
東部エリア 加盟店名　≪土産物店≫ 住　　　所 電話番号
スマホをお持ち

でない方の対応

八頭郡 梶屋　諏訪酒造蔵出直販部 八頭郡智頭町智頭451 0858-75-3141 〇

八頭郡 智頭急行　智頭駅 八頭郡智頭町智頭2052-1 0858-75-2595 ×

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

八頭郡 ココガーデン 八頭郡八頭町橋本877 0570-077-505 〇

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

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 ×

八頭郡 氷ノ山自然ふれあい館　響の森 八頭郡若桜町つく米 0858-82-1620 ×

八頭郡 道の駅若桜　桜ん坊 八頭郡若桜町若桜983-2 0858-76-5760 ×

鳥取市 バルコス　鳥取店 鳥取市今町2-109-1 0857-50-0101 〇

鳥取市 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 鳥取駅前食品市場　宮本商店 鳥取市永楽温泉町263 0857-21-5523 〇

鳥取市 鳥取駅前食品市場　かわむら鮮魚店 鳥取市永楽温泉町263 0857-26-3176 〇

鳥取市 鳥取駅前食品市場　西根鮮魚店 鳥取市永楽温泉町263 0857-23-2797 〇

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

鳥取市 若林商店　直販センター 鳥取市賀露町北1-8-12 0857-28-4548 ×

鳥取市 中村商店　かろいち店 鳥取市賀露町西3-27-1 0857-37-3600 〇

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

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

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

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

鳥取市 とっとり賀露かにっこ館 鳥取市賀露町西3-27-2 0857-38-9669 ×

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

鳥取市 中村商店　本店 鳥取市賀露町西4-1803-3 0857-28-1051 〇

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

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

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

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

鳥取市 鳥のもの百貨（丸由百貨店内） 鳥取市湖山町東4-111 0857-25-2137 〇

鳥取市 鳥取たくみ工芸店 鳥取市栄町651 0857-26-2367 ×

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

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

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

鳥取市 平吾菓子舗 鳥取市鹿野町鹿野1177 0857-84-2102 〇

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

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

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

鳥取市 まちパル鳥取　鳥取市ふるさと物産館 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 谷本酒店 鳥取市末広温泉町274 0857-24-6781 ×

