
2023.01.10現在

東部 （233店）

鳥取市 THE MILL'S 鳥取市行徳1-155 0857-30-7866 ○
鳥取市 TOTTORI COFFEE ROASTER 鳥取市商栄町251-4 0857-30-7930 ○
鳥取市 ゆめ酒場しまむら 鳥取市永楽温泉町157 0857-51-1798 〇
鳥取市 まねき津ノ井店 鳥取市桂木251-1 0857-53-6390 ○
鳥取市 味覚のお宿 山田屋 鳥取市賀露町北1-5-36 0857-28-1004 〇
鳥取市 mocolifestylestore 鳥取市千代水2-111 0857-30-7313 ×
鳥取市 お好み工房 こな 鳥取市末広温泉町773 0857-22-7066 ×
鳥取市 砂丘センター 見晴らしの丘 鳥取市福部町湯山2083 0857-22-2111 ○
鳥取市 焼肉奇門鳥取駅前店 鳥取市栄町626 0857-21-2944 ×
鳥取市 Dining Bar Connect 鳥取市末広温泉町271-1 0857-30-4552 ×
鳥取市 レストラン鷲峰山 鳥取市鹿野町岡木280-3 0857-82-3178 ×
鳥取市 星乃珈琲店 鳥取トリニティーモール店 鳥取市南隈555 0857-51-0791 ×
鳥取市 香豊堂 鳥取市千代水1-68-2 0857-50-0884 ×
鳥取市 ビストロフライパン 鳥取市栄町204-12 0857-29-1324 〇
鳥取市 砂丘の家レイガーデンカフェ 鳥取市福部町湯山2164-804 0857-20-4772 〇
岩美郡 浦富海岸島めぐり遊覧船乗場内 お食事処あじろや 岩美町大谷2182 0857-73-1212 ×
鳥取市 うまいもん酒場 魚頂天 鳥取市栄町107 0857-30-7778 ×
鳥取市 大人の居酒屋 こうりん屋敷 鳥取市末広温泉町159 0857-29-0801 ×
鳥取市 海鮮居酒屋 握りの頂天 鳥取市末広温泉町311グランドハイツ末広ビル1F 0857-32-8178 ×
鳥取市 味空間 こうりん坊 鳥取 鳥取市末広温泉町311グランドハイツ末広311ビル2F0857-21-5788 ×
鳥取市 イタリア食堂 ターナ・カプリッチョ 鳥取市弥生町225 0857-21-1271 〇
鳥取市 北の大地 鳥取市永楽温泉町374 0857-21-3055 〇
鳥取市 日本料理 鳥吉 鳥取市戎町463 0857-22-4300 ×
鳥取市 石窯ダイニングCUMIN 鳥取市富安2-76-1 0857-21-1871 ×
鳥取市 鹿野そば道場 鳥取市鹿野町鹿野2448-9 0857-84-3888 ×
鳥取市 鹿野そば処 鳥取市鹿野町今市434-1 (鹿野おもしろ市場内） 0857-84-3456 ×
鳥取市 国民宿舎 山紫苑 鳥取市鹿野町今市972-1 0857-84-2211 ×
鳥取市 焼肉処湖山大門 鳥取市湖山町東1-147 0857-28-6040 ×
鳥取市 ホットエアー 鳥取市気高町浜村6-1 0857-82-6181 ○
鳥取市 越中八尾 村上ノ文衛門 鳥取市賀露町西3-27-1 0857-31-4649 ○
岩美郡 海陽亭 道の駅きなんせ岩美店 岩美町新井337-4 0857-73-1115 ○
鳥取市 村上水産鳥取大砂丘砂の美術館バス停前店 鳥取市福部町湯山2083-16 0857-30-7000 ○
鳥取市 漁師レストラン村上商店 鳥取市千代水3-31-2 0857-50-1029 ○
鳥取市 海鮮問屋 村上水産鮮魚部 鳥取市永楽温泉町378 0857-22-1000 ×
鳥取市 Art Place SUNABA COFFEE 鳥取市尚徳町101-5 0857-50-1500 ○
鳥取市 すなば珈琲ホープスター店 鳥取市永楽温泉町556 0857-20-0390 ○
鳥取市 すなば珈琲テラス 鳥取市賀露町西3-27-1 0857-31-4649 ○
鳥取市 すなば珈琲鳥取砂丘コナン空港店 鳥取市湖山町西4-110-5 0857-28-4649 ○
鳥取市 すなば珈琲鳥取駅前店 鳥取市栄町706 0857-27-4649 ○
鳥取市 すなば珈琲白兎店 鳥取市白兎613 0857-59-6700 ○
鳥取市 おさかなダイニング ぎんりん亭 鳥取市白兎613 0857-59-1223 ○
鳥取市 旬海料理 ぎんりん 鳥取市末広温泉町365 0857-21-4649 ○
鳥取市 いか太郎 鳥取市賀露町西3-27-1 0857-31-4649 ○
鳥取市 天然海水いけす海陽亭 鳥取市賀露町西3-27-1 0857-31-4649 ○
鳥取市 焼肉大将軍 鳥取市富安2-144 0857-21-0788 〇
鳥取市 居酒屋 美海 鳥取市弥生町388 0857-24-4188 〇
鳥取市 Pizzeria LEONE 鳥取市末広温泉町159-7パステル i 0857-36-3654 〇
鳥取市 くいもの屋わん鳥取駅前店 鳥取市栄町701太平ビル東館2Ｆ 0857-36-9889 ○
鳥取市 九州魂鳥取弥生町店 鳥取市弥生町107-2 1F 0857-20-5500 ×
鳥取市 レストランパトリエ（ホテルモナーク鳥取内） 鳥取市永楽温泉町403 0857-20-0101 〇
鳥取市 服部珈琲工房 安長店 鳥取市安長池中258番1-2 0857-24-3515 ×
鳥取市 久兵衛 鳥取市末広温泉町111 0857-22-3787 〇
鳥取市 MOBS FELLAS 鳥取市元町123元町ビル3F 0857-24-0184 ○
鳥取市 シュビドゥバー 鳥取市富安2-41 0857-30-3313 ○
鳥取市 台湾水餃子 鳥取市栄町755NEXTビル1階 0857-50-0272 ○
鳥取市 賀露港 市場食堂 鳥取市賀露町西4-1803-2 0857-28-2391 〇
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鳥取市 お食事・喫茶 ぼんぼり 鳥取市用瀬町別府33-3用瀬町観光物産センター 0858-87-3220 〇
鳥取市 ペペネーロイタリア館 鳥取市弥生町308-2 0857-27-4736 〇
鳥取市 たくみ割烹 鳥取市栄町652 0857-26-6355 ×
鳥取市 鳥取ワシントンホテルプラザ 銀座 鳥取市東品治町102 0857-21-2585 〇
鳥取市 鳥取ワシントンホテルプラザ チャイナテーブル 鳥取市東品治町102 0857-21-2587 〇
鳥取市 酒処 わさび 鳥取市末広温泉町361 0857-51-1666 〇
鳥取市 料理 若林 鳥取市賀露町北1-7-26 0857-31-1178 ×
鳥取市 しの和ガーデン 鳥取市今町1-123小谷ビル1階 0857-29-8202 ×
