
西部エリア 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

米子市 大山トム・ソーヤ牧場 米子市岡成622-2 0859-27-4707 〇

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

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

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

米子市 米仙堂　東店 米子市角盤町1-143 0859-33-8911 ×

米子市 澤井珈琲　Ｒ４３１店 米子市新開7-2-2 0859-38-1177 ×

米子市 米仙堂　イオン米子駅前店 米子市末広町311 0859-22-5493 ×

米子市 中浦本舗　イオン米子駅前店 米子市末広町311 0859-33-5990 〇

米子市 河田酒店 米子市永江1029 0859-26-2431 〇

米子市 彩雲堂　米子東山店 米子市長砂町52-1 0859-34-5599 〇

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 米仙堂　花園店 米子市花園町119-5 0859-35-9876 ×

米子市 米仙堂　モナムール店 米子市東福原5-12-26 0859-22-8866 ×

米子市 澤井珈琲　米子米原店 米子市米原4-6-30 0859-34-6533 ×

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

米子市 おみやげ楽市米子店（ＪＲ米子駅前広場内） 米子市弥生町15・16 0859-31-6630 ×

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

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

米子市 お菓子の壽城 米子市淀江町佐陀1605-1 0859-39-4111 〇

米子市 稲田本店 米子市夜見町325-16 0859-29-1108 〇

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

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

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

西伯郡 森の国 西伯郡大山町赤松634 0859-53-8036 ×

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

西伯郡 大山参道市場 西伯郡大山町大山23-1 0859-52-6020 ×

西伯郡 モンベル大山店 西伯郡大山町大山115 0859-52-2511 ×

西伯郡 大山時間Shop大山寺参道店 西伯郡大山町大山116-5 0859-57-9083 〇

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

西伯郡 とっとり花回廊 西伯郡南部町鶴田110 0859-48-3030 〇

西伯郡 木村鮮魚店　新鮮市場 西伯郡日吉津村日吉津1026-1 0859-27-7221 〇

西伯郡 山芳海産　新鮮市場 西伯郡日吉津村日吉津1026-1 0859-27-7221 〇

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

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

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

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

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

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

西伯郡 肉の市場カタオカ　新鮮市場店 西伯郡日吉津村日吉津1026-1 0859-45-5111 ×

境港市 ＨＡＴＯＮＯＶＡ三光丸　境港　三光水産 境港市相生町33 0859-21-7136 ×

境港市 米仙堂　境港店 境港市上道町3281 0859-44-3972 ×

境港市 ゲゲゲの妖怪楽園 境港市栄町138 0859-44-2889 〇

境港市 ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ　米子ロビー店（米子空港ビル2階） 境港市佐斐神町1634 0859-45-5835 〇

