
土産物店

【東部】 エリア 店舗 住所 電話番号
スマホを

お持ちでない方の対応

八頭郡＿東部 智頭急行　智頭駅 鳥取県八頭郡智頭町智頭2052-1 0858-75-2595 ×

八頭郡＿東部 梶屋　諏訪酒造蔵出直販部 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭451番地 0858-75-3141 〇

八頭郡＿東部 道の駅若桜　桜ん坊 鳥取県八頭郡若桜町若桜983-2 0858-76-5760 ×

八頭郡＿東部 大江ノ郷ヴィレッジ 鳥取県八頭郡八頭町橋本877 0570-077-505 〇

八頭郡＿東部 ココガーデン 鳥取県八頭郡八頭町橋本877 0570-077-505 〇

八頭郡＿東部 大江ノ郷自然牧場HANARE 鳥取県八頭郡八頭町橋本877 0570-077-505 〇

八頭郡＿東部 ごはんとおみやげyamaneya 鳥取県八頭郡若桜町若桜356-1 0858-71-1020 ×

鳥取市＿東部 富士レジャーシステム　砂丘センター店 鳥取県鳥取市福部町湯山2083 0857-24-8427 〇

鳥取市＿東部 富士レジャーシステム　砂丘フレンド店 鳥取県鳥取市福部町湯山2164-808 0857-24-8427 〇

鳥取市＿東部 富士レジャーシステム　砂丘会館店 鳥取県鳥取市福部町湯山2164 0857-24-8427 〇

鳥取市＿東部 かねまさ・浜下商店　本店 鳥取県鳥取市賀露町西4丁目1803-2 0857-28-2391 〇

鳥取市＿東部 アベ鳥取堂　弁当センター 鳥取県鳥取市富安2丁目28番地 0857-26-1311 〇

鳥取市＿東部 アベ鳥取堂　鳥取駅南口売店 鳥取県鳥取市東品治町111-1　JR鳥取駅構内 0857-26-1311 〇

鳥取市＿東部 寿製菓　鳥取駅　菓の座 鳥取県鳥取市東品治町111-1 0857-29-7100 〇

鳥取市＿東部 寿製菓　丸由百貨店　エアポート店 鳥取県鳥取市湖山町西4-110-5　2F 0857-28-5999 〇

鳥取市＿東部 砂丘センター　見晴らしの丘 鳥取県鳥取市福部町湯山2083番地 0857-22-2111 〇

鳥取市＿東部 道の駅　西いなば気楽里 鳥取県鳥取市鹿野町岡木２８０番地3 0857-82-3178 ×

鳥取市＿東部 おみやげ楽市鳥取店 鳥取県鳥取市東品治町111番地1　JR鳥取駅構内 0857-26-6917 ×

鳥取市＿東部 MATSUI WHISKY SHOP.com 鳥取県鳥取市東品治町111番地1　JR鳥取駅構内 06-6766-4455 〇

鳥取市＿東部 ギャラリーそら＆gallery shop SORA 鳥取県鳥取市栄町658-3　駅前サンロード商店街 0857-29-1622 〇

鳥取市＿東部 とっとり砂丘売店　サンコスモス 鳥取県鳥取市賀露町4045番地1 0857-77-4046 〇

鳥取市＿東部 鳥取市ふるさと物産館（まちパル鳥取） 鳥取県鳥取市末広温泉町160　日交本通りビル1階 0857-36-3767 〇

鳥取市＿東部 とうふちくわの里・ちむら　かろいち店 鳥取県鳥取市賀露町西3丁目27-1 0858-76-3333 ×

鳥取市＿東部 とうふちくわの里・ちむら　元魚町本店 鳥取県鳥取市元魚町3-223 0858-76-3333 ×