鳥取市 お好み焼きハウス ウエストワン・１ 鳥取市南吉方3-189-3 0857-29-1018 ○
鳥取市 medel coffee 鳥取市千代水2-77 0857-51-1018 ○
鳥取市 KAEN 鳥取市今町2-151鳥取大丸5F 0857-25-2385 ○
鳥取市 MIRAI restaurant&cafe 鳥取市末広温泉町163MKビル2・3階 0857-68-1013 〇
鳥取市 イートインキッチンしおん 鳥取市弥生町323-1パレットとっとり201-3 0857-27-5705 ×
鳥取市 cafe' Berry 鳥取市青谷町山根313 0857-86-0515 〇
鳥取市 パーラー株湯 鳥取市吉岡温泉町466 0857-57-0808 ○
鳥取市 喫茶1erぷるみえ 鳥取市末広温泉町111 090-7367-9959 〇
鳥取市 鳥取ぽかぽか温泉 鳥取市古海570 0857-39-1126 ×
鳥取市 とっ鳥屋末広店 鳥取市末広温泉町771 0857-26-3038 ×
鳥取市 本家夢屋扇町店 鳥取市扇町130TMKビル1階 0857-25-5755 ×
八頭郡 高原の宿 氷太くん 若桜町つく米635-13 0858-82-1111 ×
鳥取市 キッチンカフェ いくうかん 鳥取市大杙203-1 0857-29-0029 ○
鳥取市 洋食屋スノーラスカル 鳥取市雲山115-40 0857-22-6750 ×
鳥取市 川のhotori 用瀬 鳥取市用瀬町用瀬405-3 0858-87-3390 ×
鳥取市 オステリア ピアット・ドーロ 鳥取市弥生町183ハッピービル2F 0857-29-4355 ○
鳥取市 大江ノ郷ハナレ 鳥取市湖山町西4-110-5鳥取砂丘コナン空港ターミナルビル2F090-8710-0870 〇
鳥取市 RITOTTO MARCHE 鳥取市吉成南町2-1-11 0857-51-7877 〇
八頭郡 OOE VALLEY STAY ダイニングレストランIRORI 八頭町下野331 0570-008-558 〇
八頭郡 大江ノ郷アグリキッチン 八頭町橋本877 0570-077-505 〇
八頭郡 大江ノ郷カフェバル 八頭町橋本877 0570-077-505 〇
八頭郡 大江ノ郷製麺所 八頭町橋本877 0570-077-505 〇
八頭町 大江ノ郷テラス 八頭町橋本877 0570-077-505 〇
八頭町 大江ノ郷ココガーデン 八頭町橋本877 0570-077-505 〇
鳥取市 ごはん屋 ココデエエガ 鳥取市吉成772-44 090-8201-9422 ×
鳥取市 カフェ ド グレコ 鳥取市栄町754 0857-30-6321 ×
鳥取市 旬魚 たつみ鳥取店 鳥取市弥生町347 0857-50-1133 〇
鳥取市 お好み焼き翁 鳥取市栄町707 0857-21-2288 〇
鳥取市 久松うどん はなしょう 鳥取市東町3-362-1 0857-29-4608 〇
鳥取市 coto cotoキッチン 鳥取市掛出町20-3 0857-50-0385 ×
鳥取市 cafe SOURCE 鳥取市弥生町227グレースビル2F 0857-21-3457 ○
鳥取市 創作居酒屋 耀 鳥取市末広温泉町753川戸ビル1F 0857-20-0056 ○
鳥取市 ModemBarMORIZO 鳥取市末広温泉町317上山テナント２階 0857-29-5554 〇
鳥取市 Concierge居酒屋MORI 鳥取市末広温泉町356グレース山白川2階 0857-29-5511 ○
鳥取市 やきとりのこころ屋 鳥取市弥生町263-3 0857-21-8255 ○
鳥取市 炭火焼肉大平門 雲山店 鳥取市新字上沢107-2 0857-25-6315 ×
鳥取市 焼肉屋大平門 湖山店 鳥取市岩吉195-6 0857-32-1313 ×
鳥取市 cafe-nee 鳥取市瓦町409ふれあい横丁2号室 0857-27-4690 〇
鳥取市 大阪王将鳥取吉成店 鳥取市吉成779-1 0857-53-0567 ×
鳥取市 宴処だんだん 鳥取市末広温泉町751 0857-50-0403 〇
鳥取市 汐見亭 鳥取市賀露町北3-27-18 0857-28-0714 〇
鳥取市 まつむら旅館 鳥取市賀露町北3-27-28 0857-28-0714 〇
鳥取市 大阪王将鳥取千代水店 鳥取市安長226 0857-51-1755 ×
鳥取市 Patisserie Bonne nono 鳥取市二階町4-210 0857-30-6948 〇
鳥取市 花のれん 本店 鳥取市瓦町526 0857-23-0494 〇
鳥取市 宴や 鳥取市湖山町南1-774-3 0857-31-0773 ×
鳥取市 寿司 常天 鳥取市栄町230 0857-22-3326 ○
鳥取市 焼肉ぐらっちぇ＆Kinsatta 鳥取市末広温泉町753ルネスかわとビル1F 0857-32-9855 〇
鳥取市 OLTRE ITALIANO 鳥取市末広温泉町753ルネスかわとビル2F 0857-21-9787 〇
鳥取市 かつ処 季の屋 イオンモール鳥取北店 鳥取市晩稲348イオンモール鳥取北1F 0857-32-2210 ×
鳥取市 リンガーハットイオン鳥取店 鳥取市天神町1 0857-51-0800 ×
鳥取市 リンガーハットイオンモール鳥取北店 鳥取市晩稲348 0857-37-3233 ×



鳥取市 TREES COFFEE COMPANY 布勢運動公園店 鳥取市布勢146-1 0857-30-6995 ○
八頭郡 周月 鳥取八頭店 八頭町奥谷139-2-2 0858-71-0756 〇
鳥取市 周月 鳥取賀露店 鳥取市賀露町西1-1675-7 0857-77-4906 〇
鳥取市 焼肉 牛王 鳥取市大杙226-38すまいる不動産 0857-32-8885 ○
鳥取市 カレーハウスCoCo壱番屋鳥取湖山店 鳥取市湖山町東5-205 0857-32-2304 ×
鳥取市 炭火焼肉屋さかい鳥取岩吉店 鳥取市岩吉156 0857-39-9400 ×
鳥取市 鳥取美食 こころび末広通り店 鳥取市末広温泉町363 0857-30-7756 〇
鳥取市 旬彩 こころび本店 鳥取市末広温泉町451 0857-24-6528 〇
鳥取市 大阪新世界 山ちゃん 鳥取駅前店 鳥取市永楽温泉町156 0857-30-5573 ×
鳥取市 韓国焼肉トントン 鳥取市栄町312 0857-30-6829 ○
鳥取市 コーヒー&カレー五島 鳥取市青谷町青谷4298-1 0857-85-0908 〇
鳥取市 千年の宴 鳥取駅前店 鳥取市栄町701太平ビル東館1階 0857-22-9088 ×