境港市 ＢＥＥ　ＷＩＮＧ 境港市佐斐神町1634 0859-45-5848 〇

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

境港市 土井商店（境港水産物直売センター内） 境港市昭和町9-5 0859-42-2004 〇

境港市 練屋・かまの穂 境港市昭和町9-5 0859-21-7233 〇

境港市 田畑商店（境港水産物直売センター内） 境港市昭和町9-5 0857-22-2328 〇

境港市 三光水産（境港水産物直売センター内） 境港市昭和町9-5 0859-21-7236 ×

境港市 ヤマヨ（境港水産物直売センター内） 境港市昭和町9-5 0859-21-5647 〇

境港市 大海　仲卸店舗（境港水産物直売センター内） 境港市昭和町9-5 0120-33-1773 ×

境港市 丸八水産（境港水産物直売センター内） 境港市昭和町9-5 0859-44-2431 ×

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

境港市 大漁市場　なかうら 境港市竹内団地209 0859-45-1600 〇

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

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

境港市 境港市観光案内所 境港市竹内団地255-3 0859-47-0121 ×

境港市 夢みなとタワー 境港市竹内団地255-3 0859-47-3800 ×

境港市 境港観光協会事務局 境港市竹内団地255-3 0859-47-3880 ×

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

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

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

境港市 隠岐観光みやげセンター 境港市大正町215 0859-42-3345 ×

境港市 妖怪ショップ　ゲゲゲ 境港市大正町58 0859-42-2259 〇

境港市 鬼太郎はうす 境港市大正町89 0859-44-7400 ×

境港市 千代むすび　岡空本店 境港市大正町131 0859-42-3191 〇

境港市 いけびんストーア 境港市大正町76 0859-44-0896 ×

≪全国旅行支援≫

ウェルカニとっとり得々割

【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。

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！



境港市 はまゆう 境港市大正町70 0859-30-4355 ×

境港市 むじゃら 境港市大正町62-1 0859-47-0520 〇

境港市 三平茶屋 境港市大正町46 0859-44-6435 〇

境港市 かやの鮮魚店 境港市外江町2568-2 0859-44-0521 〇

境港市 カルマバザーロ 境港市本町4 090-7779-8476 〇

境港市 妖怪開運堂 境港市本町8 0859-42-5508 〇

境港市 妖怪饅頭総本店 境港市本町9 0859-42-3600 〇

境港市 もののけ本舗 境港市本町13 0859-47-0808 〇

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

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

境港市 ハセガワ 境港市本町24 0859-42-2249 〇

境港市 ゲゲゲのようかい村 境港市本町32 0859-44-7400 ×

境港市 八木橋呉服店 境港市本町36 0859-42-2208 ×

境港市 釘谷履物店 境港市本町38 0859-44-5525 ×

境港市 観光土産店　1banchi 境港市松ヶ枝町1 0859-47-6010 〇

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

境港市 元祖　豆とも 境港市松ヶ枝町4 0859-42-3068 〇

境港市 京久野履物店 境港市松ヶ枝町6 0859-42-2669 ×

境港市 ぬりかべ商店 境港市松ヶ枝町7 0859-42-2699 〇

境港市 妖怪がまぐち 境港市松ヶ枝町14 0859-42-3020 〇

境港市 戸田油店 境港市松ヶ枝町18 0859-42-2748 ×

境港市 妖怪工房 境港市松ヶ枝町25 0859-44-5474 〇

境港市 じげの物産館 境港市松ヶ枝町33 0859-30-4482 〇

境港市 千代むすび　大正橋店 境港市松ヶ枝町34 0859-42-3254 〇

境港市 板倉博商店 境港市松ヶ枝町35 0859-44-0145 ×

境港市 水木しげる文庫 境港市松ヶ枝町39 0859-21-1130 〇

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

境港市 妖菓堂 境港市松ヶ枝町54 0859-38-3221 ×

境港市 柏木商会 境港市松ケ枝町55 0859-44-0651 ×

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

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

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

西部エリア 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

米子市 ゲストハウス『きら家』 米子市朝日町30ー9 080-3058-2828 〇

米子市 長田茶店岩倉町本店 米子市岩倉町76 0859-22-7602 ×

米子市 大山トム・ソーヤ牧場 米子市岡成622-2 0859-27-4707 〇

米子市 体験農園　アグリフッド皆生 米子市皆生2-2-4 0859-30-4138 〇

米子市 クリアメイトⅢ（釣り船） 米子市皆生温泉1-14-23 090-3177-4530 ×

米子市 米子市観光センター 米子市皆生温泉3-1-1 0859-34-2888 ×

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 らんぷＳＯＵＱ Ｋａｎｚ 米子市旗ヶ崎2-10-21 090-7371-6654 〇

