倉吉市
店舗名

湯梨浜町

電話番号

住所

特典

燻製道楽

0858-27-0019

倉吉市北野776-9

○

coup la café（クラカフェ）

0858-27-0120

倉吉市東仲町2571

○

炭焼ちゃあしゅう 大香房

0858-26-4468

倉吉市清谷町2-40

○

天ぷら海鮮 くら福

0858-27-0383

倉吉市清谷町2-38

○

焼肉 大平門 倉吉本店

0858-26-4082

倉吉市上井町1-10-15

○

店舗名

電話番号

アロハ大市場

0858-35-3821

住 所

特典

東伯郡湯梨浜町宇野2343
道の駅はわい

㈱センコースクールファーム鳥取 0858-35-5238 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬1350

○

スクールショップ石沼

0858-35-4146

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬761-11

アロハカフェ

050-7123-7654

東伯郡湯梨浜町宇野2343
道の駅はわい

鳥取 鶏・とんこつラーメン つばさ 0858-26-5277 倉吉市山根539-14 １F

海晴館

0858-34-2632

東伯郡湯梨浜町石脇970-2

○

レストラン＆カフェ 白壁倶楽部

0858-24-5753

あかまる牛肉店ハワイ店

0858-35-2941

東伯郡湯梨浜町田後1455-1

○

グリルダイバーnut'710

050-6866-0895 倉吉市駄経寺町198-2 食彩館

○

Café ippo

0858-35-6161

東伯郡湯梨浜町南谷573

BREWLAB KURAYOSHI

0858-27-1432

○

河本魚店

0858-32-0236

東伯郡湯梨浜町旭102

お米と自然食品ぷらすcafe ねこ。 0858-24-6817 倉吉市明治町1029-11

レストラン吉華

0858-32-2633

東伯郡湯梨浜町引地560-3

Barcos Coffee

0858-27-1365

手打ちそば＆カフェ 暖

0858-35-4863

東伯郡湯梨浜町田後303-1

おにぎり専門店 俵屋

050-3701-2243 倉吉市駄経寺町198-2 食彩館

倉吉市魚町2540

倉吉市東仲町２５８７

倉吉市中江48-1

北栄町

ホテルセントパレス倉吉
0858-26-2323 倉吉市上井町1-9-2
カフェレストラン・サンジェルマン

店舗名

○

電話番号

住 所

北条産直市場・お食事処
とろろ屋ねばりっ娘

0858-36-4600

東伯郡北栄町国坂1525-92

北条ワイン醸造所

0858-36-2015

東伯郡北栄町松神608

京都らーめん

0858-37-6300

東伯郡北栄町大谷2112

特典

焼肉ミッキー

0858-28-1003

ラーメン縁

090-6410-4089 倉吉市堺町2-239-52

レストラングリーン

0858-23-3065

倉吉市越殿町1409

渋や

0858-23-0323

倉吉市東巌城町467-4

apa☆apa☆CAFE

0858-26-2622

倉吉市八屋215 ２F

焼肉 どばし

0858-27-1029

倉吉市上井町1-7-11

ラーメン幸雅

0858-26-7288

倉吉市山根583-2

中華料理
「北京」

0858-23-0620

倉吉市宮川町177-32

食事の関所 扇雀食堂

0858-22-2747

倉吉市大正町1079-8

レストラン味喜

0858-28-0530

倉吉市秋喜28

薬膳食堂 犬挟

0858-45-1314

倉吉市関金町山口2030-46

民芸TAKAKI 土蔵そば

0858-23-1821

倉吉市新町1-2429-5

Le Ciel deux

0858-33-5516

倉吉市明治町1035-1

CURRY SHOP てけてけ

0858-22-6500

倉吉市駄経寺町198-2

ビジネスホテル サンシャインとうはく 0858-53-2220 東伯郡琴浦町大字徳万437番地10
イタリアンバー アイル

○

焼肉 幸楽