鳥取市 笑笑 鳥取駅前店 鳥取市栄町701太平ビル東館地下1階 0857-21-5988 ×
鳥取市 居酒屋あいうえお 鳥取市弥生町221 0857-29-0804 〇
鳥取市 フルーツショップ フェリース 鳥取市南安長1-1-29 0857-50-1958 〇
鳥取市 フェリース紅茶日記・チャオジェラート 鳥取市南安長1-1-29 0857-50-1946 〇
鳥取市 居酒家 もんたや 鳥取市富安1-121 090-5263-7956 ×
鳥取市 炉端かば鳥取駅前店 鳥取市栄町608 0857-22-9900 〇
鳥取市 ご馳走空間 若林 鳥取市賀露町西3-27-1 0857-32-2101 ×
鳥取市 中華菜館 雷安 鳥取市富安1-153 0857-25-4550 ○
鳥取市 焼肉まさしげ 湖山店 鳥取市湖山町東5-209 0857-30-6629 ×
八頭郡 道の駅 若桜 桜ん坊 若桜町若桜983-2 0858-76-5760 ×
鳥取市 焼鳥ぜん 鳥取市末広温泉町301-2 0857-29-5229 ×
鳥取市 元氣亭 鳥取市商栄町202-2 0857-30-4224 ×
鳥取市 居酒屋順吉 鳥取市弥生町318いながきビル 0857-27-4669 〇
鳥取市 白兎会館 レストラン白兎 鳥取市末広温泉町556 0857-23-1021 ×
鳥取市 対翠閣 鳥取市富安1-84 0857-24-8471 〇
鳥取市 三代目網元魚鮮水産鳥取北口店 鳥取市東品治111-1鳥取駅構内1F 0857-36-7621 〇
鳥取市 ももちゃんラーメン 鳥取市弥生町351 0857-26-6522 ○
鳥取市 レーク大樹 レストランいしがま 鳥取市金沢6 0857-57-0301 ×
鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取 ベルビュー 鳥取市今町2-153 0857-23-1111 ×
鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取 パリエール 鳥取市今町2-153 0857-23-1111 ×
鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取 大観苑 鳥取市今町2-153 0857-23-1111 ×
鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取 山茶花 鳥取市今町2-153 0857-23-1111 ×
鳥取市 沖縄すたいるちゅらちゅら 鳥取市末広温泉町756 0857-21-1118 ×
鳥取市 ごっつぉらーめん 鳥取店 鳥取市末広温泉町159-4 0857-35-0977 ×
鳥取市 天麩羅我天 鳥取市栄町725駅前三番街ビル2階 0857-22-1668 ○
鳥取市 やきとり家すみれ 鳥取店 鳥取市末広温泉町770-3 0857-51-1129 〇
鳥取市 ニクバルダカラ 鳥取店 鳥取市末広温泉町770 0857-36-2986 〇
鳥取市 牛ざんまい 鳥取店 鳥取市末広温泉町772 0857-54-1896 〇
鳥取市 日本料理ジャパンズ 鳥取市弥生町220 0857-24-3939 ×
鳥取市 お食事処さくら 鳥取市戎町471鳥取シティホテル2階 0857-27-6300 ×
鳥取市 や台ずし鳥取駅前町 鳥取市栄町715番地 0857-23-5528 〇
鳥取市 や台ずし末広温泉町 鳥取市末広温泉町356-2 商栄末広テナント 0857-22-0628 〇
鳥取市 貝殻節の里 旅風庵 漁火 鳥取市気高町勝見696-1 0857-82-0531 ○
鳥取市 アジアンキッチンとりどり 鳥取市川端2-119 080-3387-4443 〇
鳥取市 海鮮祭 ホーエンヤ 鳥取市賀露町西3-323 0857-50-1775 ×
鳥取市 創作鉄板焼 風紋 鳥取市弥生町338 2F 0857-24-4339 〇
鳥取市 エアーズロック 風紋 鳥取市河原町布袋57-1 0858-85-5529 〇
若桜町 アルパインヒュッテ 若桜町つく米631-13 0858-82-0956 ×
鳥取市 すなばかに牧場 鳥取市白兎693-55 0857-30-4646 ○
鳥取市 炭火焼肉 炭蔵 吉成店 鳥取市吉成779-8 0857-53-1029 ○
鳥取市 すなば珈琲河原店 鳥取市河原町高福837 0858-85-5110 ○
鳥取市 近江焼肉ホルモンすだく鳥取駅前店 鳥取市栄町710 0857-26-0029 〇
鳥取市 牛角鳥取駅前店 鳥取市末広温泉町３５５レインボービル１F 0857-39-1129 〇
鳥取市 ペンション ル・パサージュ＆カフェレストサブレ 鳥取市伏野1159-1 0857-51-1321 ○
鳥取市 KITCHENいただき 鳥取市青谷町青谷4027-1 090-4800-6364 〇
鳥取市 横浜家系ラーメン□岡家 鳥取店 鳥取市千代水1-154 0857-54-1141 ×
鳥取市 ごっつぉらーめんイオン鳥取店 鳥取市天神町1イオン鳥取店1Ｆフードコート内 0857-21-4252 ×
鳥取市 よってこや昭べえ 鳥取市弥生町305 0857-36-0610 ×



鳥取市 ESOLA鳥取駅前店 鳥取市栄町707 050-5492-9826 ×
鳥取市 大戸屋ごはん処鳥取湖山店 鳥取市湖山東4-20 0857-28-5117 ×
鳥取市 トマト＆オニオン鳥取湖山店 鳥取市湖山町東4丁目23 0857-31-2828 ×
鳥取市 コメダ珈琲店カインズモール鳥取店 鳥取市古海514-3 0857-30-5515 ×
鳥取市 コメダ珈琲店鳥取立川店 鳥取市立川町5丁目267-1 0857-32-8688 ×
鳥取市 牛角鳥取湖山店 鳥取市千代水4丁目2 0857-32-2911 〇
鳥取市 カフェデルマー 鳥取市青谷町井手271-1 0857-85-1102 ×
鳥取市 割烹スナック菊水 気高町勝見695-21 0857-82-0002 ○
鳥取市 39 berry farm 鳥取市元町123元町ビルヂング1階 0857-51-1779 ○
鳥取市 お食事処かに大陸 鳥取市賀露町西3-23-2 0857-32-2525 ×
鳥取市 ビッグボーイ鳥取安長店 鳥取市安長字河原口412 0857-25-5307 ×
鳥取市 ご馳家ぐらっちぇ本店 鳥取市末広温泉町271-4 0857-29-5300 ×
鳥取市 温泉旅館丸茂 鳥取市永楽温泉町458 0857-23-1311 〇
鳥取市 居酒屋田田 鳥取市栄町510 0857-27-2074 〇
鳥取市 居酒屋玄 鳥取市永楽温泉町357 0857-54-1638 〇