鳥取市＿東部 とうふちくわの里・ちむら　布袋店 鳥取県鳥取市河原町布袋556 0858-76-3333 ×

鳥取市＿東部 しいたけ本舗 鳥取県鳥取市富安1丁目84番地 0857-29-1387 ×

鳥取市＿東部 さじアストロパークショップ 鳥取県鳥取市佐治町高山1071-1 0858-89-1011 ×

鳥取市＿東部 味果園 鳥取県鳥取市福部町湯山1206 0857-75-2175 ×

鳥取市＿東部 コナン探偵社　鳥取空港店 鳥取県鳥取市湖山町西4丁目110-5 0857-30-4869 ×

鳥取市＿東部 鳥取エアポートマルシェ　きんさい屋 鳥取県鳥取市湖山町西４丁目110-5 0857-28-1402 ×

鳥取市＿東部 有限会社田畑商店（道の駅神話の里白うさぎ内） 鳥取県鳥取市白兎613 0857-22-2328 〇

鳥取市＿東部 宝月堂 鳥取県鳥取市二階町3丁目121 0857-22-3745 〇

鳥取市＿東部 若林商店　直販センター 鳥取県鳥取市賀露町北1丁目8番12号 0857-28-4548 ×

鳥取市＿東部 鹿野往来交流館　童里夢 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野1353 0857-38-0030 ×

鳥取市＿東部 鹿野そば道場 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野2448-9 0857-84-3888 ×

鳥取市＿東部 鹿野おもしろ市場 鳥取県鳥取市鹿野町今市418-2 0857-84-3456 ×

鳥取市＿東部 鹿野そば処 鳥取県鳥取市鹿野町今市418-2　鹿野おもしろ市場内 0857-84-3456 ×

鳥取市＿東部 砂の美術館売店・ミュージアムショップ 鳥取県鳥取市福部町湯山2083-17 0857-54-1675 ×

鳥取市＿東部 チュウブ鳥取砂丘こどもの国 鳥取県鳥取市相生町4丁目411 0857-24-2811 ×

鳥取市＿東部 氷ノ山自然ふれあい館　響の森 鳥取県鳥取市相生町4丁目411 0858-82-1620 ×

鳥取市＿東部 とっとり賀露かにっこ館 鳥取県鳥取市相生町4丁目411 0857-38-9669 ×

鳥取市＿東部 砂丘会館 鳥取県鳥取市福部町湯山2164 0857-22-6835 〇

鳥取市＿東部 道の駅　神話の里　白うさぎ 鳥取県鳥取市白兎613 0857-59-6700 〇

鳥取市＿東部 株式会社　中村商店　本店 鳥取県鳥取市賀露町西4丁目1803番地3 0857-28-1051 〇

鳥取市＿東部 株式会社　中村商店　かろいち店 鳥取県鳥取市賀露町西3-27-1 0857-37-3600 〇

鳥取市＿東部 鳥取たくみ工芸店 鳥取県鳥取市栄町651 0857-26-2367 ×

鳥取市＿東部 鳥のもの百貨（丸由百貨店） 鳥取県鳥取市湖山町東4丁目111 0857-25-2137 〇

鳥取市＿東部 味の散歩道　まえた 鳥取県鳥取市福部町海士20-1 0857-74-3211 ×

鳥取市＿東部 平吾菓子舗 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野1177 0857-84-2102 〇

