
中部エリア 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

東伯郡 金田蒲鉾店 東伯郡琴浦町赤碕1230 0858-55-0251 ×

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

東伯郡 和星水産（道の駅琴の浦内） 東伯郡琴浦町別所1030-1 0858-49-8031 ×

東伯郡 琴浦うまいもんや（道の駅琴の浦内） 東伯郡琴浦町別所1030-1 0858-55-6566 〇

東伯郡 あぶい蒲鉾 東伯郡琴浦町八橋363-2 0120-108-952 ×

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

東伯郡 コナン百貨店 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 酒のたなか 東伯郡北栄町東園288-1 0858-37-3733 〇

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

東伯郡 扇屋商店 東伯郡三朝町三朝293-2 0858-43-0539 ×

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

東伯郡 楽寿夢庵 東伯郡三朝町三朝911-1 0858-43-0708 ×

東伯郡 三朝ヨーグルト 東伯郡三朝町三朝901-1 090-6098-1991 〇

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

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

東伯郡 榎本民芸店 東伯郡三朝町三朝924 090-5372-8626 ×

東伯郡 株式会社　魚春 東伯郡三朝町三朝314-1 0858-43-0831 ×

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

東伯郡 河本魚店 東伯郡湯梨浜町旭102 0858-32-0236 〇

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

東伯郡 ぷちショップ三朝温泉 東伯郡湯梨浜町宇野2343 0858-35-3821 〇

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

東伯郡 中国庭園燕趙園 東伯郡湯梨浜町引地565-1 0858-32-2180 〇

東伯郡 サントマト 東伯郡三朝町大浦1030-1 0858-43-1557 〇

東伯郡 酒庫　美酔庵 東伯郡湯梨浜町久留55-1 0858-35-2741 〇

倉吉市 倉吉観光物産館 倉吉市上井町2-1-2 0858-26-2331 ×

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

倉吉市 ＣＯＣＯＲＯＳＴＯＲＥ 倉吉市魚町2516 0858-22-3526 〇

倉吉市 Ｒｅｔｒｏ　Ｍｉｘ 倉吉市魚町2568-2 0858-27-0235 〇

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

倉吉市 いなしま酒店 倉吉市鍛冶町1-2923-1 0858-22-2965 〇

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

倉吉市 石谷精華堂 倉吉市幸町459-1 0858-23-0141 〇

倉吉市 鶴乃觜 倉吉市堺町3-100 0858-23-5161 〇

倉吉市 赤瓦１号館　ふみ子の手作り工房 倉吉市新町1-2441 090-3372-5422 〇

倉吉市 赤瓦一号館（長生堂） 倉吉市新町1-2441 0858-23-6666 ×

倉吉市 創作工房　中野竹藝　赤瓦一号館 倉吉市新町1-2441 0858-23-6666 ×

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

倉吉市 鳥取二十世紀梨記念館　なしっこ館 倉吉市駄経寺町198-4 0858-23-1174 〇

倉吉市 バルコス倉吉本店 倉吉市中江48-1 0858-27-0440 〇

倉吉市 倉吉ワイナリー 倉吉市西仲町2627 0858-27-1381 〇

倉吉市 後藤荒物店 倉吉市東仲町2598 0858-22-3040 ×

倉吉市 桑田醤油醸造場 倉吉市東仲町2591 0858-22-2043 〇

倉吉市 元帥酒造本店 倉吉市東仲町2573 0858-22-5020 〇

倉吉市 ギフト　ヤブキ 倉吉市東仲町2585 0858-22-6532 〇

倉吉市 赤瓦１２号館　久和 倉吉市東仲町2582 0858-36-6336 ×

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

倉吉市 ＳＩＯＮ 倉吉市東仲町2604-1 090-7129-2216 〇

倉吉市 市場酒店 倉吉市宮川町159-66 0858-22-2557 〇

中部エリア 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

東伯郡 北条オートキャンプ場 東伯郡北栄町田井488-1 0858-36-4568 〇

東伯郡 青山剛昌ふるさと館 東伯郡北栄町由良宿1414 0858-37-5389 ×

東伯郡 三朝バイオリン美術館 東伯郡三朝町三朝199ー1 0858-43-3111 〇

東伯郡 射的・スマートボール 三朝温泉　泉娯楽場 東伯郡三朝町三朝912-2 090-8716-0786 〇

東伯郡 三徳山三佛寺奥院（投入堂） 東伯郡三朝町三徳1010 0858-43-2666 ×

東伯郡 ふるさと健康むら（陶芸体験） 東伯郡三朝町横手15－1 0858-43-1116 ×

東伯郡
三朝町民泊・サーフィン体験longerstyle19

（ロンガースタイルワンナイン）
