
店舗名 店舗所在地 ジャンル 電話 備考

しゃぶしゃぶ旬菜アトリエ 東福原4丁目22-16 和食・日本料理 0859-21-0831

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

こま錦 角盤町2丁目14 和食・日本料理 090-7770-6340

日本料理 美さご 朝日町47 和食・日本料理 0859-33-1277

食彩 輝 kagayaki 朝日町44 和食・日本料理 090-3746-0823

こめ藏 立町4丁目247-1 和食・日本料理 0859-21-5539

炭火割烹 籠乃鶏大山 三柳店 両三柳2300-1 和食・日本料理 0859-57-3400

レストラン レンガ屋 皆生新田2丁目5-12 洋食 0859-37-3721

鉄板焼 THE SYOYA 明治町180 洋食 0859-21-8388

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

会見屋 両三柳47-19 洋食 0859-57-7275

LAND＆YEARS 四日市町44 イタリアン 0859-21-7799

ZIO食堂 角盤町3丁目75-101 イタリアン 0859-21-4065

トラットリア 富の巣 東倉吉町68 木村ビル1F イタリアン 0859-36-8925

Tokyo食堂 西福原4丁目9-28 フレンチ 0859-34-3456

レストラン皇 尾高町25 フレンチ 0859-34-5748

ダイニングキッチン プーハウス 西倉吉町11 フレンチ 0859-34-2144

めん処 宗杏 茶町27-1 中華料理 0859-21-7006

大鳳 大谷町139-7 中華料理 0859-39-1100

中国料理 桃園 角盤町2丁目58 中華料理 0859-33-1675

四川中華 GOCHI 角盤町1丁目30 GBG1F 中華料理 0859-46-0777

焼肉ホルモンだんだん 米子駅前店 明治町140 韓国料理 0859-21-4787

Korean BBQ ベジとん 米原9丁目3番16号 韓国料理 0859-57-8496

や台ずし 米子駅前町 明治町179 寿司 0859-22-8228

やぐら鮨 朝日町30 寿司 0859-22-7617

ラーメンいちばん 皆生温泉3丁目23 ラーメン 0859-23-0194

ラーメンばんらい 明治町228 ラーメン 0859-33-0202

なんだい屋 明治町156 ラーメン 090-6833-2049

駅前 とき兵衛 万能町169 ラーメン 0859-21-1009

麺処 想 角盤町1丁目73 アクティビル101 ラーメン 0859-30-3439

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

焼肉食堂 はな 明治町291 焼肉・ホルモン 0859-35-2606

大力家族亭 東町401 焼肉・ホルモン 0859-32-1555

焼肉 いち福 新開4丁目3-8 焼肉・ホルモン 0859-35-6212

焼肉たいへい門 米子店 米原5丁目10-15 焼肉・ホルモン 0859-32-0020

ちとせ 角盤町4丁目84 焼肉・ホルモン 0859-34-3086

一張羅 角盤町2丁目11 焼肉・ホルモン 0859-30-3929

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

焼肉 英 西倉吉町60 焼肉・ホルモン 0859-34-4901

炭火ホルモン 金肉 安倍184 焼肉・ホルモン 0859-21-1329

今夜はもう１軒！二次会利用促進応援キャンペーン参加店舗一覧　　（令和４年１１月２日 現在）
以下に掲載されていても準備中であったり、キャンペーンを中断又は終了していることがあります。
あらかじめご了承の上ご参照ください。
参加店舗にはキャンペーンポスターを掲示いただきます。