鳥取市＿東部 器屋うらの 鳥取県鳥取市雲山173 0857-21-1616 〇

鳥取市＿東部 Totto　PURIN 鳥取県鳥取市福部町湯山2164-657サンコスモス103 070-8325-3688 〇

鳥取市＿東部 中川酒造株式会社 鳥取県鳥取市立川町2丁目305 0857-24-9330 〇

鳥取市＿東部 株式会社 谷本酒店 鳥取県鳥取市末広温泉町274 0857-24-6781 ×

鳥取市＿東部 澤井珈琲　鳥取店 鳥取県鳥取市南隈541トリニティモール　Bゾーン1F 0857-37-3135 ×

鳥取市＿東部 バルコス鳥取店 鳥取県鳥取市今町2丁目109-1 0857-50-0101 〇

鳥取市＿東部 とうふちくわの里・ちむら丸由店（旧鳥取大丸店） 鳥取市今町2-151 0858-76-3333 ×



鳥取市＿東部 JFかろいち直販店 鳥取県鳥取市賀露町西3-27-1 0857-31-0011 ×

鳥取市＿東部 網浜水産かろいち店 鳥取県鳥取市賀露町西3-27-1 0857-32-2288 〇

鳥取市＿東部 協同組合鳥取駅前食品市場　宮本商店 鳥取県鳥取市永楽温泉町263 0857-21-5523 〇

鳥取市＿東部 協同組合鳥取駅前食品市場　かわむら鮮魚店 鳥取県鳥取市永楽温泉町263 0857-26-3176 〇

鳥取市＿東部 協同組合鳥取駅前食品市場　西根鮮魚店 鳥取県鳥取市永楽温泉町263 0857-23-2797 〇

鳥取市＿東部 若林商店　かろいち店 鳥取県鳥取市賀露町西3-27-1 0857-32-2100 ×

鳥取市＿東部 吉岡温泉会館　一ノ湯 鳥取市吉岡温泉町666 0857-57-0555 〇

岩美郡＿東部 道の駅きなんせ岩美 鳥取県岩美郡岩美町新井337-4 0857-73-5155 ×

岩美郡＿東部 浦富海岸島めぐり遊覧船 鳥取県岩美郡岩美町大谷2182 0857-73-1212 〇



【中部】 エリア 店舗 住所 電話番号
スマホを

お持ちでない方の対応

湯梨浜町＿中部 中国庭園燕趙園 鳥取県鳥取市相生町4丁目411 0858-32-2180 〇

東伯郡＿中部 かねまさ・浜下商店　道の駅はわい店 鳥取県東伯郡湯梨浜町宇野2324 0858-35-5513 〇

東伯郡＿中部 河本魚店 鳥取県東伯郡湯梨浜町旭102 0858-32-0236 〇

東伯郡＿中部 藤井酒造酒蔵併設店舗 鳥取県東伯郡三朝町三朝868-2 0858-43-0856 ×

東伯郡＿中部 和星水産（道の駅琴の浦内） 鳥取県東伯郡琴浦町大字別所1030番地1 0858-49-8031 ×

東伯郡＿中部 赤碕町漁協　活魚・鮮魚直売センター 鳥取県東伯郡琴浦町別所255 0858-49-2020 ×

東伯郡＿中部 扇屋商店 鳥取県東伯郡三朝町三朝293の2 0858-43-0539 ×

東伯郡＿中部 ぷちショップ三朝温泉 鳥取県東伯郡三朝町山田11-5 0858-43-0101 〇

東伯郡＿中部 北栄町観光案内所 鳥取県東伯郡北栄町由良宿573-1 0858-37-5874 〇

東伯郡＿中部 コナン探偵社　ふるさと館店 鳥取県東伯郡北栄町由良宿1414 0858-37-5500 〇

東伯郡＿中部 榎本民芸店 鳥取県東伯郡三朝町三朝924 090-5372-8626 ×

東伯郡＿中部 株式会社　魚春 鳥取県東伯郡三朝町三朝314-1 0858-43-0831 ×

東伯郡＿中部 山本みやげ店 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉6-10 0858-35-4141 〇

東伯郡＿中部 楽寿夢庵 鳥取県東伯郡三朝町三朝911-1 0858-43-0708 ×

東伯郡＿中部 三朝ヨーグルト 鳥取県東伯郡三朝町三朝901-1 090-6098-1991 〇

東伯郡＿中部 琴浦うまいもんや（道の駅琴の浦内） 鳥取県東伯郡琴浦町大字別所1030-1 0858-55-6566 〇

東伯郡＿中部 金田蒲鉾店 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕1230 0858-55-0251 ×