鳥取市 中川酒造 鳥取市立川町2-305 0857-24-9330 〇

鳥取市 器屋うらの 鳥取市雲山173 0857-21-1616 〇

鳥取市 宝月堂 鳥取市二階町3-121 0857-22-3745 〇

鳥取市 田畑商店（道の駅神話の里白うさぎ内） 鳥取市白兎613 0857-22-2328 〇

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

鳥取市 チュウブ鳥取砂丘こどもの国 鳥取市浜坂1157-1 0857-24-2811 ×

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

鳥取市 寿製菓　鳥取駅　菓の座（ＪＲ鳥取駅構内） 鳥取市東品治町111-1 0857-29-7100 〇

鳥取市 おみやげ楽市鳥取店（ＪＲ鳥取駅構内） 鳥取市東品治町111-1 0857-26-6917 ×

鳥取市 MATSUI WHISKY SHOP.com（ＪＲ鳥取駅構内） 鳥取市東品治町111-1 06-6766-4455 〇

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

鳥取市 味果園 鳥取市福部町湯山1206 0857-75-2175 ×

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 〇

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

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

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

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

鳥取市 砂丘会館 鳥取市福部町湯山2164 0857-22-6835 〇

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

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

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

鳥取市 しいたけ本舗 鳥取市富安1-84 0857-29-1387 ×

鳥取市 アベ鳥取堂　弁当センター 鳥取市富安2-28 0857-26-1311 〇

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

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

東部エリア 加盟店名　≪観光・体験アクティビティ≫ 住　　　所 電話番号
スマホをお持ち

でない方の対応

八頭郡 八東ふる里の森 八頭郡八頭町妻鹿野1572 0858-84-3799 ×

八頭郡 宿坊光澤寺 八頭郡八頭町南398 0858-84-1650 〇

八頭郡
わかさ氷ノ山インフォメーションセンター

＜グラススキー（リフト含む）・電動マウンテンバイク体験＞
八頭郡若狭町つく米630-110 0858-82-1111 ×

≪全国旅行支援≫

ウェルカニとっとり得々割

鳥取県電子観光クーポンは
ご覧の加盟店でご利用いただけます！

【注意事項】必ずお読みください。
■ご利用の際は、事前に休業日や営業時間などのご確認をお願いいたし
ます。

■掲載の登録加盟店情報は、変更になる場合がございます。お越しの際
は、店舗への事前の問合せやＨＰで最新情報のご確認をお願いします。

■スマートフォンをお持ちでない方は「取得カード」は開封しないでご利用
の店舗までお持ちください。開封してしまいますと店舗でのお取扱いが
できなくなりますのでご注意ください。

※下記掲載加盟店は１月１3日時点での登録加盟店となります。



八頭郡 わかさ氷ノ山スキー場（リフト券） 八頭郡若桜町つく米630-110 0858-82-0880 ×

八頭郡 ヒュッテ白樺 八頭郡若桜町つく米631-29 0858-82-0955 〇

八頭郡 氷ノ山自然ふれあい館響の森 八頭郡若桜町つく米635-175 0858-82-1620 ×

鳥取市 鳥取市青谷上寺地遺跡展示館 鳥取市青谷町青谷4064 0857-85-0841 ×

鳥取市 鳥取市あおや和紙工房 鳥取市青谷町山根313 0857-86-6060 ×

鳥取市 鳥取市歴史博物館やまびこ館 鳥取市上町88 0857-23-2140 ×

鳥取市 ＣＯＣＯ ＢＬＵＥ ＳＵＲＦ 鳥取市小沢見574 080-1184-7812 〇

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 鳥取砂丘フルーツパーク 鳥取市賀露町4112 0857-28-3870 〇

鳥取市 Ｄｅｖｅｌｏｐ ＳＵＲＦ＆ＳＥＡ 鳥取市湖山町東3-51-1 0857-31-4885 〇

鳥取市 湖山池遊覧船 鳥取市湖山町南3-679-2 0857-73-1212 ×

鳥取市 鳥取市因幡万葉歴史館 鳥取市国府町町屋726 0857-26-1780 ×

鳥取市 鳥取市さじアストロパーク 鳥取市佐治町高山1071-1 0858-89-1011 ×

鳥取市 五しの里さじ地域協議会 鳥取市佐治町加茂1547 0858-89-1780 ×

鳥取市 水谷いちご園 鳥取市里仁13-2 090-8049-8184 〇

鳥取市 玄忠寺 鳥取市新品治町176 0857-22-5294 〇

鳥取市 遊漁船　オルカナ 鳥取市生山150 0857-51-8330 〇

鳥取市 わらべ館 鳥取市西町3-202 0857-22-7070 ×

鳥取市 ふぁんふぁんふぁーむ 鳥取市馬場134-1 0857-53-4001 〇

鳥取市 チュウブ鳥取砂丘こどもの国 鳥取市浜坂1157-1 0857-24-2811 ×

鳥取市 鳥取砂丘セグウェイ　アドベンチャーツアー 鳥取市浜坂1390-239 090-9415-3981 〇

鳥取市 鳥取砂丘パラグライダースクール（砂丘本舗） 鳥取市東今在家123-31-103 0857-24-6124 ×

鳥取市 駅レンタカー　鳥取営業所 鳥取市東品治町111-1 0857-24-2250 ×

鳥取市 国指定重要文化財仁風閣 鳥取市東町2丁目121 0857-26-3595 ×

鳥取市 鳥取砂丘　砂の美術館 鳥取市福部町湯山2083-17 0857-20-2231 ×

鳥取市 鳥取カントリー俱楽部　吉岡温泉コース 鳥取市洞谷856-1 0857-54-0211 ×

鳥取市 鳥取遊漁船　第八達丸 鳥取市美萩野2-408-8 090-4893-9773 〇

鳥取市 鳥取ＢＬＵＥ 鳥取市吉成51-2 080-3871-0901 〇

鳥取市 苺工房たけうち 鳥取市六反田197-1　 090-2000-2821 ×

鳥取市 鳥取指輪工房prod by NONBODY 鳥取県鳥取市幸町22第一マルニハイツ1F 0857-30-0337 〇

岩美郡 浦富海岸島めぐり遊覧船 岩美郡岩美町大字大谷2182-12 0857-73-1212 〇

岩美郡 ブルーライン田後 岩美郡岩美町田後37-1 0857-72-8520 ×

東部エリア 加盟店名　≪日帰り温泉サウナ≫ 住　　　所 電話番号
スマホをお持ち

でない方の対応

鳥取市 ホテルモナーク鳥取 鳥取市永楽温泉町403 0857-20-0101 ×

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 観水庭こぜにや 鳥取市永楽温泉町651 0857-23-3311 〇