鳥取市 みつき 鳥取市末広温泉町110 110ﾋﾞﾙ2F 0857-23-2637 ×
鳥取市 創作味処そろそろ 鳥取市鹿野町鹿野1394 0857-84-2522 ○
岩美郡 れすとはうすロマン 岩美郡岩美町浦富1035 0857-72-2992 ×
鳥取市 モスバーガー鳥取吉成店 鳥取市叶305 0857-53-6811 ×
鳥取市 モスバーガー鳥取安長店 鳥取市安長394 0857-29-6511 ×
鳥取市 餃子の王将バイパス宮長店 鳥取市的場4丁目54-1 0857-50-1588 ×
鳥取市 餃子の王将鳥取安長店 鳥取市安長393 0857-29-6533 ×
鳥取市 鳥取いなば 有隣荘 鳥取市国安895 0857-53-2686 ○
鳥取市 ココス鳥取田園町店 鳥取市田園町4-334 050-3529-1890 ×
鳥取市 たこ風船 イオンモール鳥取北店 鳥取市晩稲348番地ｲｵﾝﾓｰﾙ鳥取北店２階 0587-38-3866 ×
鳥取市 すたみな太郎鳥取店 鳥取市南隈148-1 0857-28-4129 〇
鳥取市 もつ鍋わおん 鳥取市末広温泉町755みうらビル2階 0857-23-3508 〇
鳥取市 ネギやっこ 鳥取市弥生町131 0857-23-2511 ×
鳥取市 TREES COFFEE COMPANY mammy店 鳥取市商栄町203-6 0857-32-8200 ○
岩美郡 Beach Cafe & Outdoor “ ALOHA ” 岩美町陸上636-22 0857-72-0099 〇
鳥取市 食遊処 一慶 鳥取市末広温泉町758 0857-20-2041 ×
鳥取市 さんかくショコラ 鳥取市福部町湯山2164-657サンコスモス103-1 070-8491-0354 〇
鳥取市 いきなりステーキイオンモール鳥取北 鳥取市晩稲348ｲｵﾝﾓｰﾙ鳥取北１F 0857-50-1333 ×
鳥取市 スーパー居酒屋鳥取だいぜん 鳥取市栄町715 0857-27-6574 ×
鳥取市 ドトールコーヒーJR鳥取駅店 鳥取市東品治町111-1 0857-29-3120 ×
鳥取市 ドトールコーヒーイオンモール鳥取北店 鳥取市晩稲348イオンモール鳥取北 0857-28-7305 ×
鳥取市 プチレストランカプリス 鳥取市元町102 0857-27-6722 〇
鳥取市 もう言葉がでませんイオンモール鳥取北店 鳥取市晩稲348 0857-307419 ×
鳥取市 鳥さく イオンモール鳥取北店 鳥取市晩稲348 0857-31-0029 〇
鳥取市 浜焼きバーベキュー仁乃介 鳥取市港町3-1 0857-32-8089 ×
鳥取市 たみの木 鳥取市末広温泉町774-3 0857-30-7680 ×
鳥取市 nana'sgreenteaシャミネ鳥取店 鳥取市東品治町111-1シャミネ鳥取 0857-30-5265 ×
鳥取市 鯛喜 鳥取市福部町湯山2164-449 0857-26-3157 ○
鳥取市 ダイニングスペース りゅうほう 鳥取市富安1-148 0857-29-0088 ○
鳥取市 ヴィ・ド・フランス鳥取店 鳥取市東品治町111-1シャミネ鳥取内 0857-25-5511 ×
鳥取市 炭火焼肉まほら 鳥取市弥生町294ギャザビル3-101 0857-50-1529 ×
鳥取市 炭屋吉鳥 鳥取市扇町92 0857-22-8833 ○
鳥取市 洋食堂コロンバ 鳥取市天神町11 0857-21-1415 ○
鳥取市 和食堂せのお 鳥取市末広温泉町753川戸ビル1階 0857-30-5556 ×
鳥取市 炭火焼肉あがりつき 鳥取市吉成南町2-1-9 0857-51-0129 ○
八頭郡 ごはんとおみやげyamaneya 八頭郡若桜町若桜356-1 0858-71-1020 ×
鳥取市 かにまつば本店 鳥取市弥生町302番地1弥生ビル2階 0857-30-6888 ×
鳥取市 炭火焼肉 炭蔵 鳥取市古海618-1 0857-30-7029 ○
鳥取市 大榎庵 鳥取市大榎町3-3 0857-30-4891 ×
鳥取市 市場料理 賀露幸 鳥取市賀露町西3-27-1 0857-32-0811 ×
鳥取市 そばと天ぷら きみの蕎麦に 鳥取市弥生町323番地パレットとっとり1F 090-9674-1919 ×
鳥取市 カレーハウスCoCo壱番屋鳥取宮長店 鳥取市宮長16-1 0857-38-4848 〇



中部 （86店）

東伯郡 あかまる牛肉店 ハワイ店 湯梨浜町田後1455-1 0858-35-2941 〇
東伯郡 Cafe ippo 湯梨浜町南谷573 0858-35-6161 ○
倉吉市 燻製道楽 倉吉市北野776-9 0858-27-0019 ×
東伯郡 三朝温泉 みささガーデンホテル 三朝町三朝696-1 0858-43-1511 ×
倉吉市 ぽっぷんRu-Fu 倉吉市和田226-6 080-6809-8867 ○
倉吉市 らーめん豚龍 倉吉市上井町2-1-7 090-9166-5027 ○
倉吉市 三福 倉吉市荒神町363 0858-22-4895 〇
倉吉市 中華料理「北京」 倉吉市宮川町177-32 0858-23-0620 ×
倉吉市 薬膳食堂犬挟 倉吉市関金町山口2030-46 0858-45-1314 ○
倉吉市 松風荘旅館 お食事処ゆかり 倉吉市瀬崎町2751-1 0858-22-6363 ×
倉吉市 ティーラウンジダイアナ 倉吉市米田町801 0858-22-1234 〇
東伯郡 お好み焼ヤンキース 三朝町大瀬991-18 0858-43-1031 ×
倉吉市 鳥取 鶏・とんこつラーメンつばさ 倉吉市山根539-14 0858-26-5277 〇
倉吉市 君想うツバメの暮らし 倉吉市上井町2-5-2 0858-26-2234 〇
東伯郡 老龍頭 湯梨浜町引地565-1 0858-32-2677 ×
東伯郡 道の駅燕趙園 湯梨浜町引地564-2 0858-32-2184 ×
倉吉市 ころころ 倉吉市上井町2-8-9ジュネシオン1階 0858-24-6355 〇
倉吉市 PARIS1981 レストランパリ 倉吉市上井359-3 0858-26-0315 ×
東伯郡 笑酒 繁じょう 湯梨浜町はわい温泉5-4 0858-35-5164 〇
倉吉市 倉吉シティホテル Cafe Dining CREAS MERY 倉吉市山根543-7 0858-26-6111 〇
倉吉市 倉吉シティホテル 日本料理 ふじ蔵 倉吉市山根543-7 0858-26-6111 〇
琴浦町 みなとガーデン 琴浦町松谷5-1 0858-55-1172 〇
東伯郡 美好焼肉店 琴浦町徳万56-8 0858-53-1129 ○
