
中部 （92店） 2023.05.23現在

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 焼肉牛王　倉吉店 倉吉市上井195-10 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 ×

倉吉市 喜太亭万よし 倉吉市中ﾉ町766 0858-22-2778 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 ○

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 ×

倉吉市 Coup！La café（クラカフェ） 倉吉市東仲町2571 0858-24-5725 〇

倉吉市 燻製道楽 倉吉市北野776-9 0858-27-0019 ×

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

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

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 ×

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

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

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 ×

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

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 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 〇

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 ○

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 ○

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

倉吉市 大阪王将倉吉店 倉吉市山根539-1 0858-24-6660 ×

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 ×

倉吉市 cafe SOURCE MID 倉吉市上井町2-1-2THECIRCLE2F 0858-24-6565 ×



倉吉市 Ange 倉吉市上井町1丁目9-19 0858-27-0318 〇

倉吉市 Cherish 倉吉市上井町1丁目10-26 0858-26-1433 〇

倉吉市 Cherie 倉吉市上井町1丁目11-8フェイスビル2F 0858-26-5035 〇

倉吉市 ガスト倉吉 倉吉市伊木248-4 0570-021-508 ×

倉吉市 町屋　清水庵 倉吉市堺町1-876 0858-22-4759 ○

倉吉市 倉吉赤瓦 ShirakabeSandwich 倉吉市東仲町2610 070-4317-5616 ×

湯梨浜町あかまる牛肉店　ハワイ店 湯梨浜町田後1455-1 0858-35-2941 〇

湯梨浜町Cafe ippo 湯梨浜町南谷573 0858-35-6161 ○

湯梨浜町老龍頭 湯梨浜町引地565-1 0858-32-2677 ×

湯梨浜町道の駅燕趙園 湯梨浜町引地564-2 0858-32-2184 〇

湯梨浜町笑酒　繁じょう 湯梨浜町はわい温泉5-4 0858-35-5164 〇

湯梨浜町コーヒーハウス葡瑠満 湯梨浜町久留17-3 0858-35-2014 ×

湯梨浜町手打ちそば&カフェ　暖 湯梨浜町田後303-1 0858-35-4863 〇

湯梨浜町ミニレストキューピット 湯梨浜町引地119-1 0858-32-1084 ○

湯梨浜町河本魚店 湯梨浜町旭102 0858-32-0236 ○

湯梨浜町アロハカフェ（道の駅はわい内） 東伯郡湯梨浜町宇野2343 0858-35-3999 〇

湯梨浜町牛骨拉麺屋　ゆとろぎ 湯梨浜町引地560-7 0858-32-2633 〇

湯梨浜町湖屋カフェ 東伯郡湯梨浜町はわい温泉町15番地 0858-35-2200 〇

湯梨浜町レストラン吉華 湯梨浜町引地560-3 0858-32-2633 〇

琴浦町 焼肉安陵 琴浦町八橋1370-14 0858-52-2629 〇

琴浦町 光本商店 琴浦町赤碕1158 0858-55-0711 ×

琴浦町 アイル 琴浦町徳万437-10 0858-53-2234 ×

琴浦町 キッチン＆カフェ　プランタン 琴浦町八橋203-1 0858-53-2585 〇

琴浦町 くつろぎ亭ひこべえ 琴浦町八橋171-8 0858-52-1028 ×

琴浦町 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 ×

琴浦町 有限会社大阪屋 東伯郡琴浦町八橋358-1 0858-53-0856 ×

琴浦町 みなとガーデン 琴浦町松谷5-1 0858-55-1172 〇

琴浦町 美好焼肉店 琴浦町徳万56-8 0858-53-1129 ○

琴浦町 レストラン　グレイン 琴浦町八橋392-2 0858-52-1211 ○

琴浦町 たかうな 琴浦町下伊勢527-6 0858-53-2550 ×

琴浦町 中華料理金龍（琴浦店） 琴浦町八橋371 0858-27-1399 ×

三朝町 三朝温泉　みささガーデンホテル 三朝町三朝696-1 0858-43-1511 ×

三朝町 お好み焼ヤンキース 三朝町大瀬991-18 0858-43-1031 ×

三朝町 茶田屋 三朝町三朝903-1 0858-43-0734 〇

三朝町 味賞三朝屋 三朝町三朝924 0858-43-0179 〇

三朝町 ブランナールみささ 東伯郡三朝町三朝388-1 0858-43-2211 〇

三朝町 みささの味処　縁がわ 東伯郡三朝町三朝890 0858-43-0006 〇

北栄町 中華料理盛龍 北栄町江北759-2 0858-36-6499 ×


