パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

買 くらよし駅ヨコプラザ

買 倉吉観光物産館 長生堂

鳥取のいいもの見つかる地元のアンテナ
ショップ。県内の菓子や地酒、農産物等を販
売。

JR倉吉駅から歩いてすぐ。特産品や銘菓
等鳥取県のお土産を取り揃えております。

1,000円以上のお買上げで5％OFF

※一部商品を除く。その他特典との併用不可。
※クレジット払いご利用時併用不可。免税制度との併用不可。

[住] 倉吉市上井195-12
[営] 7:30〜19:30
[休] 年中無休

[電] 0858-24-5333

買 石谷精華堂

1,000円以上お買上げで5％OFF
※一部商品を除く
※その他特典との併用不可
※現金支払いのみ

[住] 倉吉市上井町2-1-2
[営] 8:00〜18:30
[休] 無休

[電] 0858-26-2331

買 遊 倉吉白壁土蔵群観光案内所

鳥取県倉吉市で明治13年より倉吉銘菓
「打吹公園だんご」を作り続ける老舗和菓
子店です。

1,000円以上のお買い物につき
「おしどりの契り（2個入り）」プレゼント
[住] 倉吉市幸町459-1 [電] 0858-23-0141
[営] 6:00〜18:00
[休] 年中無休（元旦のみ休業）

観光案内の他、
コインロッカー、傘・車椅子・
レンタサイクル貸出、授乳室あり。観光ガ
イド予約承ります。

レンタサイクルをご利用下さった方に、
倉吉市イメージキャラクター「くらすけくん」
特製マグネット1個プレゼント
※貸出1台につき1個

[住] 倉吉市魚町2568
[営] 8:30〜17:00
[休] 無休

[電] 0858-22-1200

遊 鳥取二十世紀梨記念館

買 オークランド

日本で唯一の梨のミュージアム。梨の食べ
比べやキッズコーナーなど家族で楽しめま
す。

明治期の商家で西洋直輸入のアンティー
クやインテリア用品、アクセサリー小物等
取扱。

入館料１割引

5％割引（一部対象外あり）

※1グループ5名まで
※他割引との併用不可

[住] 倉吉市駄経寺町198-4 [電] 0858-23-1174
[営] 9:00〜17:00
[休] 第1・3・5月曜、12/29〜1/3

買 ペットのおみやげ かんだや
ペットのおみやげ専門店です。ペットへの
甲冑
（かっちゅう）
レンタルも話題です。

当店オリジナルおやつ10％OFF
※他割引との併用不可

[住] 倉吉市魚町2568-2
[営] 9:30〜17:30
[休] 火曜定休日

[電] 050-3564-0345

[住] 倉吉市魚町2522
[営] 10:30〜17:00
[休] 水曜日

[電] 0858-22-3221

食 粉もんや 楽園
特産長芋ねばりっこを使用したお好み焼き
『砂丘長いもおこ』はスーパーバランス栄
養食!!

お好み焼き1枚につきトッピング1品無料
※サービス商品割引品との併用は不可

[住] 倉吉市葵町729-1 [電] 0858-24-6368
[営] 平日10:00〜21:00（O.S20:30）日祝10:00〜20:00（O.S19:30）
[休] 水曜日14:00〜休み（10:00〜14:00営業）

