
所在地 屋　　号 ジャンル 電話 県認定 備考

皆生温泉2-5-1 皆生つるや 1 和食・日本料理 0859-22-6181 認証店

皆生温泉4-7-43 御食事処 松の江 1 和食・日本料理 0859-22-3687 認証店

皆生温泉2-2-8 O'tyano 1 和食・日本料理 0859-21-5250 協賛店

皆生温泉4-21-1 食彩 シュウ 1 和食・日本料理 0859-32-9277 協賛店 割引終了

皆生温泉4-18-45 レストラン 渚亭(皆生グランドホテル天水) 1 和食・日本料理 0859-33-3531 協賛店

皆生温泉3-17-7 東光園 1 和食・日本料理 0859-34-1111 協賛店

皆生温泉3-7-3 なる美 1 和食・日本料理 0859-22-5478 認証店

上福原317-1 籠乃鶏大山 上福原店 1 和食・日本料理 0859-21-7181 認証店 割引終了

上福原926-1 四季菜 1 和食・日本料理 0859-23-2988 協賛店

明治町227 美酒佳肴 ゆらく 1 和食・日本料理 0859-21-2606 認証店

明治町125 銀座 1 和食・日本料理 0859-31-9111 認証店 割引終了

明治町154-1-1F 旬門 1 和食・日本料理 0859-21-7088 認証店 割引終了

紺屋町1 米蔵-ＫＯＭＥＧＵＲＡ- 1 和食・日本料理 0859-21-5666 認証店

法勝寺町29-2 藤吉郎 1 和食・日本料理 0859-33-0418 認証店

万能町162 日本料理 荒磯 本店 1 和食・日本料理 0859-34-5519 認証店

東町214-2F ののや 1 和食・日本料理 0859-22-5115 認証店

東町214 串揚げ 串坊主 1 和食・日本料理 0859-35-3501 認証店

東町218-1F 寿司・地魚料理 水月 1 和食・日本料理 0859-30-3016 認証店

東福原4-22-16 しゃぶしゃぶ旬菜 アトリエ 1 和食・日本料理 0859-21-0831 認証店 割引終了

東福原2-1-1-1F 日本料理 心 1 和食・日本料理 0859-38-5656 認証店

米原1-4-20-1F ナチュラルキッチン＆カフェ フレイス 1 和食・日本料理 0859-46-0555 認証店 割引終了

西福原2-1-10-4F いく美 1 和食・日本料理 0859-35-1414 認証店

錦町1-157 伯州 鈴乃希 1 和食・日本料理 0859-36-8720 認証店

角盤町1-71 幸美天ぷら屋 本店 1 和食・日本料理 0859-22-7516 協賛店 割引終了

茶町7-1F 米子駅前 四季庵 1 和食・日本料理 0859-30-3951 認証店

角盤町4-94 しゃぶしゃぶ・寿司・和食 海王 1 和食・日本料理 0859-23-6660 認証店 割引終了

角盤町1-152-1-2-3 海座 1 和食・日本料理 0859-21-3200 認証店 割引終了

角盤町2-15 うなぎ圓 米子本店 1 和食・日本料理 0859-21-3000 認証店

角盤町1-59-3 天ぷら 元禄 1 和食・日本料理 080-6051-8618 認証店

角盤町2-63-2 酒菜 桔梗屋 1 和食・日本料理 0859-37-2366 認証店

角盤町3-9 虎串 1 和食・日本料理 0859-23-0349 認証店

角盤町2-105-5-1F 熟成鮨 心寿 1 和食・日本料理 0859-33-0006 認証店 割引終了

角盤町2-75 活魚 たこ八 1 和食・日本料理 0859-23-1678 協賛店

朝日町64-2 大衆料理 こがね 1 和食・日本料理 0859-31-0180 認証店

朝日町47 日本料理 美さご 1 和食・日本料理 0859-33-1277 認証店

朝日町44 食彩 輝 1 和食・日本料理 090-3746-0823 認証店

東倉吉町123 民芸割烹 おなじみや 1 和食・日本料理 0859-22-9575 認証店

西倉吉町27-4 田むら 1 和食・日本料理 0859-34-3358 認証店

中町28 米子ニューアーバンホテル 1 和食・日本料理 0859-23-2211 認証店 割引終了

加茂町1-33 割烹 かつ 1 和食・日本料理 070-2631-8417 認証店 割引終了

久米町53-2 日本料理 雲海 1 和食・日本料理 0859-36-1116 認証店 割引終了

久米町146 しゃぶしゃぶ温野菜 米子店 1 和食・日本料理 0859-31-2488 認証店 割引終了

立町4-247-1 こめ蔵 1 和食・日本料理 0859-21-5539 認証店 割引終了

旗ヶ崎2-9-3 岡翔 1 和食・日本料理 0859-32-1491 認証店

両三柳2300-1 炭火割烹大山 三柳店 1 和食・日本料理 0859-57-3400 認証店

キャンペーンは終了しました。
※事業者の精算の受付は、令和4年7月28日(木曜日)必着です。

【第２弾】もっとよなごを元気に！飲食店応援事業参加店舗(6.30時点）
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両三柳5489 ごはん屋 米子三柳食堂 1 和食・日本料理 0859-38-7878 認証店 割引終了