東伯郡三朝町吉田318 090-2295-8524 〇

東伯郡 中国庭園燕趙園 東伯郡湯梨浜町引地565-1 0858-32-2180 〇

東伯郡 小林農園 東伯郡湯梨浜町原869 090-4147-6199 ×

倉吉市 ＪＲ倉吉駅内観光案内所 倉吉市上井195-12（ＪＲ倉吉駅ビル1階） 0858-24-5370 〇

倉吉市 はこた人形工房 倉吉市魚町2529 090-1185-9732 ×

倉吉市 Ｖｏｙａｇｅ 倉吉市魚町2542 0858-27-2542 〇

倉吉市 倉吉白壁土蔵群観光案内所 倉吉市魚町2568-1 0858-22-1200 ×

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

倉吉市 鳥取二十世紀梨記念館　なしっこ館 倉吉市駄経寺町198-4 0858-23-1174 〇

≪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。



倉吉市 まととや 倉吉市東仲町2577 090-1658-2821 〇

倉吉市 上神焼窯元 倉吉市不入岡395 090-4659-6116 〇

倉吉市 ＡＣＴＩＶＩＴ 倉吉市山根557-1　 0858-27-0760 〇

中部エリア 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

東伯郡 清流荘 東伯郡三朝町三朝309 0858-43-0321 ×

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

東伯郡 三朝温泉　有楽 東伯郡三朝町三朝642-1 0858-43-1121 ×

東伯郡 三朝温泉みささガーデンホテル 東伯郡三朝町三朝696ｰ1 0858-43-1511 ×

東伯郡 天然ラドン熱氣浴泉　すーはー温泉 東伯郡三朝町三朝910-7 0858-33-5772 ×

東伯郡 斉木別館 東伯郡三朝町山田70 0858-43-0331 〇

東伯郡 桃園館 東伯郡三朝町山田118-1 0858-24-6200 ×

東伯郡 三朝館 東伯郡三朝町山田174 0858-43-0311 ×

東伯郡 ゆアシス東郷龍鳳閣 東伯郡湯梨浜町大字引地560-7 0858-32-2622 ×

東伯郡 ハワイゆ～たうん 東伯郡湯梨浜町上浅津204-2 0858-32-2622 ×

東伯郡 千年亭 東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-62 0858-35-3731 〇

東伯郡 湖泉閣養生館 東伯郡湯梨浜町引地144 0858-32-0111 〇

倉吉市 せきがね湯命館 倉吉市関金町関金宿1139 0858-45-2000 〇

倉吉市 鳥飼旅館 倉吉市関金町関金宿1232 090-1180-2121 〇

中部エリア 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

倉吉市 鳥飼旅館 倉吉市関金町関金宿1232 0858-45-2121 〇

倉吉市 松風荘旅館 倉吉市瀬崎町2751-1 0858-22-6363 ×

東伯郡 三朝ロイヤルホテル 東伯郡三朝町大瀬1210 0858-43-1231 〇

東伯郡 旅館　大橋 東伯郡三朝町三朝302-1 0858-43-0211 〇

東伯郡 依山楼岩崎 東伯郡三朝町三朝365-1 0858-43-0111 〇

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

東伯郡 かがり火の宿　有楽 東伯郡三朝町三朝642-1 0858-43-1121 ×

東伯郡 三朝温泉みささガーデンホテル 東伯郡三朝町三朝696 0858-43-1511 ×

東伯郡 湯治宿　ｅｔ Ｃａｆ é ゆのか 東伯郡三朝町三朝800-1 0858-43-1950 〇

東伯郡 木造りの宿　橋津屋 東伯郡三朝町三朝886 0858-43-0719 〇

東伯郡 三朝温泉　後楽 東伯郡三朝町三朝972-1 0858-43-0711 ×

東伯郡 三朝館 東伯郡三朝町山田174 0858-43-0311 〇

東伯郡 鳥取県市町村職員共済組合 三朝保養施設　渓泉閣 東伯郡三朝町山田180 0858-43-0828 ×

東伯郡 万翠楼 東伯郡三朝町山田5 0858-43-0511 〇

東伯郡 ちくま旅館 東伯郡三朝町山田121-1 0858-43-0050 ×

東伯郡 湯快リゾート　斉木別館 東伯郡三朝町山田70 0858-43-0331 〇

東伯郡 清流荘 東伯郡湯梨浜町上浅津559-3 0858-43-0321 ×

東伯郡 ゆの宿　彩香 東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-74 0858-35-3311 ×

東伯郡 千年亭 東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-62 0858-35-3731 〇

東伯郡 望湖楼 東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-25 0858-35-2221 〇

東伯郡 鯉の湯 東伯郡湯梨浜町はわい温泉35-2 0858-35-3226 〇

東伯郡 水景色の指定席　湖屋（ＫＯＹＡ) 東伯郡湯梨浜町はわい温泉15 9094-15-1085 〇

東伯郡 湖泉閣養生館 東伯郡湯梨浜町引地144 0858-32-0111 〇

中部エリア 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

倉吉市 オリックスレンタカー　倉吉駅前店 倉吉市上井212-4 0858-24-6110 ×

倉吉市 日本交通　倉吉新町営業所 倉吉市新町3-1082 0858-22-7111 ×

倉吉市 日ノ丸ハイヤー　倉吉営業所 倉吉市昭和町2-214 0858-22-3155 ×

倉吉市 トヨタレンタリース鳥取　倉吉店 倉吉市清谷1511 0858-26-1552 ×

倉吉市 倉吉交通 倉吉市福庭町1-401 0858-26-1111 ×