倉吉市 せきがね湯命館 白金食堂 倉吉市関金町関金宿1139 0858-45-2000 〇
倉吉市 北前船蕎麦街道 倉吉市駄経寺町212-5 0858-22-7475 ○
倉吉市 倉吉ワイナリー 倉吉市西仲町2627 0858-27-1381 〇
東伯郡 レストラン グレイン 琴浦町八橋392-2 0858-52-1211 ○
東伯郡 コーヒーハウス葡瑠満 湯梨浜町久留17-3 0858-35-2014 ×
東伯郡 焼肉安陵 琴浦町八橋1370-14 0858-52-2629 〇
倉吉市 焼肉まさしげ 倉吉店 倉吉市山根589-2 0858-26-2919 ×
倉吉市 とっ鳥屋倉吉店 倉吉市山根字中鴨田585-1 0858-26-5858 ×
東伯郡 たかうな 琴浦町下伊勢527-6 0858-53-2550 ×
倉吉市 くいもの屋わん倉吉駅前店 倉吉市上井212-5 0858-48-1133 〇
東伯郡 茶田屋 三朝町三朝903-1 0858-43-0734 〇
東伯郡 味賞三朝屋 三朝町三朝924 0858-43-0179 〇
東伯郡 光本商店 琴浦町赤碕1158 0858-55-0711 ×
倉吉市 カレーハウスCoCo壱番屋倉吉福庭店 倉吉市福庭町2-63-1 0858-27-5010 ×
倉吉市 天ぷら海鮮 くら福 倉吉市清谷町2-38 0858-27-0383 ×
倉吉市 炭焼ちゃあしゅう 大香房 倉吉市清谷町2-40 0858-26-4468 ×
倉吉市 焼肉大平門 倉吉本店 倉吉市上井町1-10-15 0858-26-4082 ×
倉吉市 鳥取二十世紀梨記念館フルーツパーラー 倉吉市駄経寺町198-4倉吉パークスクエア内 0858-23-1174 ×
倉吉市 Barcos Coffee 倉吉市中江48-1 0858-27-1365 〇
倉吉市 Le Ciel deux 倉吉市明治町1035-1 0858-33-5516 ○
東伯郡 手打ちそば&カフェ 暖 湯梨浜町田後303-1 0858-35-4863 〇
東伯郡 ミニレストキューピット 湯梨浜町引地119-1 0858-32-1084 ○
倉吉市 千年の宴 倉吉南口駅前店 倉吉市上井町2-1-3THE CIRCLE at Agei2階 0858-26-5388 ×
倉吉市 久楽 倉吉市新町1-2424-2 0858-23-1130 ○
倉吉市 Tsudoi 倉吉市魚町2516-4 0858-33-5612 ○
倉吉市 炉端かば倉吉店 倉吉市上井町2-10-7 0858-27-0100 〇
倉吉市 蕎麦酒房 つなぎや 倉吉市上井262-7上井田中ビル1階 0858-24-5114 ×
倉吉市 SEVENDAYS CAFE 倉吉市伊木214-3ジャストオフィスビル1F 0858-24-6877 〇
倉吉市 焼肉ちづや 倉吉市清谷町1-82 0858-26-4334 ×
倉吉市 ホルモンちづや倉吉駅前店 倉吉市上井町2-4-14アゲインビル1F 0858-24-6629 ×
倉吉市 焼肉ミッキー 倉吉市秋喜302-3 0858-28-1003 ×
倉吉市 grimon 倉吉市上井町2-10-7 0858-33-5218 ○
東伯郡 アイル 琴浦町徳万437-10 0858-53-2234 ×
倉吉市 はなの舞倉吉駅前店 倉吉市上井町2-1-2 0858-26-7621 〇

エリア 店舗名 住所 電話番号 スマホお持ちでない方の対応



倉吉市 大阪王将倉吉店 倉吉市山根539-1 0858-24-6660 ×
東伯郡 キッチン＆カフェ プランタン 琴浦町八橋203-1 0858-53-2585 〇
湯梨浜町河本魚店 湯梨浜町旭102 0858-32-0236 ○
倉吉市 ごっつぉらーめん 倉吉本店 倉吉市上井町1-370 0858-26-3813 ×
東伯郡 アロハカフェ（道の駅はわい内） 東伯郡湯梨浜町宇野2343 0858-35-3999 〇
倉吉市 焼肉牛王 倉吉店 鳥取市大杙226-38すまいる不動産 0858-24-6667 ○
倉吉市 しゃぶしゃぶ温野菜倉吉店 倉吉市清谷町2-69 0858-26-0831 〇
倉吉市 牛角倉吉店 倉吉市清谷町2丁目45 0858-47-4129 〇
倉吉市 トマト＆オニオン倉吉店 倉吉市上井289-5 0858-27-4800 ×
倉吉市 コメダ珈琲店倉吉店 倉吉市上井371-1 0858-27-1321 ×
東伯郡 ブランナールみささ 東伯郡三朝町三朝388-1 0858-43-2211 〇
倉吉市 喜太亭万よし 倉吉市中ﾉ町766 0858-22-2778 〇
東伯郡 くつろぎ亭ひこべえ 琴浦町八橋171-8 0858-52-1028 ×
東伯郡 中華料理盛龍 北栄町江北759-2 0858-36-6499 ×
倉吉市 cafe SOURCE MID 倉吉市上井町2-1-2THECIRCLE2F 0858-24-6565 ×
東伯郡 レストラン吉華 湯梨浜町引地560-3 0858-32-2633 〇
東伯郡 牛骨拉麺屋 ゆとろぎ 湯梨浜町引地560-7 0858-32-2633 〇
倉吉市 白壁倶楽部 倉吉市魚町2540-1 0858-24-5753 ○
倉吉市 夢倉 倉吉市魚町2529 0858-47-1077 ○
東伯郡 モスバーガー東伯アプト店 東伯郡琴浦町大字八橋369 0858-49-0201 ×
倉吉市 モスバーガー倉吉バイパス店 倉吉市上井359-1 0858-26-6023 ×
倉吉市 手打ちそば処打吹庵 倉吉市仲ノ町812-1赤瓦8号館2F 0858-23-7070 ×
倉吉市 食事の関所扇雀食堂 倉吉市大正町1079-8 0858-22-2747 〇
倉吉市 DILLI DARBAR 倉吉市八屋196-2 0858-26-0031 ×
倉吉市 BAR ROOT 倉吉市上井町2丁目2-21 0858-26-9260 ×
東伯郡 湖屋カフェ 東伯郡湯梨浜町はわい温泉町15番地 0858-35-2200 〇
東伯郡 有限会社大阪屋 東伯郡琴浦町八橋358-1 0858-53-0856 ×
倉吉市 Coup！La café（クラカフェ） 倉吉市東仲町2571 0858-24-5725 〇
東伯郡 みささの味処 縁がわ 東伯郡三朝町三朝890 0858-43-0006 〇



西部 （209店）

米子市 大山黒牛処 強小亭 米子市角盤町1-60-11 0859-30-2989 ×
西伯郡 ビアホフ ガンバリウス 伯耆町丸山1740-30 0859-39-8033 〇
米子市 ビストロ・ド・スズキ 米子市西町90-3 0859-22-6080 〇
境港市 牛骨ラーメン ダドガド 境港市本町34-2 0859-42-5050 ○