両三柳780-1 海鮮れすとらん 四季庵 米子店 1 和食・日本料理 0859-48-0141 認証店 割引終了

西福原2-1-10 日本料理 荒磯 天満屋店 1 和食・日本料理 0859-35-1406 認証店 割引終了

淀江町西原1227-3 和食庵 松風 1 和食・日本料理 0859-37-4010 認証店 割引終了

尾高2349-6 富田 1 和食・日本料理 0859-27-2020 認証店

皆生温泉1-18-1 レストラン Buono! Buono! 2 洋食 0859-31-8111 認証店

皆生新田2-5-12 レストラン レンガ屋 2 洋食 0859-37-3721 認証店 割引終了

皆生6-7-32-1Ｆ キッチン ノスタルジヤ 2 洋食 0859-34-1082 認証店 割引終了

宗像264 蔵カフェ宗像 2 洋食 0859-26-2818 認証店

末広町294 レストラン ル・ポルト 2 洋食 0859-35-8166 認証店

四日市町80 Cafe*Rest*Bar ドドド 2 洋食 0859-34-3557 認証店 割引終了

万能町173 創作ダイニング ファン・ミール 2 洋食 0859-30-2361 認証店

新開2-8-37 カフェレストラン グレイス 2 洋食 0859-32-9874 認証店 割引終了

東福原5-12-26 米仙堂 モナムール店 2 洋食 0859-22-8866 認証店 割引終了

東福原6-4-27 Cafe Restaurant Comodo 2 洋食 0859-31-8813 協賛店

西福原3-1-11 ダイニングルーム ダックン・ダック 2 洋食 0859-35-1788 認証店 割引終了

錦町2-3-1-1F SO-JU 2 洋食 0859-36-0567 認証店

角盤町1-30-1F Cafe on the Table 2 洋食 0859-30-4751 認証店 割引終了

東倉吉町65 Restaurant Cafe Link 2 洋食 0859-21-1104 認証店

久米町53-2 カフェ・イン・ザ・パーク 2 洋食 0859-36-1113 認証店 割引終了

西町24 かつ 2 洋食 0859-35-2272 認証店

上後藤8-9-23 カフェアンドベーカリー アプリコ 2 洋食 0859-48-0707 認証店

上後藤1-8-57 カフェレスト ピュア 2 洋食 0859-32-1118 認証店

安倍43-1 洋食厨房 舶来亭 2 洋食 0859-29-1284 協賛店 割引終了

河崎1388-1 洋風食堂 為次朗 2 洋食 0859-24-0205 認証店

両三柳1400 レストラン アザレアコート 2 洋食 0859-24-3114 認証店 割引終了

両三柳52-1 プランツ 2 洋食 - 協賛店 割引終了

両三柳47-19 会見屋 2 洋食 0859-57-7275 認証店 割引終了

彦名町1265-1 lunch&dining nike 2 洋食 080-6307-1055 認証店 割引終了

淀江町西原1139-2 カフェレスト アミエル 2 洋食 0859-56-5178 認証店 割引終了

尾高2774-1 カフェレストラン クローバー 2 洋食 0859-27-9608 認証店 割引終了

上福原317-1 カフェ ジャルディーノ 3 イタリアン 0859-38-9715 認証店 割引終了

四日市町46 マカロニ食堂 3 イタリアン 0859-30-2955 認証店 割引終了

万能町175 イタリア料理 ピアノピアノ 3 イタリアン 0859-34-7210 認証店

日野町195-1F Wine&Pasta食堂Tanaka 3 イタリアン 0859-23-2676 協賛店 割引終了

東町119-2 トラットリア ラ・リーベラ 3 イタリアン 0859-34-9237 認証店 割引終了

西福原9-12-28 リストランテ マンジャーレ 3 イタリアン 0859-38-2122 認証店 割引終了

角盤町3-75-1F ZIO食堂 3 イタリアン 0859-21-7253 認証店

東倉吉町68-1F トラットリア 富の巣 3 イタリアン 0859-36-8925 認証店 割引終了

加茂町2-180-1F PIZZERIA　PENTOLA mamma（ペントラ マンマ） 3 イタリアン 0859-32-6560 認証店 割引終了

旗ヶ崎6-7-3 オステリア ヤスダヤ 3 イタリアン 0859-29-5671 認証店

両三柳168 ゲッティータナカ＠Kitchen Lab. ハミング店 3 イタリアン 090-7777-4490 協賛店

皆生温泉2-5-1 ステーキハウス 蘭 4 フレンチ 0859-22-6181 認証店

東町211 ビストロ マロン 4 フレンチ 0859-38-0202 認証店

西福原4-9-28 Tokyo食堂 4 フレンチ 0859-34-3456 認証店

角盤町2-46 Ｈａｒｍｏｎｉｅ 4 フレンチ 0859-30-3960 認証店

角盤町1-141 メゾンドキュー 4 フレンチ 0859-37-5780 認証店

角盤町2-14-2 鉄板料理 せつ 4 フレンチ 0859-34-8825 協賛店

尾高町25 レストラン 皇 4 フレンチ 0859-34-5748 認証店

西倉吉町11 ダイニングキッチン プーハウス 4 フレンチ 0859-34-2144 認証店
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加茂町2丁目180番地 バンケット＆ウェディングｃｈｏｕｃｈｏｕ 4 フレンチ 0859-30-2423 協賛店