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

買 赤瓦八号館 お菓子の館 寅蔵

買 後藤荒物店

お土産品をはじめ、季節の特産品の販売、
倉吉の「思い出」をお買い求めいただけま
す。

竹や籐のザルやカゴなどを販売しているお
店。地元で作った竹細工も扱っています。

1,000円以上お買上げで5％OFF
※一部商品を除く
※その他特典・割引との併用不可
※クレジット払いご利用との併用不可

[住] 倉吉市仲ノ町821-1
[営] 9:00〜17:00
[休] 無休

[電] 0858-23-1825

5％OFF

※他割引との併用不可

[住] 倉吉市東仲町2598
[営] 9:00〜17:30
[休] 不定休

[電] 0858-22-3040

食 味噌屋/麺処あじくらや

買 赤瓦一号館

倉吉の観光地「赤瓦」唯一のラーメン専門
店。無添加の鶏がらスープが自慢。

醤油の仕込み蔵を改装した店内1階にある
お土産屋。県内の名産品を取り揃えていま
す。

あじくら特製「煮玉子」プレゼント
※パスポート提示者のみ

[住] 倉吉市新町1丁目2423-2
[電] 0858-22-2828
[営] 10:00〜15:00オーダーストップ
[休] 毎週水曜日、毎月第2火曜日

1,000円以上お買上げで5％oﬀ
※一部商品を除く
※その他特典・割引との併用不可
※クレジット払いご利用との併用不可

[住] 倉吉市新町1-2441
[営] 9:00〜17:00
[休] 無休

[電] 0858-23-6666

遊 豊田家住宅

食 あかまる牛肉店 倉吉店

倉吉の古い町屋がそのまま残っている国
の登録有形文化財で倉吉縁の講談が聴け
る。

鳥取和牛をはじめ、上質なお肉の販売と、
店内では焼肉のできるお店。珍しい和牛
ベーコンもあり、県外からの来客も多い。

講談 １回 1人 500円を400円で
※1人1回（他割引との併用不可

[住] 倉吉市西町2701 [電] 0858-23-0440
[営] 1 0 : 0 0 〜1 6 : 0 0 （講談は1 5 : 3 0 まで）
[休] 年中無休（大晦日・元旦は、閉館）

5％割引

※他割引との併用不可（商品券も不可）

[住] 倉吉市旭田町69 [電] 0858-23-2929
[営] 10:00〜19:00（飲食の場合は21:00まで）
[休] 月曜（月曜が祝日の場合は翌日）

買 お香とうらなひ ひフみ

買 白山命水採水地

知る人ぞ知る山陰唯一の日本香専門店。取
扱い数は約500点。旅のお供お土産にど
うぞ。

白山命水はお客様に直接採水して頂く形
態の日本全国でも珍しい冷鉱泉水販売所
です。

1,000円以上お買上げで5％引き

※他割引との併用不可
※占いは除く

[住] 倉吉市堺町2丁目920-1-左
[営] 11:00頃〜18:00頃
[休] 木曜日

10ℓ以上お買上げで
2ℓペットボトル1本プレゼント
※その他特典・割引との併用不可

[電] 070-5300-3021

[住] 倉吉市蔵内320-1 [電] 0858-28-1441
[営]（4月〜9月）8:30〜18:00（10月〜3月）8:30〜17:30
[休] 1月1日〜1月3日

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

湯 せきがね湯命館

買 スウィートランドTAKARA

8種の湯めぐりを満喫！お食事処やリラク
ゼーションも充実。一日ゆっくり過ごせま
す。

工場直営の販売店。
平日の工場見学ができます。店内に試食を
用意しております。

入浴料 大人（中学生以上）100円割引
小人（小学生）50円割引
※1グループOK／他の割引との併用不可

[住] 倉吉市関金町関金宿1139 [電] 0858-45-2000
[営] 10:00〜22:00
（最終受付21:30）
[休] 第2・第4月曜日
（祝日の場合は翌日）

ソフトクリーム50円引き
1,000円以上お買上げで5％引き
※本人のみ／他割引との併用不可

[住] 倉吉市関金町関金宿2913
[営] 9:00〜17:30
[休] 無

[電] 0858-48-7070

湯 泊 依山楼岩崎

湯 泊 三朝館

趣の異なる大小12の湯処「回遊式大庭園
風呂・山の湯」で名湯三朝温泉を満喫。

1000坪の日本庭園に12趣の湯処を配し
た、温泉自慢の宿です。

入浴料 1,500円➡1,000円（大人のみ）

※1グループ5名様まで／他割引との併用不可
※除外日4/29〜5/6、8/10〜8/15

[住] 東伯郡三朝町三朝365 [電] 0858-43-0111
[営] 平日14:00〜21:00 土日祝日11:00〜15:00
[休] 不定休 休館日7/3〜7/5、8/30〜8/31