米子市 淀江ゆめ温泉 白鳳の里 米子市淀江町福岡1547 0859-56-6801 ×
米子市 酒恵浪漫亭凡 米子市角盤町1-27-15 0859-34-2534 ○
米子市 さんぽう 米子市角盤町1-72 0859-22-5850 〇
境港市 お食事処 海堂 境港市竹内団地277 0859-21-7070 ○
米子市 大山トム・ソーヤ牧場 米子市岡成622-2 0859-27-4707 ○
西伯郡 宿坊 観證院山楽荘 天狗茶屋 大山町大山14 0859-52-2006 ○
米子市 日々の糧 米子市明治町197ホテル真田2F 0859-34-3773 〇
境港市 新来軒 境港市清水町781 0859-44-2423 ×
米子市 梁 米子市朝日町25 0859-31-2133 〇
境港市 麺屋やまもと 境港市朝日町66 0859-42-2408 ○
西伯郡 豪円山ロッジ 大山町大山124 0859-52-2311 ×
米子市 ブラザーズ・コーヒー 米子市西福原5-2-23 0859-33-7570 ×
米子市 江戸前 やぐら鮨 米子市朝日町30 0859-22-7617 ○
米子市 焼肉韓国料理 大力家族亭 米子市東町401 0859-32-1555 〇
米子市 山陰旬華 新鮮組 米子市万能町177パワービル2F 0859-31-0808 ×
米子市 焼肉韓国創作料理カムサ 米子市明治町132 0859-31-8807 ○
米子市 海辺の山小屋しぇあん 米子市和田町3439-5 0859-28-6966 〇
米子市 ANAクラウンプラザホテル米子 日本料理「雲海」 米子市久米町53-2 0859-36-1116 〇
米子市 ANAクラウンプラザホテル米子 アトリウムラウンジ 米子市久米町53-2 0859-36-1114 〇
米子市 ANAクラウンプラザホテル米子 カフェ・イン・ザ・パーク米子市久米町53-2 0859-36-1113 〇
米子市 服部珈琲工房 観音寺店 米子市観音寺新町1-2-16 0859-23-0040 ×
米子市 トラットリア ラ・リーベラ 米子市東町119-2 0859-34-9237 ×
南部町 そば処 門所 南部町天萬1234 0859-64-2259 〇
境港市 お食事処 東府屋 境港市大正町134 0859-42-2439 ×
西伯郡 ピアッフェ（大山乗馬センター） 大山町赤松2459-130 0859-53-8211 ○
米子市 味空間 こうりん坊 山月庵 米子市明治町140米子駅前パーキングビル１F 0859-31-5678 ×
米子市 虎串 米子市角盤町3-9 0859-23-0349 ×
米子市 和食処やじきた 米子市錦町122-7 0859-22-9355 〇
米子市 やきとり家すみれ米子店 米子市角盤町2-69Mビル1階 0859-39-1129 ×
米子市 こめ蔵 米子市立町4-247-1 0859-21-5539 ×
米子市 日本料理 美さご 米子市朝日町47 0859-33-1277 ○
米子市 中華料理 燕京 米子市皆生5-14-84 0859-34-0063 ×
米子市 美酒佳肴ゆらく 米子市明治町227 0859-21-2606 〇
米子市 キッチンノスタルジヤ 米子市皆生6-7-32川上マンション 0859-34-1082 〇
米子市 すなば珈琲お菓子の壽城店１階 米子市淀江町佐陀1605-1 0859-21-4649 ○
米子市 すなば珈琲お菓子の壽城店２階 米子市淀江町佐陀1605-1 0859-21-4649 ○
境港市 すなば珈琲水木ロード店 境港市松ヶ枝町33 0859-21-4647 ○
境港市 海陽亭境港店 境港市昭和町9-5 0859-42-4649 ○
境港市 お食事処峰 境港市花町1-4 0859-42-2601 ○
米子市 くいもの屋わん米子駅前店 米子市明治町250児玉ビル 0859-36-6633 〇
米子市 米子の居酒屋 庄屋 米子市明治町140米子駅前パーキングビル1F 0859-34-3618 〇
米子市 米子ワシントンホテルプラザ 9階 銀座 米子市明治町125 9階 0859-31-9122 ○
西伯郡 弥山荘 お食事処 みせん荘 大山町大山116 0859-52-2948 〇
米子市 米蔵 ─KOMEGURA─ 米子市紺屋町1 0859-21-5666 〇
境港市 肉道楽いろは 境港市末広町118 0859-44-3881 〇
西伯郡 元天 ねぎ蛸イオンモール日吉津店 日吉津村日吉津1160-1 0859-37-0618 ×
米子市 桜丸 米子市明治町224-1つるだやビル1F 0859-33-5777 〇
境港市 有限会社ウイング 境港市幸神町110 0859-45-5385 〇
米子市 地餐地笑しゅんさい 米子市東福原4-22-16 0859-21-0831 ×
米子市 レストランアザレアコート 米子市両三柳1400 0859-24-3114 〇
米子市 エンヤキッチン国際ファミリープラザ店 米子市加茂町2-180 0859-38-0655 ×
米子市 エンヤサンゴ皆生ホテル店 米子市皆生温泉4-21-1 0859-31-6658 ×
日野郡 味処四季 日野町野田277-8 0859-72-1586 〇

エリア 店舗名 住所 電話番号 スマホお持ちでない方の対応



米子市 海鮮れすとらん四季庵 米子店 米子市両三柳780-1 0859-48-0141 〇
米子市 あやめ亭 米子市明治町140駅前パーキング1F 0859-32-0715 ×
米子市 ティズクレイ カフェ楓 米子市西福原4-8-50 0859-22-3034 ○
西伯郡 大山火の神岳温泉 豪円湯院 大山町大山25 0859-48-6801 ×
米子市 PIZZERIA PENTOLA mamma 米子市加茂町2-180国際ファミリープラザ1F 0859-32-6560 ×
米子市 ラーメンいちばん 米子市皆生温泉3-2-3 0859-23-0194 ○
米子市 ラーメンばんらい 米子市明治町228 0859-33-0202 ×
米子市 焼肉ホルモンだんだん 米子市明治町140 0859-21-4787 ×
米子市 魚ろばた 海座 米子市角盤町1-152-1-2-3 0859-21-3200 〇
境港市 和泉 境港市本町19 0859-42-3102 〇
米子市 天ぷら 海鮮 地酒 弥栄 米子市明治町196 0859-21-5645 ×
米子市 麺処 三鈷峰 米子市皆生温泉4-1-20 0859-34-6008 ×
米子市 日帰り温泉オーシャン 米子市新開3-2-46 0859-23-0303 〇
米子市 創作ダイニング ファン・ミール 米子市万能町173 0859-30-2361 ×
倉吉市 町屋 清水庵 倉吉市堺町1-876 0858-22-4759 ○
