
西部 （228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

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 ×

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 大山黒牛処　強小亭 米子市角盤町1-60-11 0859-30-2989 ×

米子市 ビストロ・ド・スズキ 米子市西町90-3 0859-22-6080 〇

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

米子市 大山トム・ソーヤ牧場 米子市岡成622-2 0859-27-4707 ○

米子市 日々の糧 米子市明治町197ホテル真田2F 0859-34-3773 〇

米子市 梁 米子市朝日町25 0859-31-2133 〇

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 ×

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 ○

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 ○

米子市 米蔵 ─KOMEGURA─ 米子市紺屋町1 0859-21-5666 〇

米子市 桜丸 米子市明治町224-1つるだやビル1F 0859-33-5777 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 エンヤキッチンホテルハーベストイン米子店 米子市弥生町8-27ホテルハーベストイン米子１F 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 ×

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 ○

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

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 〇

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 ○

米子市 レストラン　ルポルト 米子市末広町294 0859-35-8166 ×

米子市 焼肉一八 米子市朝日町58 0859-33-9161 ×

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 ×

米子市 鉄板ふくもと 米子市米原1454-9 0859-30-4964 〇

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

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

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 ×

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 ×

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 ×

米子市 御食事処　松の江 米子市皆生温泉4-7-43 0859-22-3687 〇

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 ×

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 ○

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

米子市 横浜家系ラーメン𠮷岡家米子錦町町店 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 かつや鳥取米子店 米子市皆生4-11-8 0859-21-1960 ×

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 ×

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 ×

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

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 ×

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 ○

米子市 魚や　圭蔵 米子市万能町146 0859-34-0230 ×

米子市 米子まちなか観光案内所 米子市灘町1-19 0859-21-3007 ×

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 ×

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

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

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 ×

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 ×

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

米子市 コートドール 米子市明治町149 0859-21-8933 〇

米子市 ごはん屋米子三柳食堂 米子市両三柳5489 0859-38-7878 ×

米子市 和食庵　松風 米子市淀江町西原1227-3 0859-37-4010 〇

米子市 サーティーワンアイスクリーム米子店 米子市西福原9丁目1287-6 0859-32-4231 ×

米子市 鉄板焼き居酒屋末八 米子市明治町180 0859-57-5164 ×

米子市 ガスト米子 米子市上福原5-5-71 0570-021-464 ×

米子市 ガスト米子久米町 米子市久米町53-1 0570-022-314 ×

米子市 とんから亭米子車尾 米子市車尾4丁目3-36 0859-36-5333 ×

米子市 四川中華　GOCHI 米子市角盤町1-30ＧＢＧ1階 0859-46-0777 ×

米子市 Café On The Table 米子市角盤町1-30ＧＢＧ1階 0859-30-4751 ×

米子市 スカイラウンジ　ぼなんざ 米子市角盤町2-66ﾃｲﾄｽﾋﾞﾙ５階 0859-35-7959 ×

米子市 ガーデンラウンジ　ぼなんざ 米子市角盤町2-97 0859-30-3738 ×

米子市 焼肉　一張羅 米子市角盤町2-11 050-5589-9261 ×

米子市 やきとり　ときや　米子店 米子市角盤町3-79 0859-22-5711 〇

米子市 和咲美 米子市茶町7石川ビル１F 0859-33-1773 ×

米子市 皆生グランドホテル天水　ブルーマリーン 米子市皆生温泉4-18-45 0859-33-3531 〇

米子市 皆生グランドホテル天水　レストラン渚亭 米子市皆生温泉4-18-46 0859-33-3531 〇

米子市 華水亭　プラジュ 米子市皆生温泉4-19-10 0859-33-0001 〇

米子市 居酒屋　千華 米子市角盤町2-75-5 0859-30-3342 〇

境港市 シルクファーム黄金マート 境港市大正町1 080-2944-5935 〇

境港市 シルクファーム黄金テラス 境港市松ヶ枝町23 0859-57-7750 〇

境港市 シルクファーム苺一縁 境港市大正町73 0859-57-8603 〇

境港市 シルクファーム黄金カフェ 境港市松ヶ枝町48 0859-57-9457 〇

境港市 ﾉ貫米子空港店 境港市佐斐神町1634 090-7406-9733 ×

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 ○

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 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 ○