湯泊万 楼

入浴料 1,000円➡500円（大人のみ）
※1グループ6名様まで／他割引との併用不可
※除外日5/3〜5/5、8/13〜8/15

[住] 東伯郡三朝町山田174 [電] 0858-43-0311
[営] 11:00〜21:00（外来入浴受付時間）
[休] 4/24〜4/25休館

湯 斉木別館

「お薬師様と飲泉場」の空間&大浴場が人
気!!ゆったりと温泉で癒されて頂けますよ
うに…

売店お買上代金5％割引
※他割引との併用不可

[住] 東伯郡三朝町山田5 [電] 0858-43-0511
[営] 1 5 : 0 0 〜2 0 : 3 0 （外来入浴受付時間）
[休] 不定休

明治10年創業。竹林を借景とした日本庭
園は圧巻。極上のひとときをお楽しみ下さ
い。

外来入浴半額（￥1,500➡￥750）
※他割引との併用不可

[住] 東伯郡三朝町山田70 [電] 0858-43-0331
[営] 11:00〜21:00
[休] 不定期で湯がえ清掃あり
（10:00〜15:00）この間利用不可

湯 泊 三朝ロイヤルホテル

湯 泊 三朝温泉 後楽

大浴場のミストハウスはラドンの温泉を霧
状にしラドンを呼吸や肌から多く吸収でき
ます。

温泉街の中心に位置し、ゆったりとくつろ
ぎたい…日々の疲れを癒す温泉宿

入浴料 大人 1,000円➡500円
小人 500円➡250円

※1グループ5名様まで/他割引との併用不可/除外日5/3〜5/5、8/11〜8/13

[住] 東伯郡三朝町大瀬1210
[営] 15:00〜21:00
[休] 無休

[電] 0858-43-1231

通常大人1名￥800を￥500で御利用
頂けます。

※1グループ5名様まで/他割引との併用不可/休前日、祝祭日は利用不可

[住] 東伯郡三朝町三朝972-1
[営] 15:00〜20:00
[休] 不定休

[電] 0858-43-0711

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

湯 泊 清流荘

湯 泊 ブランナールみささ

3つの源泉と8つの湯殿で、湯めぐりをお
楽しみ頂けます。

日本遺産・三徳山・三朝温泉。ラジウムの名
泉にて湯快ここに、心も体もリフレッシュ。

外来入浴料 大人 700円➡350円
※グループ様全員OK

入浴料 大人（中学生以上）500円➡400円
小人（小学生） 250円➡200円
※1グループ5名様まで/他割引等との併用不可

[住] 東伯郡三朝町三朝309 [電] 0858-43-0321
[営] 外来入浴 11:00〜21:00
[休] なし

[住] 東伯郡三朝町三朝388-1 [電] 0858-43-2211
[営] 11:00〜17:00・18:00〜21:00
[休] 不定休 ※直接施設へお問合せ下さい

湯 泊 桃園館

買 ぷちショップ三朝温泉

温泉街の下流山に沿う静かな庭で炭焼き
バーベキューが最高鉄筋3階建ての建物
の中温泉も最高。

酒類、食品類を販売し特産物も多数取り揃
えておりますのでぜひお立ち寄り下さい。

3,000円以上のお買上げで
三朝温泉鳥取牛カレープレゼント

温泉無料
[住] 東伯郡三朝町山田118-1

[電] 0858-24-6200

[住] 東伯郡三朝町山田10番地4
[営] 8:00〜22:00
[休] 1月1、2日 2月最終日

[電] 0858-43-0101

遊 三朝バイオリン美術館

食 味処 華

1Fは弦楽器製作に関する展示。2F音楽
ホールでは定期的に演奏会が開催されて
いる。

牛骨拉麺、ホルモン炒飯、焼き餃子、栃餅
雑煮の他各種定食・炒飯・拉麺などがござい
ます。

ホットコーヒーサービス
※1グループ5名様まで

1,000円以上の御利用で
季節のフルーツ皿サービス

※団体の場合各1人、1,000円以上御利用で対応

[住] 東伯郡三朝町三朝199番地1 [電] 0858-43-3111
[営] 10:00〜18:00
（最終入館17:45）
[休] 火曜日、年末年始（毎月臨時休館有り）