東伯郡＿中部 アロハ大市場(道の駅はわい内）　 鳥取県東伯郡湯梨浜町宇野2343 0858-35-3821 〇

東伯郡＿中部 コナン百貨店
鳥取県東伯郡北栄町由良宿1293

「コナンの家」米花商店街
0858-37-5037 ×

東伯郡＿中部 三朝温泉ほっとプラ座（観光案内所） 鳥取県東伯郡三朝町三朝973-1 0858-43-0431 〇

東伯郡＿中部 「お魚キッチン」さんでり 鳥取県東伯郡三朝町三朝970-5 0858-43-0353 〇

東伯郡＿中部 酒のたなか 鳥取県東伯郡北栄町東園288-1 0858-37-3733 〇

東伯郡＿中部 あぶい蒲鉾 鳥取県東伯郡琴浦町大字八橋363番地2 0120-108-952 ×

東伯郡＿中部 サントマト 鳥取県東伯郡三朝町大浦1030-1 0858-43-1557 〇

東伯郡＿中部 酒庫　美酔庵 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留55-1 0858-35-2741 〇

倉吉市＿中部 赤瓦1号館　ふみ子の手作り工房 鳥取県倉吉市新町1丁目2441 090-3372-5422 〇

倉吉市＿中部 後藤荒物店 鳥取県倉吉市東仲町2598 0858-22-3040 ×

倉吉市＿中部 くらよし駅ヨコプラザ 鳥取県倉吉市上井195-12 0858-24-5333 ×

倉吉市＿中部 倉吉観光物産館 鳥取県倉吉市上井町2-1-2 0858-26-2331 ×

倉吉市＿中部 赤瓦一号館（長生堂） 鳥取県倉吉市新町1丁目2441 0858-23-6666 ×

倉吉市＿中部 創作工房　中野竹藝　赤瓦一号館 鳥取県倉吉市新町1丁目2441 0858-23-6666 ×

倉吉市＿中部 円形劇場くらよしフィギュアミュージアム 鳥取県倉吉市鍛冶町1-2971-2 0858-27-1200 〇

倉吉市＿中部 倉吉ワイナリー 鳥取県倉吉市西仲町2627 0858-27-1381 〇

倉吉市＿中部 桑田醤油醸造場 鳥取県倉吉市東仲町2591 0858-22-2043 〇

倉吉市＿中部 倉吉白壁土蔵群観光案内所 鳥取県倉吉市魚町2586-1 0858-22-1200 ×

倉吉市＿中部 元帥酒造本店 鳥取県倉吉市東仲町2573 0858-22-5020 〇

倉吉市＿中部 鳥取二十世紀梨記念館　なしっこ館 鳥取県鳥取市相生町4丁目411 0858-23-1174 〇

倉吉市＿中部 スウィートランドTAKARA 鳥取県倉吉市関金町関金宿2913 0858-48-7070 〇

倉吉市＿中部 株式会社　石谷精華堂 鳥取県倉吉市幸町459-1 0858-23-0141 〇

倉吉市＿中部 ギフト　ヤブキ 鳥取県倉吉市東仲町2585 0858-22-6532 〇

倉吉市＿中部 鶴乃觜 鳥取県倉吉市堺町3丁目100 0858-23-5161 〇

倉吉市＿中部 いなしま酒店 鳥取県倉吉市鍛冶町1丁目2923-1 0858-22-2965 〇

倉吉市＿中部 てぬぐい工房らっぷ 鳥取県倉吉市東仲町2616-2 0858-22-8970 〇

倉吉市＿中部 有限会社市場酒店 鳥取県倉吉市宮川町159番地66 0858-22-2557 〇

倉吉市＿中部 SION 鳥取県倉吉市東仲町2604-1 090-7129-2216 〇

倉吉市＿中部 COCOROSTORE 鳥取県倉吉市魚町2516 0858-22-3526 〇

倉吉市＿中部 バルコス倉吉本店 鳥取県倉吉市中江48-1 0858-27-0440 〇

倉吉市＿中部 赤瓦１２号館　久和 鳥取県倉吉市東仲町2582 0858-36-6336 ×

倉吉市＿中部 Retro Mix 鳥取県倉吉市魚町2568-2 0858-27-0235 〇



【西部】 エリア 店舗 住所 電話番号
スマホを

お持ちでない方の対応

米子市＿西部 米子まちなか観光案内所 鳥取県米子市灘町1丁目19番地 0859-21-3007 ×

米子市＿西部 お菓子の壽城 鳥取県米子市淀江町佐陀1605-1 0859-39-4111 〇