米子市 米子市国際観光案内所 米子市東町161-2（市役所第２庁舎３階） 0859-22-6317 〇

米子市 いちご狩り観光農園　中海フルーツパーク 米子市彦名新田664 0859-30-4138 〇

米子市 駅レンタカー　米子営業所 米子市弥生町2 0859-34-1140 ×

米子市 淀江の宿　今津田中家 米子市淀江町今津50-1 0859-30-3889 〇

米子市 Ｈｉｄｄｅｎ　Ｗｅｓｔ 米子市淀江町今津398-37 090-4142-0145 〇

米子市 白鳳の里 米子市淀江町福岡1548-1 0859-56-6801 ×

米子市 稲田本店 米子市夜見町325-16 0859-29-1108 〇

日野郡 休暇村　奥大山 日野郡江府町御机字鏡ヶ成709-１ 0859-75-2300 〇

西伯郡 ペンションわくわく村 西伯郡大山町赤松313-11 0859-53-8600 〇

西伯郡 持田農園ショートゴルフ 西伯郡大山町赤松572-304 0859-53-8673 ×

西伯郡 森の国 西伯郡大山町赤松634 0859-53-8036 ×

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

西伯郡 ＳＦＩＤＡ－ＤＡＩＳＥＮ Ａ．Ｃ． 西伯郡大山町石井垣183 090-1800-2537 〇

西伯郡 とやま旅館 西伯郡大山町大山18 0859-52-2431 〇

西伯郡 大山観光局　ツアーデスク 西伯郡大山町大山45-5 0859-48-6123 〇

西伯郡 だいせんホワイトリゾート 西伯郡大山町大山96 0859-52-2315 ×

西伯郡 ＴＯＲＩＮＩＳＭ～最高の田舎体験～ 西伯郡大山町田中347-2 080-4297-2415 ×

西伯郡 大山ゴルフクラブ 西伯郡伯耆町小林6 0859-52-2021 ×

西伯郡 ステンドグラス体験工房Ｇｌａｓｓｍａｔｅ 西伯郡伯耆町小林123-40 0859-68-3988 〇

西伯郡 ＦＢＩ　ＤＡＩＳＥＮ 西伯郡伯耆町小林706 0859-57-3428 〇

西伯郡 大山アークカントリークラブ 西伯郡伯耆町三部771-1 0859-63-0555 ×

西伯郡 大山ますみず高原天空リフト 西伯郡伯耆町大内桝水高原1069-50 0859-52-2228 ×

境港市 Destiny inn SAKAIMINATO（レンタル用品） 境港市栄町68-2 0859-57-4205 〇

境港市 千代むすび酒造株式会社岡空本店 境港市大正町131 0859-42-3191 〇

境港市 鬼太郎妖怪倉庫ー第三章ー 境港市大正町215（みなとさかい交流館２階） 0859-44-7100 〇

境港市 境港市観光案内所 境港市竹内団地255-3 0859-47-0121 ×

境港市 夢みなとタワー 境港市竹内団地255-3 0859-47-3800 ×

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

境港市 妖怪工房 境港市松ヶ枝町25 0859-44-5474 〇

境港市 水木しげる文庫 境港市松ヶ枝町39 0859-21-1130 〇

西部エリア 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

米子市 おーゆ・ランド 米子市皆生温泉1-18-1 0859-31-2666 ×

米子市 皆生つるや 米子市皆生温泉2-5-1 0859-22-6181 〇



米子市 芙蓉別館 米子市皆生温泉3-14-10 0859-34-0009 〇

米子市 三井別館 米子市皆生温泉3-15-55 0859-22-4195 〇

米子市 東光園 米子市皆生温泉3-17-7 0859-34-1111 〇

米子市 皆生グランドホテル　天水 米子市皆生温泉4-18-45 0859-33-3531 〇

米子市 華水亭 米子市皆生温泉4-19-10 0859-33-0001 〇

米子市 皆生温泉　松涛園 米子市皆生温泉4-25-15 0859-22-3107 〇

米子市 いこい亭菊萬 米子市皆生温泉4-27-1 0859-38-3300 〇

米子市 湯快リゾート　かいけ彩朝楽 米子市皆生温泉4-29-11 0570-550-078 〇

米子市 GOOD　BLESS　GARDEN サウナ＆ステイ 米子市角盤町1-27-6 0859-21-9996 〇

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 淀江ゆめ温泉　白鳳の里 米子市淀江町福岡1548-1 0859-56-6801 ×