[住] 東伯郡三朝町三朝791-17 [電] 0858-43-0006
[営] 11:30〜14:00、17:30〜23:00
[休] 水曜日

遊 三徳山三佛寺

湯 羽衣

国宝投入堂他重文の諸堂多数あり国立公
園三徳山・名勝史跡・日本遺産第一号の地。
宝物殿では仏像等貴重な宝物を拝観可。

東郷湖に面したはわい温泉で唯一の自家
源泉掛流しの宿。グラウンドゴルフ場併設。

入山志納金（50円引き）
※他割引との併用不可

[住] 東伯郡三朝町三徳1010番地
[営] 8:00〜17:00
[休] なし

通常料金 大人 600円➡500円
小人 300円➡100円

に割引き

※1グループ3名様まで／他割引との併用不可

[電] 0858-43-2666

[住] 東伯郡湯梨浜町はわい温泉21-1 [電] 0858-35-3621
[営] 11:00〜20:30
[休] なし ※特に事情のある場合は、当館ホームページにてお知らせいたします。

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

買 山本みやげ店

湯 ハワイゆ〜たうん

鳥取県と湯梨浜町の名産を揃えた土産屋。
試飲・休憩コーナーあり。上はビジネスホテ
ル。

太陽の光が降り注ぐ浴場は明るく開放感一
杯です。広々した浴槽でゆっくりして下さ
い。

お土産品10％oﬀ（一部商品除く）
黒豆茶無料サービス
※他割引との併用不可

[住] 東伯郡湯梨浜町はわい温泉6-10 [電] 0858-35-4141
[営] 9:00〜21:00
[休] 水曜日

入

浴

料 大人360円➡310円
小人210円➡160円
幼児100円➡ 80円

※1グループ全員OK
※他割引との併用不可

[住] 東伯郡湯梨浜町上浅津204-2 [電] 0858-35-4919
[営] 9:00〜21:00
[休] 木曜日
（第4木曜日以外は17:00から営業）

食 あかまる牛肉店 ハワイ店

湯 泊 国民宿舎 水明荘

精肉販売と店内では焼肉ができる。お得に
鳥取和牛が食べられるランチ、
本格的な焼肉
のディナー、
一頭買いのこだわり肉をぜひ。

東郷湖が一望できる天然温泉掛け流しが
自慢の宿。全国第一号の公営国民宿舎。

5％割引

※他割引との併用不可（商品券も不可）

[住] 東伯郡湯梨浜町田後1455-1 [電] 0858-35-2941
[営] ランチ1 1 : 0 0 〜1 5 : 0 0 、焼肉1 7 : 0 0 〜2 1 : 0 0 （L . O 2 0 : 3 0 ）、
精肉販売11:00〜20:00
[休] 月曜

宿泊の方に限り
「当日1回50分間貸切風呂サービス」
※他割引との併用不可

[住] 東伯郡湯梨浜町旭132番地
[営] 7:00〜22:00
[休] 年2回 不定休

[電] 0858-32-0411

泊 湖泉閣 養生館

遊 湯 ゆアシス東郷 龍鳳閣

東郷湖畔の湯宿。広大な六千坪の和風庭
園に面した露天風呂や大浴場は別格の風
情です。

水着で入るバーデゾーンと裸で入る中国
風呂があります。水着やバスタオルのレン
タル有。

大浴場、露天風呂の日帰り入浴
大人800円➡500円 小人400円➡250円

※1グループ10名様まで／他割引との併用不可
※貸切風呂は宿泊、お食事のお客様限定。日帰り入浴は不可

[住] 東伯郡湯梨浜町大字引地144 [電] 0858-32-0111
[営] 24時間
大浴場10:30〜15:00、露天風呂10:30〜20:00
[休] 年中無休