米子市＿西部 寿製菓　芙蓉別館店 鳥取県米子市皆生温泉3-14-10 0859-34-0009 〇

米子市＿西部 寿製菓　三井別館店 鳥取県米子市皆生温泉3丁目15-55 0859-22-4195 〇

米子市＿西部 米子市国際観光案内所 鳥取県米子市弥生町12番地（米子グルメプラザ内） 0859-22-6317 〇

米子市＿西部 おみやげ楽市米子店 鳥取県米子市弥生町15・16番地　JR米子駅前広場内 0859-31-6630 ×

米子市＿西部 大山トム・ソーヤ牧場 鳥取県米子市岡成622-2 0859-27-4707 〇

米子市＿西部 妻木晩田遺跡売店 鳥取県米子市淀江町淀江503-3 0859-39-4839 ×

米子市＿西部 株式会社稲田本店 鳥取県米子市夜見町325-16 0859-29-1108 〇

米子市＿西部 湧くわく天然温泉ラピスパ 鳥取県米子市淀江町淀江2-38 0859-56-1111 ×

米子市＿西部 JU米子髙島屋　別館フードスタジオカクバン 鳥取県米子市角盤町1-30 0859-22-1111 〇

米子市＿西部 米仙堂　東店 鳥取県米子市角盤町1-143 0859-33-8911 ×

米子市＿西部 米仙堂　モナムール店 鳥取県米子市東福原5丁目12-26 0859-22-8866 ×

米子市＿西部 米仙堂　花園店 鳥取県米子市花園町119-5 0859-35-9876 ×

米子市＿西部 米仙堂　イオン米子駅前店 鳥取県米子市末広町311 0859-22-5493 ×

米子市＿西部 彩雲堂　米子東山店 鳥取県米子市長砂町52-1 0859-34-5599 〇

米子市＿西部 澤井珈琲　米子米原店 鳥取県米子市米原4丁目6-30 0859-34-6533 ×

米子市＿西部 澤井珈琲　R431店 鳥取県米子市新開7丁目2-2 0859-38-1177 ×

米子市＿西部 河田酒店 鳥取県米子市永江1029 0859-26-2431 〇

米子市＿西部 中浦本舗　イオン米子駅前店 鳥取県米子市末広町311 　イオン米子駅前店1F 0859-33-5990 〇

日野郡＿西部 物産館ぶなの森（道の駅奥大山） 鳥取県日野郡江府町佐川908-3 0859-75-3648 〇

日野郡＿西部 農林産物直売所（道の駅にちなん日野川の郷内）　 鳥取県日野郡日南町生山386番地 0859-82-1707 ×

西伯郡＿西部 道の駅　大山恵みの里 鳥取県西伯郡大山町名和919-12 0859-54-6030 ×

西伯郡＿西部 ビアホフ　ガンバリウス 鳥取県西伯郡伯耆町丸山1740-30 0859-39-8033 〇

西伯郡＿西部 大山乗馬センター 鳥取県西伯郡大山町赤松2459-130 0859-53-8211 〇

西伯郡＿西部 米子自動車道大山パーキングエリア上り線売店 鳥取県西伯郡伯耆町久古1379米子自動車道上り線 0859-68-4995 〇

西伯郡＿西部 大山まきばみるくの里 鳥取県西伯郡伯耆町小林2-11 0859-52-3698 ×

西伯郡＿西部 森の国 鳥取県西伯郡大山町赤松634 0859-53-8036 ×

西伯郡＿西部 赤猪岩神社前売店 鳥取県西伯郡南部町寺内232 0859-30-4822 ×

西伯郡＿西部 とっとり花回廊 鳥取県鳥取市相生町4丁目411 0859-48-3030 〇

西伯郡＿西部 大山時間Shop大山寺参道店 鳥取県西伯郡大山町大山116番地5 0859-57-9083 〇

西伯郡＿西部 ご当地ファーム山の駅大山望 鳥取県西伯郡伯耆町大内桝水高原1069-50 0859-62-7577 ×

西伯郡＿西部 植田正治写真美術館ミュージアムショップ 鳥取県西伯郡伯耆町須村353-3 0859-39-8000 〇

西伯郡＿西部 大山参道市場 鳥取県西伯郡大山町大山23-1 0859-52-6020 ×

西伯郡＿西部 ふれあい村アスパル 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1450 0859-27-0313 ×