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

東部エリア 加盟店名　≪宿泊施設売店等≫ 住　　　所 電話番号
スマホをお持ち

でない方の対応

鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取 鳥取市今町2-153 0857-23-1111 〇

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 ホテル　モナーク 鳥取市永楽温泉町403 0857-20-0101 〇

鳥取市 観水庭こぜにや 鳥取市永楽温泉町651 0857-23-3311 〇

鳥取市 レーク大樹 鳥取市金沢6 0857-57-0301 ×

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 まつむら旅館 鳥取市賀露町北3-27-28/27-18 0857-28-0714 〇

鳥取市 まつむら別館汐見亭 鳥取市賀露町北3-27-28/27-18 0857-28-0714 〇

鳥取市 浜村温泉　魚と屋 鳥取市気高町勝見682-65 0857-82-2400 〇

鳥取市 貝殻節の里　旅風庵 鳥取市気高町勝見696-1 0857-82-0531 〇

鳥取市 お宿　夢彦 鳥取市鹿野町今市8 0857-84-2411 〇

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 白兎会館 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 アパホテル＜鳥取駅前＞　※6/11～ 鳥取市富安2-138-2 0857-27-8811 ✕

鳥取市 あづまや旅館 鳥取市吉岡温泉町261 0857-57-0009 〇

岩美郡 明石家 岩美郡岩美町岩井536 0857-72-1515 〇

岩美郡 岩井温泉　岩井屋 岩美郡岩美町岩井544 0857-72-1525 ×

岩美郡 龍神荘 岩美郡岩美町大羽尾274-1 0857-72-0286 〇

岩美郡 シーサイドうらどめ 岩美郡岩美町浦富2475-18 0857-73-1555 〇

八頭郡 ＯＯＥ　ＶＡＬＬＥＹ　ＳＴＡＹ 八頭郡八頭町下野331 0570-00-8558 〇

八頭郡 フォレスト　姫宮 八頭郡八頭町東95 090-7546-9582 ×

八頭郡 アルパインヒュッテ 八頭郡若桜町つく米631-13 0858-82-0956 〇

八頭郡 ヒュッテ白樺 八頭郡若桜町つく米631-29 0858-82-0955 〇

八頭郡 氷ノ山高原の宿「氷太くん」 八頭郡若桜町つく米635-13 0858-82-1111 ×

東部エリア 加盟店名　≪交通機関≫ 住　　　所 電話番号
スマホをお持ち

でない方の対応

鳥取市 日ノ丸ハイヤー　鳥取営業所 鳥取市古海601-8 0857-22-2121 ×

鳥取市 ニッポンレンタカー中国　鳥取空港営業所 鳥取市湖山町西4-110-5 0857-28-0919 ×

鳥取市 オリックスレンタカー　鳥取空港店 鳥取市湖山町西4-110-5 0857-51-0543 ×

鳥取市 トヨタレンタリース鳥取　鳥取砂丘コナン空港店 鳥取市湖山町東3-86 0857-50-0152 ×

鳥取市 サービスタクシー 鳥取市栄町211-2 0857-22-2011 〇

鳥取市 ニッポンレンタカー中国　鳥取駅前営業所 鳥取市天神町21-2 0857-36-0919 ×

鳥取市 トヨタレンタリース鳥取　鳥取駅前店 鳥取市富安2-16 0857-22-0102 ×

鳥取市 河原交通 鳥取市長谷209-1 0857-53-1912 〇

鳥取市 駅レンタカー　鳥取営業所 鳥取市東品治町111-1 0857-24-2250 ×

鳥取市 大森タクシー 鳥取市南安長1-2-18 0857-23-6511 ×

鳥取市 観光タクシー 鳥取市吉成510 0857-24-1500 ×