米子市 服部珈琲工房 米子店 米子市新開5-1-9 0859-32-9010 ×
米子市 酒坊 千成ひょうたん 米子市冨士見町2-156 080-3288-0193 ○
境港市 碧と風 境港市栄町94 0859-42-4000 ×
境港市 喫茶クロ 境港市中町26 0859-44-2086 〇
米子市 レストラン ルポルト 米子市末広町294 0859-35-8166 ×
境港市 SANKO夢みなとタワー Tower's CAFÉ 境港市竹内団地255-3 0859-47-3800 ×
米子市 焼肉一八 米子市朝日町58 0859-33-9161 ×
西伯郡 リストランテ天空 伯耆町金屋谷2-1 0859-48-6002 ×
米子市 食事処 島原 米子市皆生温泉3-1-28 0859-33-4867 ×
米子市 四川担担麺 虎嘯 米子市新開5-8-37 0859-59-9139 ×
境港市 御食事処弓ヶ浜 境港市竹内団地209 0859-45-4411 ○
西伯郡 レストラン花かいろう 南部町鶴田110 0859-48-3030 ×
米子市 鉄板ふくもと 米子市米原1454-9 0859-30-4964 〇
西伯郡 松涛園 大山町御来屋497 0859-54-2611 ○
米子市 Cafe＊Rest＊Bar ドドド 米子市四日市町80 0859-34-3557 ×
米子市 カレーハウスCoCo壱番屋米子皆生店 米子市皆生4-6-22 0859-37-5518 ×
米子市 カレーハウスCoCo壱番屋米子旗ヶ崎店 米子市旗ヶ崎6-1-39 0859-24-2880 ×
米子市 焼肉たいへい門 米子店 米子市米原5-10-15 0859-32-0020 ×
米子市 ののや 米子市東町214 0859-22-5115 〇
米子市 串揚げ串坊主 米子市東町214 0859-35-3501 〇
米子市 大鳳 米子市大谷町139-7 0859-39-1100 ×
米子市 LAND&YEARS 米子市四日市町44 0859-21-7799 〇
米子市 焼肉 うえば 米子市角盤町2-19 0859-35-8129 ×
米子市 焼肉韓食房だんだん 米子本店 米子市西福原9-1800-1 0859-23-2608 ×
米子市 ステーキハウス蘭 皆生つるや 米子市皆生温泉2-5-1 0859-22-6181 〇
日野郡 そば道場たたらや 日野町根雨679-1 0859-72-2261 ×
米子市 三代目網元魚鮮水産米子駅前店 米子市明治町140米子駅前パーキングビル2階 0859-38-8811 〇
米子市 焼き肉黒 米子市角盤町2-120-3 0859-30-2949 〇
米子市 炭火割烹籠乃鶏大山 三柳店 米子市両三柳2300-1 0859-57-3400 ○
米子市 焼肉＆グルメバイキングかたおか米子店 米子市皆生4-6-40 0859-31-2929 ×
米子市 中華食堂満福 米子市西福原7-14-22 0859-34-9898 ×
米子市 焼肉・韓国料理 がんばりや 米子市角盤町1-146-4 0859-35-3550 ×
米子市 屋台居酒屋 大阪 満マル 米子駅前店 米子市明治町157米子駅前パーキングビル1Ｆ 0859-30-3937 ×
米子市 花風船 米子市茶町14 0859-33-0765 ○
米子市 しゃぶしゃぶ温野菜米子店 米子市久米町146 0859-31-2488 〇
米子市 牛角米子しんまち店 米子市西福原2-1-1YNT第10ビル1F 0859-38-4129 〇
西伯郡 しゃぶしゃぶ処あん庵イオン日吉津ＳＣ店 日吉津村日吉津1160-1イオン日吉津SC西館1F 0859-27-6788 〇
西伯郡 リンガーハットイオンモール日吉津店 日吉津村日吉津1160-1 0859-21-7261 ×
米子市 焼肉 味平 米子市富益町118-3 0859-28-8953 〇
米子市 めんふぁん食堂米子店 米子市新開7-6-9 0859-35-0277 〇
米子市 ミスタードーナツ米子R431店 米子市新開5-2-2 0859-39-0187 ×
境港市 八剣伝 境港海岸通り店 境港市相生町3 0859-47-4715 ×
米子市 イタリア料理 ピアノピアノ 米子市万能町175ナガサコビル1F 0859-34-7210 ×
米子市 タリーズコーヒー東福原店 米子市東福原6-12-40 0859-36-6600 ○
米子市 ときの家 米子市万能町173-2 0859-22-0688 〇



米子市 山内農場 米子駅前店 米子市明治町175グリーンリッチホテル米子駅前2階0859-31-5088 ×
米子市 炉端かば米子角盤町店 米子市角盤町2-15 0859-22-7000 〇
米子市 郷土料理かば米子駅前店 米子市明治町189 0859-21-7010 〇
米子市 東京田園調布 うなぎ 圓 米子市角盤町2-15 0859-21-3000 ×
米子市 八剣伝 皆生店 米子市皆生4-10-17 0859-37-6378 ×
米子市 籠乃鶏大山 角盤町店 米子市角盤町2-41-3 0859-33-9733 〇
米子市 ラーメン大和 米子市弥生町1カーニバルコート内 0859-33-7857 ×
境港市 味処美佐 境港市京町6 0859-42-3817 〇
境港市 お食事処 池田屋 境港市麦垣町3323-11 0859-21-5210 〇
西伯郡 大山参道市場 大山町大山23-1 0859-52-6020 ×
日野郡 井谷旅館 日南町霞927-3 0859-82-0050 〇
米子市 大阪王将米子店 米子市東福原1-5-15 0859-38-0321 ×
米子市 カフェアンドベーカリー アプリコ 米子市上後藤8-9-23 0859-48-0707 ×
境港市 神戸ベーカリー水木ロード店 境港市松ヶ枝町31 0859-44-6265 ×
西伯郡 ロッヂ・サノ 大山町大山145-1 0859-52-2292 〇
境港市 和荘むくげ 境港市夕日ヶ丘1-74 0859-45-6178 〇
米子市 御食事処 松の江 米子市皆生温泉4-7-43 0859-22-3687 〇
大山町 Bramley 大山町赤松626-5 0859-57-8790 ○
米子市 きままや 米子市角盤町2-76トーアプラザ1F 0859-35-0008 ×
西伯郡 ロッジ大山 大山町大山147 0859-52-2315 ×
西伯郡 中の原スキーセンター 大山町大山145-2 0859-52-2315 ×
西伯郡 大山ユートピア 大山町大山36-17 0859-52-2437 〇
米子市 や台ずし米子駅前町 米子市明治町179 0859-22-8228 〇