買 食 道の駅燕趙園
湯梨浜町の特産品、山陰銘菓や中国雑貨
が揃う道の駅。牛骨ラーメンや梨ソフトも
人気！

梨ソフトクリーム50円引き
※他割引との併用不可

[住] 東伯郡湯梨浜町引地563-1
[営] 9:00〜17:00
[休] なし

入浴料・全館利用 大人870円➡800円
中人620円➡570円
※1グループ全員OK
※他割引との併用不可 小人410円➡380円

[住] 東伯郡湯梨浜町引地560-7 [電] 0858-32-2622
[営] 10:00〜21:30（水着エリアは21:00まで）
[休] 第4火曜日
（春・夏・冬休みは無休）

遊 中国庭園 燕趙園
宮廷ロマンよみがえる日本最大級の中国
庭 園 。毎 日 開 催 の 雑 技 ショー は 必 見！
（9:30、13:30、15:00）

入園料2割引
大人500円➡400円、小人200円➡160円
※1グループ5名様まで／他割引との併用不可

[電] 0858-32-2184

[住] 東伯郡湯梨浜町引地565-1 [電] 0858-32-2180
[営] 9:00〜17:00（16:30最終入園）
[休] 1月・2月の第4火曜日

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

買 中国土産處 老龍頭売店

食 くつろぎ亭ひこべえ

中国庭園燕趙園前、北京直輸入の雑貨や
食材、お菓子など店内はチャイナワールド。

昼は食事が出来て夜は居酒屋で新鮮な魚
など家族でもOK牛骨ラーメン海鮮丼豊富
なメニュー。

オリジナルソフト
「楊貴妃のささやき」380円➡330円
※1グループ全員OK／他割引との併用不可

[住] 東伯郡湯梨浜町引地565-1
[営] 9:00〜17:00
[休] なし

[電] 0858-32-2677

牛骨ラーメン 648円 ➡550円
牛骨ラーメンセット 864円➡750円
[住] 東伯郡琴浦町八橋171-8 [電] 0858-53-1028
[営] 11:00〜13:30、17:00〜23:00
[休] 不定休

食 レストラン グレイン

遊 食 山本おたふく堂

気軽に入れる洋食店。あごカツカレー・境港
産紅ズワイ蟹のクリームコロッケは好評で
す。

創業明治元年より変わらぬ味鳥取県代表
名物ふろしきまんじゅうを製造販売してい
ます。

お食事5％割引

※パスポート提示者含み2名様
※他の割引券との併用不可

[住] 東伯郡琴浦町八橋392-2 [電] 0858-52-1211
[営] 11:00〜15:30、17:30〜21:30
[休] 毎水曜日

ふろしきまんじゅうお買上げ
全サイズ5％oﬀ
※1グループ3名様／他割引との併用不可

[住] 東伯郡琴浦町八橋348 [電] 0858-53-2345
[営] 6:30〜17:00以降売切閉店
[休] 年中無休

食 風の街 東伯店

食 キッチンえびす

老舗お好み焼き専門店の自家製生太麺と
鳥取牛ホルモンパイプを使ったホルモン焼
きそばが大人気。

洋食を中心に豊富なメニューを揃えており
ます。ご来店お待ちしております。

ホルモン焼そば 100円引き
※何名様でもOK

[住] 東伯郡琴浦町逢束122 [電] 0858-52-1033
[営] 11:00〜23:00
（LO22:00）
[休] 不定休

ご注文時に「トリパス」提示で
粗品プレゼント
[住] 東伯郡琴浦町逢束777（パチンコ玄海内）
[電] 0858-53-1873
[営] 11:00〜15:00（LO14:30）、17:30〜
20:15（LO19:45）日曜11:00〜20:15（LO19:45）
[休] 木曜

遊 塩谷定好写真記念館

食 光本商店（居酒屋みつもと）

写 真 家 塩 谷 定 好 の 芸 術 写 真 作 品と、築
110年の生家が見学できる。国の登録有
形文化財。

地元の新鮮なお魚を中心に刺身寿司煮魚
などとりそろえお待ち申し上げておりま
す。

入館者にフォトカード1枚進呈
[住] 東伯郡琴浦町赤碕1568 [電] 0858-55-0120
[営] 9:00〜16:00
[休] 火曜日
（祝日の場合は翌営業日）年末年始