西伯郡＿西部 モンベル大山店 鳥取県西伯郡大山町大山115 0859-52-2511 ×

西伯郡＿西部 木村鮮魚店　新鮮市場 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1026番地1 0859-27-7221 〇

西伯郡＿西部 山芳海産　新鮮市場 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1026番地1 0859-27-7221 〇

西伯郡＿西部 肉の市場カタオカ新鮮市場店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1026番地1 0859-45-5111 ×

境港市＿西部 水木しげる文庫 鳥取県境港市松ヶ枝町39 0859-21-1130 〇

境港市＿西部 妖怪工房 鳥取県境港市松ヶ枝町25 0859-44-5474 〇

境港市＿西部 妖怪開運堂 鳥取県境港市本町8 0859-42-5508 〇

境港市＿西部 本舗　目玉おやじまんじゅう 鳥取県境港市松ヶ枝町62 0859-42-4336 〇

境港市＿西部 観光土産店　1banchi 鳥取県境港市松ヶ枝町１番地 0859-47-6010 〇

境港市＿西部 有限会社　板倉博商店 鳥取県境港市松ヶ枝町35 0859-44-0145 ×

境港市＿西部 ゲゲゲの妖怪楽園 鳥取県境港市栄町138 0859-44-2889 〇

境港市＿西部 ANA FESTA　米子ロビー店 鳥取県境港市佐斐神町1634　米子空港ビル2階 0859-45-5835 〇

境港市＿西部 境港おかき専門店旨くてお手あげ屋 鳥取県境港市本町17番 0859-57-5714 〇

境港市＿西部 大漁市場　なかうら 鳥取県境港市竹内団地209 0859-45-1600 〇

境港市＿西部 境港さかなセンター 鳥取県境港市竹内団地259-2 0859-45-1111 〇

境港市＿西部 妖菓堂 鳥取県境港市松ヶ枝町54 0859-38-3221 ×

境港市＿西部 妖怪饅頭総本店 鳥取県境港市本町9 0859-42-3600 〇

境港市＿西部 妖怪がまぐち 鳥取県境港市松ヶ枝町14 0859-42-3020 〇

境港市＿西部 妖怪のお箸やさん遊膳 鳥取県境港市松ヶ枝町56 0859-21-1184 〇

境港市＿西部 妖怪おかき処寺子屋本舗 鳥取県境港市松ヶ枝町48 0859-42-4600 〇

境港市＿西部 有限会社　隠岐観光みやげセンター 鳥取県境港市大正町215 0859-42-3345 ×



境港市＿西部 ゲゲゲのようかい村 鳥取県境港市32 0859-44-7400 ×

境港市＿西部 鬼太郎はうす 鳥取県境港市大正町89 0859-44-7400 ×

境港市＿西部 かに専門店　マルツ（境港水産物直売センター内） 鳥取県境港市竹内団地219 0859-45-0534 〇

境港市＿西部 有限会社　戸田油店 鳥取県境港市松ヶ枝町18 0859-42-2748 ×

境港市＿西部 境港市観光案内所 鳥取県境港市竹内団地255-3 0859-47-0121 ×

境港市＿西部 有限会社　土井商店（境港水産物直売センター内） 鳥取県境港市昭和町9-5 0859-42-2004 〇

境港市＿西部 カルマバザーロ 鳥取県境港市本町4 090-7779-8476 〇

境港市＿西部 ぬりかべ商店 鳥取県境港市松ヶ枝町7 0859-42-2699 〇

境港市＿西部 鬼太郎の里わたなべ 鳥取県境港市松ヶ枝町61 0859-42-2189 〇

境港市＿西部 練屋・かまの穂 鳥取県境港市昭和町9-5 0859-21-7233 〇