0858-26-3369

倉吉市八屋226-6

くつろぎ亭ひこべえ

0858-52-1028

東伯郡琴浦町八橋171-8

天厦同人

○

0858-33-4828

倉吉市堺町2-249-13 1F

ピノキオ

0858-23-4325

倉吉市堺町2-249-1

パティスリーモンテ

0858-53-6226

東伯郡琴浦町逢束500-1
東伯ビル1F

○

Tsudoi

0858-33-5612

倉吉市魚町2516-4

レストラングレイン

0858-52-1211

東伯郡琴浦町八橋392-2

○

grimon

0858-33-5218

倉吉市上井町2丁目10-7

有限会社

0858-53-0856

東伯郡琴浦町八橋358-1

○

久楽

0858-23-1130

倉吉市新町1丁目2424-2

キッチン＆カフェ プランタン

0858-53-2585

東伯郡琴浦町八橋203-1

○

cafe SOURCE MID

0858-24-6565

倉吉市上井町2-1-2
THE CIRCLE 2F

ちっちゃなレストラン

0858-53-1100

東伯郡琴浦町逢束806

RESTHOUSE えびす

090-6411-0907 東伯郡琴浦町逢束777

0858-26-9383

倉吉市山根635-3
ポールポジション 2F

風の街

東伯店

0858-52-1033

東伯郡琴浦町逢束122

ラーメンいち源

0858-52-3933

東伯郡琴浦町八橋392-1

牛骨ラーメンたかうな

0858-53-2550

東伯郡琴浦町下伊勢527-6

あぶい蒲鉾

0858-52-2750

東伯郡琴浦町八橋363-2

LaPaLa

倉吉市秋喜302-3

琴浦町
店舗名

○

倉吉シティホテル 日本料理ふじ蔵 0858-26-6111 倉吉市山根543-7

○

倉吉シティホテル
Cafe Dining CREAS MERY

○

0858-26-6111

倉吉市山根543-7

電話番号

電話番号

住所

0858-49-5152

東伯郡琴浦町逢束806

カウィ―のみるく館

0858-52-2234

東伯郡琴浦町保37-1

ポート赤碕
赤碕町漁協直売センター

0858-49-2020

東伯郡琴浦町別所255

物産館ことうら
赤碕町漁協直売センター

0858-55-6080

東伯郡琴浦町別所1030-1
道の駅琴の浦

東伯けんこう

0858-52-3977

東伯郡琴浦町八橋171-11

みなとガーデン

0858-55-1172

東伯郡琴浦町松谷5-1

大阪屋

0858-43-2355

東伯郡三朝町山田765-3

ぷちショップ三朝温泉

0858-43-0101

東伯郡三朝町山田11-5

ふるさと健康むら喫茶サンテ

0858-43-1116

東伯郡三朝町横手15-1

ブランナールみささ

0858-43-2211

東伯郡三朝町三朝388-1

清流荘

0858-43-0321

東伯郡三朝町三朝309

○

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

5/ 15土

16日は

0858-43-0351

店舗名

電話番号

○

○

○

住所

特典

旬鮮プラザ 満菜館

0858-48-2525

倉吉市西倉吉町２１-５

○

旬鮮プラザ よってみたい菜

0858-47-4197

倉吉市八屋150-1

○

楽市楽座

0858-43-2286

東伯郡三朝町大柿５９１

○

ハワイ夢マート

0858-35-3535

東伯郡湯梨浜町久留２６-１

○

あぐりポート琴浦

0858-55-6336

東伯郡琴浦町別所２４３

○

※特典詳細はＨＰをご確認ください。

東伯郡三朝町三朝309-9

5

ＧＯ！ 行こう！

直売所に

特典

ＪＡ直売所

特典

三朝おひさま市

住 所

東伯ミート直営店 プラッツ

三朝町
店舗名

○

[ＪＡ直売所] ●旬鮮プラザ 満菜館

●旬鮮プラザ よってみたい菜

●楽市楽座

15

5月15日
（土）、
５月16日
（日）
の両日、
先着100 名様に
プチプレゼントがあります！

●ハワイ夢マート ●あぐりポート琴浦