米子市 そば処 こめ蔵 米子市西福原2丁目1-10米子しんまち天満屋４F 0859-35-1424 ×
米子市 鳥メロ米子駅前店 米子市明治町140番地米子駅前パーキングビル１F 0859-37-5177 ○
境港市 串かつ居酒屋さかいの山ちゃん 境港市本町19 0859-36-8039 ○
米子市 酒菜桔梗屋 米子市角盤町2-63-2 0859-37-2366 ○
米子市 マカロニ食堂 米子市四日市町46 0859-30-2955 ×
米子市 丸善水産米子駅前店 米子市明治町195 ホテルα－１米子 １F 0859-35-5678 〇
境港市 すなば珈琲米子鬼太郎空港店 境港市佐斐神1634番地 0859-45-6121 ○
境港市 拉麺屋神楽 境港店 境港市高松町1482-10 0859-21-7337 ×
米子市 横浜家系ラーメン□岡家米子錦町町店 米子市錦町3-148-2 0859-30-2230 ×
米子市 拉麺屋神楽 米子店 米子市皆生4-11-35 0859-31-2130 ×
米子市 ごっつぉらーめん米子店 米子市角盤町3-79 0859-21-1702 ×
米子市 かつや鳥取米子店 米子市皆生4-11-8 0859-21-1960 ×
境港市 御食事処さかゑや 境港市上道町2184-19 0859-42-5400 ○
境港市 旨いもん市場海月丸 境港市相生町16 0859-42-6597 ○
米子市 しゃぶしゃぶ寿司・和食・海王 米子市角盤町4丁目94 0859-23-66660 ×
米子市 カルビ屋大福米子店 米子西福原9丁目19-37 0859-38-3320 ×
西伯郡 大戸屋ごはん処イオン日吉津店 西伯郡日吉津村日吉津1160-1 0859-21-0238 ×
米子市 藁焼き日本酒処龍馬 鳥取県米子市明治町193番地 0859-22-3030 〇
米子市 個室×肉炉端馬肉弁慶 米子市明治町31番地 0859-31-1600 〇
米子市 味空間 こうりん坊 米子 米子市角盤町2-105-5東宝会館ビル2F 0859-34-6788 ×
米子市 レストラン BUONO! BUONO!（おーゆ・ランド内） 米子市皆生温泉1-18-1（おーゆ・ランド内） 0859-31-8111 ×
米子市 ビッグボーイ米子富士見店 米子市冨士見町2-152 0859-37-5363 ×
堺港市 シルクファーム黄金マート 境港市大正町1 080-2944-5935 〇
堺港市 シルクファーム黄金テラス 境港市松ヶ枝町23 0859-57-7750 〇
堺港市 シルクファーム苺一縁 境港市大正町73 0859-57-8603 〇
堺港市 シルクファーム黄金カフェ 境港市松ヶ枝町48 0859-57-9457 〇
米子市 湧くわく天然温泉ラピスパ 米子市淀江2-38 0859-56-1111 ×
境港市 境港カヌレ 境港市松ヶ枝町5 090-8440-4689 〇
米子市 麦笛たまき 米子店 米子市新開2-1331-2 0859-38-1245 ×
米子市 居酒屋レストランたつ美 米子市皆生温泉町3-7-8 0859-32-7011 〇
境港市 元気亭。 境港市大正町38 0859-42-3551 ×
境港市 はちまん茶屋 境港市渡町2741 0859-45-5775 ×
米子市 米子ゴルフ場 レストランキャロット 米子市両三柳3192-2 0859-30-0320 ×
西伯郡 宮本旅館 大山町大山43 0859-52-2146 ○
米子市 noncafe 米子市米原6-1-14 1F 0859-21-8700 〇
米子市 ココス米子店 米子市東福原2-14-1 050-3529-2428 ×
米子市 炉端焼き家富良 米子市明治町223 0859-21-5988 ×



米子市 食留芽 米子市加茂町1-6 0859-32-3000 ×
米子市 がんこラーメン華漸 米子市旗ヶ崎2丁目13-29 0859-21-9088 ○
境港市 SWING Café（スイングカフェ） 境港市渡町3644 0859-57-4598 ×
米子市 魚や 圭蔵 米子市万能町146 0859-34-0230 ×
大山町 カフェレストランBIKAI 西伯郡大山町富長159-1 0859-54-2665 ×
米子市 米子まちなか観光案内所 米子市灘町1-19 0859-21-3007 ×
境港市 魚魚亭 境港市入船町43 0859-44-3272 ×
米子市 めん処宗杏 米子市茶町27-1 0859-21-7006 ○
米子市 愿屋 米子市角盤町2-61 0859-46-0835 〇
米子市 彩雲堂 米子東山店 米子市長砂町52-1 0859-34-5599 ○
米子市 食堂酒場きよはるamo 米子市西福原1-1-22 0859-21-9423 〇
米子市 居酒屋太平記 米子市明治町271 0859-32-3040 〇
米子市 スナックエンジョイ 米子市明治町28吉木ビル1-3号室 ×
境港市 お食事処 海心 境港市福定町1802-23 0859-42-3223 〇
米子市 和食居酒屋旬門米子本店 米子市明治町154-1駅前パーキング1階 0859-21-7088 〇
境港市 ﾉ貫米子空港店 境港市佐斐神町1634 090-7406-9733 ×
米子市 寿司地魚料理水月 米子市東町218 0859-30-3016 〇
米子市 Harmonie(ｱﾙﾓﾆｰ） 米子市角盤町2丁目46 0859-30-3960 〇
西伯郡 地魚料理 恵比須 大山町御来屋29-4 0859-54-5522 ×
西伯郡 四六時中 イオン日吉津店 西伯郡日吉津村日吉津1160-1 080-7431-3576 ×
米子市 四六時中 米子駅前店 米子市末広町311イオン米子駅前店2階 080-7329-5372 ×
西伯郡 FBI DAISEN 伯耆町小林706 0859-57-3428 ○
米子市 のんびり亭（おーゆ・ランド内） 米子市皆生温泉1丁目18-1 0859-31-5760 ×
米子市 さばしゃぶ・串揚げ弓紐 米子市万能町198 0859-22-8022 ×
米子市 天ぷら元禄 米子市角盤町1-59-3 080-6051-8618 ○
米子市 丸源ラーメン米子中島店 米子市中島2丁目2-3 0859-30-4266 ○
米子市 Kirra Point 米子市朝日町24-16 0859-31-2262 ×
境港市 手打そば みやべ 境港市中町21 0859-42-2426 〇
境港市 有限会社魚山亭 境港市中野町3297番地 0859-42-2337 ×
境港市 千代むすび岡空本店角打 境港市大正町131 0859-42-3191 〇
米子市 ミスタードーナツイオン米子駅前ショップ 米子市末広町311 0859-35-0731 〇