境港市 牛骨ラーメン　ダドガド 境港市本町34-2 0859-42-5050 ○

境港市 お食事処　海堂 境港市竹内団地277 0859-21-7070 ○

境港市 新来軒 境港市清水町781 0859-44-2423 ×

境港市 麺屋やまもと 境港市朝日町66 0859-42-2408 ○

境港市 お食事処　東府屋 境港市大正町134 0859-42-2439 ×

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 ○

境港市 肉道楽いろは 境港市末広町118 0859-44-3881 〇

境港市 有限会社ウイング 境港市幸神町110 0859-45-5385 〇

境港市 和泉 境港市本町19 0859-42-3102 〇

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

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 ×

境港市 御食事処弓ヶ浜 境港市竹内団地209 0859-45-4411 ○

境港市 八剣伝　境港海岸通り店 境港市相生町3 0859-47-4715 ×

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

境港市 拉麺屋神楽　境港店 境港市高松町1482-10 0859-21-7337 ×

境港市 境港カヌレ 境港市松ヶ枝町5 090-8440-4689 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 ×

境港市 SWING Café（スイングカフェ） 境港市渡町3644 0859-57-4598 ×

境港市 魚魚亭 境港市入船町43 0859-44-3272 ×

境港市 お食事処　海心 境港市福定町1802-23 0859-42-3223 〇

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

境港市 廻るお寿司屋さん大漁丸　境港店 境港市竹内団地280-1 0859-45-0788 〇

境港市 廻るお寿司屋さん大漁丸　みなとさかい店 境港市大正町215 0859-44-5522 〇

境港市 村上水産米子鬼太郎空港店 境港市佐斐神町1634 0859-21-5353 〇

境港市 漁港回転寿司　鮨かば　境港波止場店 境港市相生町33番地 0859-30-2667 〇

大山町 宿坊　観證院山楽荘　天狗茶屋 大山町大山14 0859-52-2006 ○

大山町 豪円山ロッジ 大山町大山124 0859-52-2311 ×

大山町 ピアッフェ（大山乗馬センター） 大山町赤松2459-130 0859-53-8211 ○

大山町 弥山荘　お食事処　みせん荘 大山町大山116 0859-52-2948 〇

大山町 大山火の神岳温泉　豪円湯院 大山町大山25 0859-48-6801 ×

大山町 松涛園 大山町御来屋497 0859-54-2611 ○

大山町 大山参道市場 大山町大山23-1 0859-52-6020 ×

大山町 ロッヂ・サノ 大山町大山145-1 0859-52-2292 〇

大山町 ロッジ大山 大山町大山147 0859-52-2315 ×

大山町 中の原スキーセンター 大山町大山145-2 0859-52-2315 ×

大山町 大山ユートピア 大山町大山36-17 0859-52-2437 〇

大山町 宮本旅館 大山町大山43 0859-52-2146 ○

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 ×

大山町 地魚料理　恵比須 大山町御来屋29-4 0859-54-5522 ×

大山町 Bramley 大山町赤松626-5 0859-57-8790 ○

伯耆町 ビアホフ ガンバリウス 伯耆町丸山1740-30 0859-39-8033 〇

伯耆町 リストランテ天空 伯耆町金屋谷2-1 0859-48-6002 〇

伯耆町 FBI DAISEN 伯耆町小林706 0859-57-3428 ○

伯耆町 MR.BURGER 西伯郡伯耆町大内1069-50桝水ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ2F 0859-52-6023 〇

日吉津 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

日吉津 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 ×

日吉津 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 ×

日吉津 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 ×

日吉津 焼肉飯店ふるさと 日吉津村日吉津32-4 0859-27-4711 ×



日吉津 鎌倉パスタ　イオンモール日吉津店 西伯郡日吉津村日吉津1160-1 0859-37-0309 ×

南部町 そば処　門所 南部町天萬1234 0859-64-2259 〇

南部町 レストラン花かいろう 南部町鶴田110 0859-48-3030 〇

日野町 味処四季 日野町野田277-8 0859-72-1586 〇

日野町 そば道場たたらや 日野町根雨679-1 0859-72-2261 〇

日南町 井谷旅館 日南町霞927-3 0859-82-0050 〇