おひとりワンドリンクサービス
させていただきます。
（ソフトドリンク）
※10人前後の女子会大歓迎です。

[住] 東伯郡琴浦町赤碕1158 [電] 0858-55-0711
[営]（居酒屋みつもと）18:00〜
[休] 木曜日、日曜日

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

遊 泊 北条オートキャンプ場

遊 レークサイド大栄

冷暖房完備のバンガローや温水シャワー、
ガスコンロ付炊事棟。貸出品も有。手ぶら
も可。

豊かな自然に囲まれた公園。グランドゴル
フや遊具で思う存分楽しめます。

バーベキューコンロ無料貸出
※他割引との併用不可

[住] 東伯郡北栄町田井488-1 [電] 0858-36-4568
[営] 9:00〜17:00
[休] 通年営業（年末年始は事前予約要）

グラウンドゴルフ用具無料貸し出し
※パスポート提示で1家族まで

[住] 東伯郡北栄町西高尾1677 [電] 0858-57-2323
[営] 8:30〜17:00（7月・8月は18:00まで）
[休] 12月29日〜1月3日

遊 青山剛昌ふるさと館

買 コナン探偵社

名探偵コナンの作者・青山剛昌氏のミュー
ジアム。オリジナルグッズショップも有。

鳥取限定のオリジナルコナングッズ専門
店。

コナングッズ5％OFF
（本・CD・DVDは除く）

入館料100円引き
※他割引との併用不可

※クーポン1枚につき1組様まで／他割引との併用不可

[住] 東伯郡北栄町由良宿1414 [電] 0858-37-5389
[営] 9:30〜17:30
（受付は17:00まで）
[休] 無休

[住] 東伯郡北栄町由良宿1414 青山剛昌ふるさと館
[電] 0858-37-5500
[営] 9:30〜17:30
[休] なし

食 道の駅大栄 REST in だいば

オリックスレンタカー 倉吉駅前店

地元産の食材をふんだんに使用したバイ
キングが大好評です。

元気いっぱいのスタッフがご当地のグルメ
情報や観光スポットを御案内します！

ランチ各メニュー・ランチバイキングの８％引き
※1冊1名のみ
※他割引との併用不可

[住] 東伯郡北栄町由良宿1458-10
[営] 11:00〜15:00
[休] 火曜日

[電] 0858-37-5395

基本料金の10％引き

※1レンタルに付き割引
※他割引との併用不可
※県内店舗（米子空港店、米子駅前店、倉吉駅前店）にて利用可能

[住] 倉吉市上井212-4
[営] 8:00〜20:00
[休] なし

[電] 0858-24-6110

泊 ホテルセントパレス倉吉

ホテルセントパレス倉吉宴会棟1F
食 泊 カフェレス
トランサンジェルマン

好アクセスで観光・ビジネス、
レジャーに最
適。駅徒歩1分。全館無料wiﬁ完備。

カジュアルでロハスなナチュラルカフェレ
ストラン。地元食材を使った料理が中心で
す。

ご宿泊のお客様「くらよし駅ヨコプラザ」
買い物券300円分プレゼント
※1名様1枚限定

[住] 倉吉市上井町1丁目9-2
[営] 24時間
[休] なし

[電] 0858-26-8888

ご飲食代5％OFF
※他割引との併用不可

[住] 倉吉市上井町1丁目9-2
[営] 10:00〜21:00
[休] 元旦のみ

[電] 0858-26-8866

パスポート優待施設
買 遊 JR倉吉駅内観光案内所
観光案内の他、手荷物配送サービス受付、
お得なバス乗車券・オリジナルグッズ等を
販売！レンタサイクル好評貸出中！

レンタサイクルをご利用下さった方に、
倉吉市イメージキャラクター「くらすけくん」
特製マグネット1個プレゼント
※貸出1台につき1個

[住] 倉吉市上井195-12 JR倉吉駅ビル1F
[電] 0858-24-5370
[営] 9:00〜17:00
[休] 無休

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