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

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

西伯郡 ＦＢＩ　ＤＡＩＳＥＮ 西伯郡伯耆町小林706 0859-57-3428 〇

西伯郡 ペンションあすか 西伯郡伯耆町金屋谷1692-4 0859-52-3900 〇

境港市 みなと温泉ほのかみ 境港市竹内団地255ｰ5 0859-45-1213 〇

西部エリア 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

米子市 おーゆ・ホテル 米子市皆生温泉1-18-1 0859-31-3333 〇

米子市 皆生つるや 米子市皆生温泉2-5-1 0859-22-6181 〇

米子市 皆生シーサイドホテル海の四季 米子市皆生温泉3-4-3 0859-34-2222 〇

米子市 皆生松月 米子市皆生温泉3-4-25 0859-31-1100 ×

米子市 皆生游月 米子市皆生温泉3-11-1 0859-31-0080 ×

米子市 湯喜望　白扇 米子市皆生温泉3-12-33 0859-22-8900 〇

米子市 芙蓉別館 米子市皆生温泉3-14-10 0859-34-0009 〇

米子市 三井別館 米子市皆生温泉3-15-55 0859-22-4195 〇

米子市 皆生風雅 米子市皆生温泉3-16-1 0859-38-3388 〇

米子市 東光園 米子市皆生温泉3-17-7 0859-34-1111 〇

米子市 湯快リゾート　かいけ彩朝楽 米子市皆生温泉4-2-11 0570-55-0078 〇

米子市 やど紫苑亭 米子市皆生温泉4-6-12 0859-21-7277 〇

米子市 皆生グランドホテル天水 米子市皆生温泉4-18-45 0859-33-3531 〇

米子市 華水亭 米子市皆生温泉4-18-45 0859-33-0001 〇

米子市 ベイサイドスクエア皆生ホテル 米子市皆生温泉4-21-1 0859-35-0001 〇

米子市 松涛園 米子市皆生温泉4-25-15 0859-22-3107 〇

米子市 いこい亭菊萬 米子市皆生温泉4-27-1 0859-38-3300 〇

米子市 皆生菊乃家 米子市皆生温泉4-29-10 0859-22-6560 〇

米子市 GOOD　BLESS　GARDEN サウナ＆ステイ 米子市角盤町1-27-2 GOOD BLESS GARDEN ５階 0859-21-9996 〇

米子市 米子ニューアーバンホテル 米子市中町28 0859-23-2211 ×

米子市 ホテル真田 米子市明治町197 0859-34-0007 〇

米子市 ホテルハーベストイン米子 米子市弥生町8-27 0859-31-1111 〇

西伯郡 ペンションわくわく村 西伯郡大山町赤松313-11 0859-53-8600 〇

西伯郡 宿坊観證院　山楽荘 西伯郡大山町大山14 0859-52-2006 〇

西伯郡 とやま旅館 西伯郡大山町大山18 0859-52-2431 〇

西伯郡 大山ユートピア 西伯郡大山町大山36-17 0859-52-2437 〇

西伯郡 雪花荘 西伯郡大山町大山40-3 0859-52-2411 〇

西伯郡 ホテル大山　しろがね 西伯郡大山町大山136-2 0859-52-2211 〇

西伯郡 大山ビューハイツ 西伯郡大山町大山145-7 0859-52-2518 〇

西伯郡 ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ 狗賓 西伯郡伯耆町金屋谷793-109 0859-57-7257 ×

西伯郡 ホテル旬香　鳥取大山リゾート 西伯郡伯耆町小林577-1 0859-68-5154 ×

西伯郡 ＦＢＩ　ＤＡＩＳＥＮ 西伯郡伯耆町小林706 0859-57-3428 〇

西伯郡 Ｒｏｙａｌ Ｈｏｔｅｌ大山 西伯郡伯耆町丸山1647-13 0859-68-2333 〇

西伯郡 緑水園 西伯郡南部町下中谷606 0859-66-5111 ×

日野郡 休暇村奥大山 日野郡江府町御机字鏡ケ成709-1 0859-75-2300 〇

境港市 ホテルエリアワン境港マリーナ 境港市新屋町3268 0859-45-3111 ×

西部エリア 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

米子市 日ノ丸ハイヤー　米子営業所 米子市大谷町251 0859-22-3231 ×

米子市 米子市観光センター 米子市皆生温泉3-1-1 0859-34-2888 ×

米子市 大山タクシー 米子市蚊屋99-5 0859-27-0918 ×

米子市 オリックスレンタカー　米子駅前店 米子市末広町127 0859-37-2686 〇

米子市 トヨタレンタリース鳥取　米子駅前店　 米子市末広町130 0859-34-5553 ×

米子市 つばめタクシー 米子市西福原5-8-12 0859-22-5103 ×

米子市 皆生タクシー 米子市旗ヶ崎2207 0859-33-2573 ×

米子市 トヨタレンタリース鳥取　米子店 米子市東福原2-19-46 0859-33-0100 ×

米子市 運転代行Ｙ-ｎｅｔ 米子市日野町57大塚ビル２階－Ｃルーム 0859-36-8153 〇

米子市 青空交通 米子市米原5-10-21 0859-22-3939 ×

米子市 ニッポンレンタカー中国　米子駅前営業所 米子市明治町105 アイシーエスビル１階 0859-32-0919 ×

米子市 駅レンタカー　米子営業所 米子市弥生町2 0859-34-1140 ×

米子市 米子第一交通 米子市両三柳840-3 0859-48-0550 ×

境港市 ニッポンレンタカー中国　米子空港営業所 境港市小篠津町17 0859-45-0913 ×

境港市 トヨタレンタリース鳥取　米子鬼太郎空港店 境港市小篠津町21-4 0859-45-0115 ×

境港市 オリックスレンタカー　米子空港店 境港市小篠津町22 0859-46-0400 ×

境港市 ニッポンレンタカー中国　米子空港カウンター 境港市佐斐神町1634 0859-45-0913 ×

境港市 日産レンタカー　米子空港店　 境港市佐斐神町1634 0859-47-2232 〇

境港市 わかとり交通 境港市松ヶ枝町29 0859-44-0345 ×

境港市 港タクシー 境港市元町123 0859-44-0296 ×