西町90-3 ビストロ・ド・スズキ 4 フレンチ 0859-22-6080 認証店

皆生5-14-84 中華料理 燕京 5 中華料理 0859-34-0063 認証店

茶町27-1 めん処 宗杏 5 中華料理 0859-21-7006 認証店

末広町149 大連 5 中華料理 0859-22-4895 協賛店 割引終了

大谷町139-7 大鳳 5 中華料理 0859-39-1100 認証店

東福原1-5-15 大阪王将 米子店 5 中華料理 0859-38-0321 認証店 割引終了

米原1-4-20-1F 中国菜苑 チャイナカクテル 5 中華料理 0859-21-5533 認証店

西福原7-14-22 中華食堂 満福 5 中華料理 0859-34-9898 認証店 割引終了

西福原2-1-10-4F 天津飯店 5 中華料理 0859-35-1404 認証店

角盤町2-58 中国料理 桃園 5 中華料理 0859-33-1675 認証店 割引終了

角盤町4-145 萬龍軒 5 中華料理 0859-33-0522 認証店 割引終了

角盤町1-30-1F 四川中華 GOCHI 5 中華料理 0859-46-0777 認証店 割引終了

両三柳2788-11 中華飯店 ヒーロー 5 中華料理 0859-21-8884 協賛店 割引終了

米原4-1-8 DEE JAI THAI FOOD 6 アジア・エスニック料理 090-1455-6535 協賛店

旗ヶ崎8-3-10 タイレストラン SONG RAO 6 アジア・エスニック料理 0859-30-2985 認証店 割引終了

昭和町62 焼肉 ぷるこぎ 米子店 7 韓国料理 0859-21-0529 協賛店 割引終了

明治町140 焼肉ホルモンだんだん 7 韓国料理 0859-21-4787 認証店 割引終了

明治町279 食彩韓 魚本 7 韓国料理 0859-22-6050 協賛店 割引終了

米原8-11-60 韓家飯 KENARI (ケナリ) 7 韓国料理 0859-36-8111 認証店 割引終了

米原9-3-16 Korean　BBQ ベジとん 7 韓国料理 0859-57-8496 認証店

西福原9丁目1800-1 焼肉韓食房だんだん　米子店 7 韓国料理 0859-23-2608 認証店 割引終了

角盤町1-146-4 焼肉・韓国料理 がんばりや 7 韓国料理 0859-35-3550 認証店 割引終了

淀江町今津271-4 韓流食房 約束 7 韓国料理 0859-30-2181 認証店

角盤町1-144 カリフォルニアキッチン 8 各国・多国籍料理 0859-30-3990 認証店 割引終了

朝日町24-2F ガンエイン（和やか） 8 各国・多国籍料理 0859-22-8055 認証店

上後藤6-8-16 レストラン バロンジャヤ 8 各国・多国籍料理 0859-48-0888 認証店 割引終了

両三柳2296-8 ASIAN DINING AGAN 8 各国・多国籍料理 0859-21-0344 協賛店 割引終了

皆生4-11-8 かつや 鳥取米子店 9  定食・食堂 0859-21-1960 協賛店

茶町12 このみ 9  定食・食堂 0859-34-3884 協賛店 割引終了

茶町14-2F ごはん屋 花風船 9  定食・食堂 0859-33-0765 認証店

茶町14 ルミナス 9  定食・食堂 0859-23-6577 認証店

塩町163 ＳＯＩ ＳＴＡＮＣＥ 9  定食・食堂 0859-31-8051 認証店

明治町197-2Ｆ 日々の糧 9  定食・食堂 0859-34-3773 認証店

万能町126 喫茶 サン 9  定食・食堂 - 認証店

日野町55 山陰和食処 海の声 9  定食・食堂 0859-30-3057 認証店

大篠津町4942 さかもと 9  定食・食堂 0859-28-8042 認証店 割引終了

和田町3439-5 海辺の山小屋 しぇ・あん 9  定食・食堂 0859-28-6966 認証店

新開7-6-9 めんふぁん食堂 米子店 9  定食・食堂 0859-35-0277 認証店

米原5-11-23 かつ庵 米子米原店 9  定食・食堂 03-6833-8815 協賛店 割引終了

西福原4-8-50 ティズクレイ 9  定食・食堂 0859-22-3034 認証店

西福原1-1-22 食堂酒場 きよはる amo 9  定食・食堂 0859-21-9423 認証店

錦町3-122-7 和食処 やじきた 9  定食・食堂 0859-22-9355 認証店

角盤町1-27-2-5F GOOD　BLESS　GARDEN サウナ＆ステイ 9  定食・食堂 0859-21-9996 認証店

中町14-9 ごはん処 春か秋とう 9  定食・食堂 070-1874-2506 認証店

両三柳2296-12 馳走屋 丸八 9  定食・食堂 0859-32-7581 認証店

淀江町西原1182-3 食堂 幸福 9  定食・食堂 0859-56-1125 協賛店 割引終了

淀江町福岡1547 淀江ゆめ温泉 白鳳の里 9  定食・食堂 0859-56-6801 認証店

淀江町小波1073-2 こっこ家 9  定食・食堂 0859-21-5096 認証店

福万584-1 あーとがーでん 9  定食・食堂 0859-21-2280 認証店
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二本木259-3 西部食堂 9  定食・食堂 090-7990-3104 認証店

皆生新田1-9-20 回転すし 北海道 皆生店 10 寿司 0859-33-5511 協賛店 割引終了

福市861 寿司みなと 福市店 10 寿司 0859-26-3574 協賛店 割引終了

末広町144 yokaichi 10 寿司 0859-21-8220 認証店

法勝寺町22 善五郎蔵 鮨 とざき 10 寿司 0859-36-2656 協賛店

道笑町4-137-1 すし弁慶 道笑町店 10 寿司 0859-23-6781 協賛店 割引終了

富益町4412-70 杉よし 10 寿司 0859-28-6255 協賛店 割引終了

角盤町2-59 鮨 じゃんけん 10 寿司 0859-33-5118 認証店

朝日町30 やぐら鮨 10 寿司 0859-22-7617 認証店

朝日町45 おかえり 10 寿司 0859-34-2980 認証店

朝日町12 寿司処 せいじ 10 寿司 0859-32-0065 認証店

旗ヶ崎7-13-6 寿司みなと 旗ヶ崎店 10 寿司 0859-24-1366 協賛店 割引終了

長砂町82-1 勝田そば 12 そば・うどん 0859-22-0300 協賛店

万能町169 駅前 とき兵衛 12 そば・うどん 0859-21-1009 認証店 割引終了

和田町563-18 大吉 12 そば・うどん 0859-25-1410 認証店

新開2-1331-2 麦笛 たまき 米子店 12 そば・うどん 0859-38-1245 認証店 割引終了

米原9-3-20 東亜青果内 そば処 盛屋 12 そば・うどん 070-5528-7121 認証店

米原5-7-2-1F ひのき家 米原店 12 そば・うどん 0859-32-7162 協賛店 割引終了

西福原2-1-10-4F そば処 こめ蔵 12 そば・うどん 0859-35-1424 認証店

西福原9-7-11 京武うどん 12 そば・うどん 0859-57-2057 認証店 割引終了

角盤町2-61 愿屋 12 そば・うどん 0859-46-0835 認証店 割引終了

灘町1-19 米子まちなか観光案内所 12 そば・うどん 0859-21-3007 認証店

彦名町4123-3 手打ちそば 昌庵 12 そば・うどん 0859-24-0043 認証店 割引終了

淀江町西原1061-6 ひの木家 淀江本店 12 そば・うどん 0859-56-2140 協賛店 割引終了

淀江町稲吉285-2 真名井 12 そば・うどん 0859-56-2755 認証店 割引終了

淀江町佐陀702-1 手打ち蕎麦や ぎんれい 12 そば・うどん 0859-56-4556 協賛店 割引終了

皆生温泉3-2-3 ラーメン いちばん 13 ラーメン 0859-23-0194 認証店

皆生温泉4-1-20 麺処 三鈷峰 13 ラーメン 0859-34-6008 協賛店 割引終了

皆生4-11-35 拉麺屋 神楽 13 ラーメン 0859-31-2130 認証店 割引終了

中島2-2-3 丸源ラーメン 米子中島店 13 ラーメン 0859-30-4266 認証店 割引終了

車尾5-12-29 麺屋 噂 13 ラーメン 0859-31-5650 協賛店 割引終了

弥生町12 ラーメン 大和 13 ラーメン 0859-33-7857 認証店

福市1581-5 らーめん大學 13 ラーメン 0859-26-4777 認証店

宗像534-3 三日月商店 13 ラーメン 090-1687-0038 認証店 割引終了

陰田町656-1 ラーメンつけ麺 笑福 陰田店 13 ラーメン 0859-31-8057 認証店 割引終了

末広町201 ローダンのラーメン 13 ラーメン 0859-34-2436 認証店

明治町156 なんだい屋 13 ラーメン 090-6833-2049 認証店

明治町228 ラーメン ばんらい 13 ラーメン 0859-33-0202 認証店

万能町161 麺家 まつ 13 ラーメン - 認証店

新開5-8-37 四川担担麺 虎嘯 13 ラーメン 0859-59-9139 認証店 割引終了

新開7-5-46 ラーメン 村井村 13 ラーメン 0859-57-9929 認証店 割引終了

新開6-3-3 麺屋 無双 13 ラーメン 0859-31-8681 協賛店 割引終了

米原5-1-37 米子丿貫 13 ラーメン 0859-34-6633 協賛店 割引終了

西福原2-1-38-1Ｆ 菜単 13 ラーメン 0859-31-0310 認証店 割引終了

西福原9-19-50 ラーメン 七福 13 ラーメン 0859-31-8081 認証店 割引終了

西福原9-19-40 ゴクうまラーメン 太陽軒 米子431号店 13 ラーメン 0859-38-3880 協賛店

西福原9-21-15 満州味 13 ラーメン 0859-22-9405 協賛店 割引終了

西福原6-3-50 麺家 みそら 13 ラーメン 0859-21-8566 認証店

錦町3-148-2 横浜家系ラーメン　吉岡家 13 ラーメン 0859-30-2230 認証店 割引終了

角盤町3-84-3 中華そば TORI×SAKANA 13 ラーメン 0859-57-1054 認証店
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角盤町1-73-101 麺処 想 13 ラーメン 0859-30-3439 認証店 割引終了

角盤町2-25 ラーメン処 田川 角盤町店 13 ラーメン 0859-35-3773 認証店

角盤町3-79 ごっつおらーめん 米子店 13 ラーメン 0859-21-1702 認証店

角盤町2-15 とん楽 朝日町店 13 ラーメン 0859-32-3206 協賛店

灘町3-148-6 とん楽 本店 13 ラーメン 0859-34-6516 認証店

旗ヶ崎2-13-29 がんこラーメン 華漸 13 ラーメン 0859-21-9088 認証店 割引終了

旗ヶ崎2-13-29 ラーメン日の丸 13 ラーメン 0859-22-9858 認証店 割引終了

旗ヶ崎7-11-7 本家夢屋 米子店 13 ラーメン 0859-29-1730 認証店

夜見町3078-98 伯耆家 13 ラーメン 0859-29-6565 認証店 割引終了

両三柳5383-1 とん楽 両三柳店 13 ラーメン 0859-35-3225 認証店 割引終了

両三柳58-3 ラーメンつけ麺 笑福 13 ラーメン 0859-30-3286 協賛店

彦名町1532-1 ラーメン もっと～ 13 ラーメン 0859-29-1939 認証店

淀江町西原1096-3 ラーメン悟空 13 ラーメン 0859-56-4266 認証店 割引終了

淀江町小波1034-3 一刻 淀江店 13 ラーメン 0859-56-6659 協賛店 割引終了

尾高2773-3 麺や 銀乃助 13 ラーメン 0859-57-7347 協賛店 割引終了

皆生4-6-22 カレーハウスCoCo壱番屋米子皆生店 14 カレー 0859-37-5518 認証店 割引終了

上福原747-6 とっときカレー 14 カレー 080-1933-4149 認証店 割引終了

明治町149 カレー専門店 こーとどーる 14 カレー 0859-21-8933 認証店

旗ヶ崎6-1-39 カレーハウスCoCo壱番屋米子旗ヶ崎店 14 カレー 0859-24-2880 認証店 割引終了

四日市町79 NEW RIVER SIDE AIR 15 ハンバーガー - 認証店

皆生4-6-40 焼肉＆グルメバイキング かたおか 米子店 16 焼肉・ホルモン 0859-31-2929 認証店 割引終了

中島2-3-10 焼肉酒楽 サランバン 16 焼肉・ホルモン 0859-57-9311 協賛店 割引終了

車尾3-3-7 焼肉ホルモン きむら 車尾店 16 焼肉・ホルモン 0859-33-9703 認証店

陽田町55-7-1 焼肉 きくや 陽田店 16 焼肉・ホルモン 0859-33-1726 認証店 割引終了

明治町132 焼肉韓国創作料理 カムサ 16 焼肉・ホルモン 0859-31-8807 認証店

明治町291 焼肉食堂 はな 16 焼肉・ホルモン 0859-35-2606 協賛店

東町401 大力家族亭 16 焼肉・ホルモン 0859-32-1555 認証店

大篠津町1884-3 焼肉 まつたに 16 焼肉・ホルモン 0859-28-7517 認証店 割引終了

富益町118-3 焼肉 味平 16 焼肉・ホルモン 0859-28-8953 認証店 割引終了

大崎3143-1 焼肉 ヤマト 16 焼肉・ホルモン 0859-25-1370 認証店 割引終了

新開4-3-8 焼肉 いち福 16 焼肉・ホルモン 0859-35-6212 認証店 割引終了

東福原6-1-36 食道楽 米子店 16 焼肉・ホルモン 0859-37-6606 認証店 割引終了

米原2-3-22 焼肉 ちから 16 焼肉・ホルモン 0859-33-8271 認証店

米原5-10-15 焼肉 たいへい門 米子店 16 焼肉・ホルモン 0859-32-0020 認証店 割引終了

米原9-7-756-3 炭火焼肉屋さかい 米子米原店 16 焼肉・ホルモン 0859-38-0760 協賛店 割引終了

西福原2-1-1 牛角 米子しんまち店 16 焼肉・ホルモン 0859-38-4129 認証店 割引終了

西福原6-5-36 焼肉 末広 16 焼肉・ホルモン 0859-33-3155 認証店

西福原9-19-37 カルビ屋 大福 米子店 16 焼肉・ホルモン 0859-38-3320 認証店 割引終了

角盤町4-84 ちとせ 16 焼肉・ホルモン 0859-34-3086 認証店

角盤町1-60-11 大山黒牛処 強小亭 16 焼肉・ホルモン 0859-30-2989 認証店

角盤町2-19 焼肉 うえば 16 焼肉・ホルモン 0859-35-8129 認証店

角盤町2-11 一張羅 16 焼肉・ホルモン 0859-30-3929 認証店

角盤町1-174 ジンギスカン焼肉 ジンジン 16 焼肉・ホルモン 0859-57-8031 認証店

角盤町2-62ｰ1F 正々堂 16 焼肉・ホルモン 0859-22-8223 認証店

角盤町2-120-3 焼き肉 黒 16 焼肉・ホルモン 0859-30-2949 認証店

角盤町2-75 焼肉 金栄 16 焼肉・ホルモン 0859-34-2973 認証店

朝日町58 焼肉 一八 16 焼肉・ホルモン 0859-33-9161 認証店 割引終了

朝日町34-1 焼肉 きむら 朝日町支店 16 焼肉・ホルモン 0859-31-8060 認証店

朝日町58-10 ブリオン 16 焼肉・ホルモン 0859-30-3787 認証店

朝日町59 きくや 16 焼肉・ホルモン 0859-30-2665 認証店
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西倉吉町60 焼肉 英 16 焼肉・ホルモン 0859-34-4901 認証店

立町4-179 大門 16 焼肉・ホルモン 0859-34-1658 認証店

安倍184 炭火ホルモン 金肉 16 焼肉・ホルモン 0859-21-1329 認証店

蚊屋200-35 焼肉 喜多八 16 焼肉・ホルモン 0859-27-0268 認証店 割引終了

皆生温泉4-1-20 菜なや 17 お好み焼き・たこ焼き 0859-33-3677 認証店

目久美町23-9 お好み焼 せりな 17 お好み焼き・たこ焼き 0859-22-6521 認証店

明治町180 鉄板焼 ＴＨＥ ＳＹＯＹＡ 17 お好み焼き・たこ焼き 0859-21-8388 認証店

東福原6-3-33 いなばや 17 お好み焼き・たこ焼き 0859-22-1758 協賛店 割引終了

角盤町1-60 たこ秀 17 お好み焼き・たこ焼き 0859-34-6208 協賛店

旗ヶ崎2-13-29 お好み焼き チコ 17 お好み焼き・たこ焼き 0859-22-2815 認証店

皆生温泉3-1-28 食事処 島原 18 居酒屋 0859-33-4867 認証店

皆生温泉4-21-1 エンヤサンゴ 皆生ホテル店 18 居酒屋 0859-31-6658 認証店 割引終了

皆生温泉3-7-8 居酒屋レストラン たつ美 18 居酒屋 0859-32-7011 協賛店 割引終了

皆生4-10-17 八剣伝 皆生店 18 居酒屋 0859-37-6378 認証店 割引終了

皆生4-5-5 やきとり大吉 米子東店 18 居酒屋 0859-33-1745 協賛店 割引終了

茶町52 炉端 留味庵 18 居酒屋 0859-32-0021 認証店

末広町168 まいもんや かっぱ 18 居酒屋 0859-30-3803 協賛店

明治町140-1Ｆ あやめ亭 18 居酒屋 0859-32-0715 認証店

明治町140-1Ｆ 米子の庄屋 18 居酒屋 0859-34-3618 認証店

明治町289 芭蕉庵 18 居酒屋 0859-34-1345 認証店

明治町251 ワイン酒場 CHARIANO 18 居酒屋 0859-21-4567 認証店 割引終了

明治町223 炉端焼き 家富良 18 居酒屋 0859-21-5988 認証店

明治町224-1-1F 桜丸 18 居酒屋 0859-33-5777 認証店

明治町189 炉端かば 米子駅前店 18 居酒屋 0859-21-7010 認証店

明治町271 太平記 18 居酒屋 0859-32-3040 認証店

明治町199 招福 18 居酒屋 0859-21-4144 認証店

明治町102 食彩厨房 甚兵衛 18 居酒屋 0859-33-9020 協賛店

明治町140 こうりん坊 山月庵 18 居酒屋 0859-31-5678 認証店

明治町221 居酒屋 あげあげ 18 居酒屋 0859-34-4567 協賛店

明治町157-1F 屋台居酒屋 大阪満マル 米子駅前店 18 居酒屋 0859-30-3937 認証店

明治町202 れのん 18 居酒屋 0859-23-3992 認証店

冨士見町2-156 酒坊 千成ひょうたん 18 居酒屋 080-3288-0193 認証店

冨士見町2-156-2F 煙人 18 居酒屋 0859-34-4311 認証店

法勝寺町108-3 串仁 18 居酒屋 0859-33-7616 認証店

万能町198 さばしゃぶ・串揚げ 弓紐 18 居酒屋 0859-22-8022 認証店

万能町173-2 ときの家 18 居酒屋 0859-22-0688 認証店 割引終了

万能町177-2F 山陰旬華 新鮮組 18 居酒屋 0859-31-0808 認証店

万能町180 寿庵(ジュアン) 18 居酒屋 0859-34-2040 認証店

東町216 河内屋 18 居酒屋 0859-31-5170 認証店

東町191-1F 酒とめし しゃんうぇい 18 居酒屋 080-4558-5504 協賛店 割引終了

東福原3-8-21 やきとり 大吉 皆生通り店 18 居酒屋 0859-33-2850 協賛店

西福原1-1-20 山猫亭 18 居酒屋 070-2190-8514 認証店

角盤町3-79 やきとり ときや 18 居酒屋 0859-22-5711 認証店 割引終了

角盤町2-76-1F きままや 18 居酒屋 0859-35-0008 認証店

角盤町3-3-3 和風処 ふく井 18 居酒屋 0859-31-2222 協賛店

角盤町2-41-3 籠乃鶏大山 角盤町店 18 居酒屋 0859-33-9733 認証店

角盤町2-19 くいものや 頓珍漢 18 居酒屋 0859-22-0331 認証店

角盤町1-27-15 酒恵浪漫亭 凡 18 居酒屋 0859-34-2534 認証店

角盤町2-14 こま錦 18 居酒屋 090-7770-6340 認証店

角盤町2-15 炉端かば 米子角盤町店 18 居酒屋 0859-22-7000 認証店
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角盤町2-69-1F やきとり家すみれ 米子店 18 居酒屋 0859-39-1129 認証店

角盤町2-105-5 こうりん坊 米子店 18 居酒屋 0859-34-6788 認証店

角盤町2-11 快活居酒家 蓮の花 18 居酒屋 0859-57-9007 認証店

角盤町1-27-9 居酒屋 がく 18 居酒屋 0859-31-0234 認証店

角盤町1-13 七福神 18 居酒屋 090-3638-0838 認証店

角盤町2-15 居酒屋 風来坊 18 居酒屋 090-5694-0003 認証店

角盤町2-15 心月 18 居酒屋 0859-30-2757 協賛店

角盤町2-14 あか鬼 18 居酒屋 0859-32-2877 認証店

朝日町30 豪円 18 居酒屋 0859-23-0321 認証店

朝日町25 梁 18 居酒屋 0859-31-2133 認証店

朝日町14 炭火居酒屋 わかや 18 居酒屋 0859-34-9890 認証店 割引終了

朝日町30-9 きら家 18 居酒屋 0859-36-8677 認証店

朝日町62 新勝 18 居酒屋 090-4653-3552 認証店

朝日町25 トゥクトゥク 18 居酒屋 0859-22-3334 認証店

朝日町58-11 稲田屋 米子店 18 居酒屋 0859-22-0070 協賛店

朝日町46 酒肴 柚 18 居酒屋 0859-33-9168 認証店

朝日町25 火達磨 18 居酒屋 0859-38-0308 認証店

朝日町41 酒肴 幾の 18 居酒屋 0859-33-9115 認証店

尾高町25 たれりん 18 居酒屋 090-4146-2905 認証店

尾高町1 厨 kuriya 18 居酒屋 0859-31-8562 協賛店 割引終了

尾高町121-9 よろづや 18 居酒屋 0859-33-4623 認証店

東倉吉町142-2 麦酒酒場４７５ビール 18 居酒屋 0859-23-0475 認証店 休止中

東倉吉町123 鳥好 18 居酒屋 0859-34-3306 認証店

西倉吉町1-2F 沖縄酒場 ゆんたく 18 居酒屋 0859-21-0101 協賛店 割引終了

西倉吉町26-7 Smoke＆Brew 加賀 18 居酒屋 070-3641-8690 認証店

加茂町2-180 エンヤキッチン 国際ファミリープラザ店 18 居酒屋 0859-38-0655 認証店 割引終了

上後藤2-9-36-1F 焼きもんや せんべろ 無頓着 18 居酒屋 0859-32-0032 認証店

上後藤8-3-3 居酒屋 ロスプ 18 居酒屋 0859-57-6833 認証店

上後藤2-9-36-1F 和韓酒家 福福 18 居酒屋 0859-33-5011 認証店

三本松1-10-6 ごんべい 18 居酒屋 090-3748-9965 認証店

旗ヶ崎8-3-13 炭火の店 串ノ助 18 居酒屋 0859-29-2229 認証店 割引終了

旗ヶ崎2-13-28 とりとと 18 居酒屋 0859-32-8355 認証店

夜見町2487-4 煖 18 居酒屋 0859-57-6642 認証店

夜見町2974-1 バーンズgoi 18 居酒屋 0859-29-2770 認証店

河崎3145 やきとりや こけこっこ 18 居酒屋 070-2834-2743 協賛店

淀江町西原1135-4 えんや 18 居酒屋 0859-56-1588 認証店 割引終了

明治町132-2F American cafe&bar NOVA 19 ダイニングバー・バル 0859-36-8230 認証店

万能町134-1F BAR-SIZUKU 19 ダイニングバー・バル 0859-33-2035 認証店

東町218 Ｍｕｓｉｃ Ｂａｒ Ｈａｎａ Ｈａｎａ（沖縄料理） 19 ダイニングバー・バル 0859-57-5337 認証店

東町219-1F ESOLA 米子駅前店 19 ダイニングバー・バル 0859-22-7770 認証店

米原2-3-21-1F PLUS NINE 19 ダイニングバー・バル 0859-31-0331 認証店

朝日町24-16 Kirra Point 19 ダイニングバー・バル 0859-31-2262 認証店

朝日町58-16-2F Rockey's Bar GAB GAB 19 ダイニングバー・バル 080-5623-2379 認証店

東倉吉町66-1 Cafe Dining Bar SHIPS 19 ダイニングバー・バル 0859-22-8525 認証店

旗ヶ崎2030 Casual Dining FUNP 19 ダイニングバー・バル 0859-57-5311 認証店 割引終了

皆生温泉1-13-16 喫茶 はまゆう 20 喫茶 0859-33-7888 認証店

中島2-2-19 ベビーフェイスプラネッツ 米子中島店 20 喫茶 0859-30-3773 認証店 割引終了

観音寺新町1-2-16 服部珈琲工房 観音寺店 20 喫茶 0859-23-0040 認証店

長砂町52-1 彩雲堂 米子東山店 20 喫茶 0859-34-5599 認証店

茶町56 紅茶とたい焼きの店 あんあん 20 喫茶 0859-32-7769 認証店
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明治町213 絵本カフェ「ロワール」 20 喫茶 0859-57-6825 認証店

明治町295 びーはいぶ 20 喫茶 0859-22-8077 認証店

四日市町129 喫茶 ココナス 20 喫茶 0859-22-0006 認証店

四日市町44 LAND&YEARS 20 喫茶 0859-21-7799 認証店 割引終了

東町233 キューナイン 20 喫茶 0859-33-8609 認証店

新開5-2-8 あなたは人狼です 20 喫茶 0859-21-8709 認証店

新開2-4-67 おうちＣＡＦＥ ＫＯＴＩＩＮ 20 喫茶 080-2892-0191 協賛店

新開5-1-9 服部珈琲工房 米子店 20 喫茶 0859-32-9010 認証店

新開7-5-28 カフェドラペ 20 喫茶 0859-31-0151 認証店

東福原6-12-40 タリーズコーヒー 東福原店 20 喫茶 0859-36-6600 認証店 割引終了

米原6-1-14 ノンカフェ 20 喫茶 0859-21-8700 認証店 割引終了

米原6-18-29 カフェ＆レスト いちご 20 喫茶 0859-21-1555 認証店 割引終了

米原5-7-5 お茶の静香園 20 喫茶 0859-33-6743 認証店

西福原5-6-12 ブーランジュリ ル リアン 20 喫茶 0859-34-3551 協賛店

西福原6-3-58 喫茶 グランチャコ 20 喫茶 0859-32-7154 認証店

西福原1-3-22 喫茶・カラオケ ありがとう 20 喫茶 0859-33-3736 認証店

西福原2-1-10 Cafe L'ecrin 20 喫茶 0859-35-1244 認証店

西福原6-18-7 Sourire 20 喫茶 070-2362-1007 認証店

錦町3-122-103-1F 赤い風船 20 喫茶 070-8425-5493 協賛店

角盤町1-27-10-2F カフェ ブージーズ 20 喫茶 0859-35-5885 認証店

角盤町1-27-2-3F GOOD　BLESS　GARDEN 米子マンガミュージアム 20 喫茶 0859-21-9993 認証店

尾高町105 ヒカリカフェ 20 喫茶 - 認証店

西倉吉町57 トイズキッチンカフェ 20 喫茶 0859-35-5383 認証店

中町12 フルーツカフェ サエキ 20 喫茶 0859-38-1715 協賛店 割引終了

久米町53-2 アトリウムラウンジ 20 喫茶 0859-36-1114 認証店

三本松2-11-26 Recette（ルセット）※詳細はSNSで確認してください 20 喫茶 0859-21-0965 協賛店 要予約

旗ヶ崎2-5-1 モンテカルロ 20 喫茶 0859-34-4693 認証店

旗ヶ崎7-14-16 LD.cafe 20 喫茶 0859-21-2261 認証店

両三柳2788-11 Cafe ノア 20 喫茶 0859-21-7075 認証店

両三柳1880 カフェ すまいる 20 喫茶 0859-29-1100 協賛店

両三柳2788-11 カラオケ喫茶 城 20 喫茶 0859-24-5835 認証店

両三柳4598-1 cafe jucco 20 喫茶 070-5309-2960 認証店

淀江町今津50-1 えんLDK 20 喫茶 0859-30-3889 協賛店

淀江町佐陀1605-1 すなば珈琲 お菓子の寿城店1F 20 喫茶 0859-21-4649 認証店

淀江町佐陀1605-1 すなば珈琲 お菓子の寿城店2F 20 喫茶 0859-21-4649 認証店

明治町276 カラオケスナック かくれんぼ 21 スナック・ラウンジ 0859-31-5368 認証店

明治町140-1F スナック さくらんぼ 21 スナック・ラウンジ 0859-34-9439 認証店

明治町224-1-2F Momoka 21 スナック・ラウンジ 0859-33-5790 認証店

明治町28-2F スナック サマーワイン 21 スナック・ラウンジ 090-7374-5358 認証店

明治町203 朋 21 スナック・ラウンジ 0859-21-1163 認証店

明治町140-2F スナック 広瀬 21 スナック・ラウンジ 090-2290-5246 協賛店

明治町140-2F Re.B 21 スナック・ラウンジ 0859-33-0770 認証店

明治町132-1-2F Felice Lapist 21 スナック・ラウンジ 0859-21-0859 認証店

明治町28-1-3 スナック エンジョイ 21 スナック・ラウンジ - 協賛店

法勝寺町4 梟 21 スナック・ラウンジ 0859-31-0171 協賛店 13時～17時営業

万能町177-2Ｆ ＷａｉＷａｉＬａｎＤ 21 スナック・ラウンジ 0859-31-0755 認証店

万能町177-2F juju 21 スナック・ラウンジ 0859-22-5000 認証店

大篠津町3448 ミュー 21 スナック・ラウンジ 0859-28-8125 認証店

角盤町2-76-4F ファンタジー 21 スナック・ラウンジ 0859-23-2456 認証店

角盤町3-75-3 ラウンジ 香咲 21 スナック・ラウンジ 0859-22-3047 認証店

8



所在地 屋　　号 ジャンル 電話 県認定 備考

角盤町2-76-2-3F Makapuu 21 スナック・ラウンジ 0859-35-8788 認証店

角盤町2-72-2F ラグジュアリー 21 スナック・ラウンジ 0859-34-1055 認証店

角盤町2-105-1F パブ＆スナック らびっと 21 スナック・ラウンジ 0859-32-1989 認証店

角盤町2-76-1F NaNa 21 スナック・ラウンジ 0859-34-8611 認証店

朝日町48-14-1F STELLA 21 スナック・ラウンジ 0859-32-0155 認証店

朝日町65 フォーチュン 21 スナック・ラウンジ 0859-33-4937 認証店

朝日町48-14 ブレス 21 スナック・ラウンジ 090-5376-6378 認証店

朝日町59-1 スナック さんらいず 21 スナック・ラウンジ 0859-33-2559 認証店

朝日町24-1F ラウンジ 桂 21 スナック・ラウンジ 0859-22-9410 認証店

朝日町65 グー 21 スナック・ラウンジ 0859-32-7266 認証店

朝日町24-2F カジュアルバー CheersCrew 21 スナック・ラウンジ 0859-31-0543 認証店

朝日町25-3F ANAN 無限 21 スナック・ラウンジ 0859-21-5910 認証店 割引終了

朝日町33-1-1F 花音 21 スナック・ラウンジ 0859-35-7786 認証店

朝日町74-5 MEGANTE 1812 21 スナック・ラウンジ 0859-22-7171 協賛店

朝日町24-1F epiｓode 21 スナック・ラウンジ 0859-57-6012 認証店

朝日町74-2 マリエ 21 スナック・ラウンジ 0859-32-5005 認証店

朝日町58-4 貴世美 21 スナック・ラウンジ 0859-34-6866 認証店

朝日町30 絆 21 スナック・ラウンジ 0859-30-2224 認証店

朝日町24 petit MOET(プチモエ) 21 スナック・ラウンジ 0859-34-1515 認証店

朝日町49-1-1F プレシャスストーン 21 スナック・ラウンジ 0859-34-2522 認証店

朝日町49-1 ラグドール 21 スナック・ラウンジ 0859-21-5272 認証店

尾高町132-2-1F こぱ 21 スナック・ラウンジ 090-7543-5428 認証店

尾高町132 スナック グルービィー 21 スナック・ラウンジ 0859-34-9036 認証店

尾高町132-2 ナーンファ 21 スナック・ラウンジ 0859-21-5884 認証店

尾高町147 花乱 21 スナック・ラウンジ 0859-32-2289 認証店

西倉吉町26 スナック かれん 21 スナック・ラウンジ 0859-32-8415 協賛店

夜見町3066-34 スナック はまべ 21 スナック・ラウンジ 0859-24-2506 認証店

皆生温泉2-19-40 スープ＆デリ Ｏｌｉｖｅ！ 22 その他 0859-32-8403 協賛店

上福原2-9-8 石川 22 その他 - 認証店

奈喜良274-1 カラオケ喫茶 りん 22 その他 0859-26-1720 認証店

末広町311 ミスタードーナツ 米子駅前店 22 その他 0859-35-0731 認証店

明治町276 ろばた焼 本陣 家康 22 その他 0859-32-8454 認証店

四日市町81 SALUTE 22 その他 0859-36-8009 認証店

道笑町4-134-2 とんかつ繁昌亭 道笑町店 22 その他 0859-23-1818 認証店 割引終了

万能町134 ダーツアンドプール アローズ 22 その他 0859-35-6580 認証店

万能町134 カラオケスタジオ ゴールド 22 その他 0859-35-6022 認証店

東町196 岡田酒店 22 その他 0859-22-3314 協賛店

大篠津町3631 アイアンベース号 22 その他 0859-25-0505 認証店

大篠津町3631 鬼将軍 露店 22 その他 0859-25-0505 認証店

新開3-2-46 日帰り温泉 オーシャン 22 その他 0859-23-0303 認証店 割引終了

新開2-1-3 とんかつ繁昌亭 新開店 22 その他 0859-31-5710 認証店 割引終了

新開5-2-2 ミスタードーナツ 米子R431ショップ 22 その他 0859-39-0187 認証店 割引終了

東福原6-12-40 L'eccrin（ＴＳＵＴＡＹＡ東福原） 22 その他 080-3896-2544 認証店

日ノ出町1-13-23-2F あそびCafe コロン 22 その他 0859-57-4447 認証店

米原1454-9 鉄板 ふくもと 22 その他 0859-30-4964 認証店

米原3-3-19 まじょかふぇ 22 その他 090-3880-9980 認証店

角盤町2-76-2Ｆ TEAM 22 その他 0859-21-0104 認証店

角盤町1-72 とり料理 さんぽう 22 その他 0859-22-5850 認証店 割引終了

角盤町2-76-5F Darts Bar Fascinate 22 その他 0859-32-2380 認証店

朝日町32 RAKU 22 その他 0859-36-8586 認証店
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朝日町58 九献 22 その他 0859-35-9009 協賛店

東倉吉町55 RED-LION 22 その他 0859-22-4178 認証店

西倉吉町26 ステーキハウス 精山 22 その他 0859-33-0186 認証店

西倉吉町56-1 Bar maru 22 その他 0859-33-4977 認証店

加茂町2-116-1F GRICH IN SALATA 22 その他 080-6521-3010 認証店

両三柳1561 3point 22 その他 0859-21-4711 認証店

淀江町淀江2-38 湧くわく天然温泉 ラピスパ 22 その他 0859-56-1111 認証店 割引終了

淀江町福岡1548-1 白鳳の里 22 その他 0859-56-6798 協賛店
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