境港市＿西部 BEE　WING 鳥取県境港市佐斐神町1634 0859-45-5848 〇

境港市＿西部 有限会社いけびんストーア 鳥取県境港市大正町76 0859-44-0896 ×

境港市＿西部 はまゆう 鳥取県境港市大正町70番地 0859-30-4355 ×

境港市＿西部 有限会社　ハセガワ 鳥取県境港市本町24 0859-42-2249 〇

境港市＿西部 有限会社　柏木商会 鳥取県境港市松ケ枝町55番地 0859-44-0651 ×

境港市＿西部 たまゆら　水木しげるロード店 鳥取県境港市本町19 0859-44-1512 〇

境港市＿西部 有限会社田畑商店（境港水産物直売センター内） 鳥取県境港市昭和町9-5 0857-22-2328 〇

境港市＿西部 もののけ本舗 鳥取県境港市本町13 0859-47-0808 〇

境港市＿西部 むじゃら 鳥取県境港市大正町62-1 0859-47-0520 〇

境港市＿西部 三平茶屋 鳥取県境港市大正町46番 0859-44-6435 〇

境港市＿西部 有限会社　八木橋呉服店 鳥取県境港市本町36 0859-42-2208 ×

境港市＿西部 あとりえgtp　水木しげるロード店 鳥取県境港市松ヶ枝町3番地 0859-21-1723 ×

境港市＿西部 有限会社三光水産（境港水産物直売センター内） 鳥取県境港市昭和町9-5 0859-21-7236 ×

境港市＿西部 かやの鮮魚店 鳥取県境港市外江町2568-2 0859-44-0521 〇

境港市＿西部 夢みなとタワー 鳥取県鳥取市相生町4丁目411 0859-47-3800 ×

境港市＿西部 千代むすび　岡空本店 鳥取県境港市大正町131 0859-42-3191 〇

境港市＿西部 千代むすび　大正橋店 鳥取県境港市松ヶ枝町34 0859-42-3254 〇

境港市＿西部 じげの物産館 鳥取県境港市松ヶ枝町33 0859-30-4482 〇

境港市＿西部 本池商店（大漁市場なかうら内） 鳥取県境港市竹内団地209 090-8999-5127 〇

境港市＿西部 株式会社　ヤマヨ（境港水産物直売センター内） 鳥取県境港市昭和町9-5 0859-21-5647 〇

境港市＿西部 境港センター冷蔵　株式会社　直売店　魚好 鳥取県境港市昭和町12-4 0859-44-5875 〇

境港市＿西部 元祖　豆とも 鳥取県境港市松ヶ枝町4 0859-42-3068 〇

境港市＿西部 釘谷履物店 鳥取県境港市本町38 0859-44-5525 ×

境港市＿西部 京久野履物店 鳥取県境港市松ヶ枝町6 0859-42-2669 ×

境港市＿西部 有限会社　かにの渡辺 鳥取県境港市竹内団地259-2 0859-47-2111 ×

境港市＿西部 氷温ショップ　ダイマツ 鳥取県境港市佐斐神町1634-2 0859-45-5882 〇

境港市＿西部 妖怪ショップ　ゲゲゲ 鳥取県境港市大正町58番地 0859-42-2259 〇

境港市＿西部 大海株式会社仲卸店舗（境港水産物直売センター） 鳥取県境港市昭和町9番地5 0120-33-1773 ×

境港市＿西部 澤井珈琲　ファクトリー店 鳥取県境港市竹内団地278-6 0859-47-5381 ×

境港市＿西部 米仙堂　境港店 鳥取県境港市上道町3281 0859-44-3972 ×

境港市＿西部 HATONOVA三光丸　境港　有限会社　三光水産 鳥取県境港市相生町33 0859-21-7136 ×

境港市＿西部 有限会社　丸八水産（境港水産物直売センター内） 鳥取県境港市昭和町9-5 0859-44-2431 ×

境港市＿西部 一般社団法人　境港観光協会事務局 鳥取県境港市竹内団地255-3 0859-47-3880 ×