店舗名 店舗所在地 ジャンル 電話 備考

エンヤサンゴ 皆生ホテル店 皆生温泉4丁目21-1 居酒屋 0859-31-6658

八剣伝 皆生店 皆生4丁目10-17 居酒屋 0859-37-6378

桜丸 明治町224-1 つるだやビル1F 居酒屋 0859-33-5777

炉端焼き 家富良 明治町223 居酒屋 0859-21-5988

チャリアーノ 明治町251 居酒屋 0859-21-4567

山月庵 明治町140 居酒屋 0859-31-5678

三代目網元 魚鮮水産 米子駅前店 明治町140 米子駅前パーキング2F 居酒屋 0859-38-8811

太平記 明治町271 居酒屋 0859-32-3040

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

煙人 冨士見町2丁目156-2F 居酒屋 0859-34-4311

居酒屋 三代目ひょうたん 冨士見町2丁目150 居酒屋 080-3895-6640

ときの家 万能町173-2 居酒屋 0859-22-0688

食堂酒場 きよはる amo 西福原1丁目1-22 居酒屋 0859-21-9423

きままや 角盤町2丁目76 トーアプラザ1F 居酒屋 0859-35-0008

こうりん坊 角盤町2丁目105-5 居酒屋 0859-34-6788

やきとり ときや 角盤町3丁目79 居酒屋 0859-22-5711

居酒屋 がく 角盤町1丁目27-9 居酒屋 0859-31-0234

旬彩 えん 角盤町2-57 居酒屋 0859-21-7550

炭火居酒屋 わかや 朝日町14 居酒屋 0859-34-9890

酒と肴 あてや 尾高町132 居酒屋 090-7899-6466
エンヤキッチン 国際ファミリープラザ店 加茂町2丁目180 居酒屋 0859-38-0655

福福 上後藤2丁目9-36 居酒屋 0859-33-5011

居酒屋 ロスプ 上後藤8丁目3-3 居酒屋 0859-57-6833

煖 夜見町2487-4 居酒屋 0859-57-6642

American cafe&bar NOVA 明治町132 角田ビル2F ダイニングバー・バル 0859-36-8230

on the table 角盤町1丁目30 GBG1F ダイニングバー・バル 0859-30-4751

Dining&Surf BAR Kirra Point 朝日町24-16 ダイニングバー・バル 0859-31-2262

祭り酒場 きら家 朝日町30-9 ダイニングバー・バル 0859-36-8677

Casual Dining FUNP 旗ヶ崎2030-2 ダイニングバー・バル 0859-57-5311

あなたは人狼です 新開5丁目2-8 喫茶 0859-21-8709

カラオケスナック おれんじ 皆生温泉4丁目25-18-2F スナック・ラウンジ 0859-30-3902

第三空間 朝日町49-1 スナック・ラウンジ 090-3373-4261

Momoka 明治町224-1 つるだやビル2F スナック・ラウンジ 0859-33-5790

びーはいぶ 明治町295 スナック・ラウンジ 0859-22-8077

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

逢路都 明治町203 七福ビル2F スナック・ラウンジ 0859-32-8223 割引終了

WaiWai LanD 万能町177-2F スナック・ラウンジ 0859-31-0755

juju 万能町177 パワービル2F スナック・ラウンジ 090-9737-8837

face 角盤町2丁目60-2 スタービル5F スナック・ラウンジ 0859-22-8864

らびっと 角盤町2丁目105 東宝ビル1F スナック・ラウンジ 0859-32-1989

スカイラウンジ ぼなんざ 角盤町2丁目66 デイトスビル5F スナック・ラウンジ 0859-35-7959

ガーデンラウンジ ボナンザ 角盤町2丁目97 スナック・ラウンジ 0859-30-3738

ラグジュアリー 角盤町2丁目76 トーアプラザビル スナック・ラウンジ 0859-34-1055 割引終了

Makapuu 角盤町2丁目76-2 フェイスビル3F スナック・ラウンジ 0859-35-8788



店舗名 店舗所在地 ジャンル 電話 備考

ハイハイピカドス 角盤町2丁目76 フェイスビル1F スナック・ラウンジ 0859-35-3377

貴世美 朝日町58-4 スナック・ラウンジ 0859-34-6866

フォーチュン 朝日町65 スナック・ラウンジ 0859-33-4937

ラウンジ 桂 朝日町24 SSビル1F スナック・ラウンジ 0859-22-0610

スナック 花音 朝日町33-1 アートビル1F スナック・ラウンジ 0859-35-7786

子・子・子 朝日町30-1 SSビル1F スナック・ラウンジ 0859-32-5083

マリエ 朝日町74-2 スナック・ラウンジ 0859-32-5005

プレシャスストーン 朝日町49-1 アイワビル1F スナック・ラウンジ 0859-34-2522

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

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

グー 朝日町65 スナック・ラウンジ 0859-32-7266

STELLA 朝日町48-1 寿ビル1F スナック・ラウンジ 0859-32-0155

episode 朝日町24 SSビル7-1F スナック・ラウンジ 0859-57-6012

星あかり 朝日町65 あさひざビル2F スナック・ラウンジ 0859-22-3058

ナイトルームマキシム 朝日町34 スナック・ラウンジ 0859-32-8409

果林 朝日町44-5 第三寿ビル1F スナック・ラウンジ 0859-22-2718

花乱 尾高町147 スナック・ラウンジ 0859-32-2289

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

こぱ 尾高町132-2 横山ビル1F スナック・ラウンジ 090-7543-5428

縁(よすが) 尾高町147 とさやビル1F スナック・ラウンジ 0859-21-0555

スナック R 尾高町132 スナック・ラウンジ 0859-22-0500

キーウエスト 西倉吉町58 スナック・ラウンジ 0859-22-7195

BAR ENZIAN 明治町228 綿辺ビル3F バー 050-5375-7114

ダーツアンドプール アローズ 万能町134 バー 0859-35-6580

BAR-SIZUKU 万能町134 ゴールドビル1F バー 0859-33-2035

MUSIC Bar Hana Hana 東町218 バー 0859-57-5337

PLUSNINE 米原2丁目3-21-1F バー 0859-31-0331

燻製BAR いぶし 角盤町2丁目17 バー 0859-33-6502

Wine bar Nomulie 角盤町2丁目11 バー 0859-32-3127

TEAM 角盤町2丁目76-2F バー 0859-21-0104

カジュアルバー Cheers Crew 朝日町24 SSビル2F バー 0859-31-0543

RAKU 朝日町32 バー 0859-36-8586

カラオケスタジオ GOLD 万能町134 その他 0859-35-6022

とり料理 さんぽう 角盤町1丁目72 その他 0859-22-5850

花彩華 角盤町1丁目13 その他 0859-23-3023

馳走屋 丸八 両三柳2296-12 その他 0859-32-7581


