鳥取中部おでかけ応援キャンペーン

対象施設一覧
見る

体験

食べる

温泉

泊まる

買う

倉吉
施設名称

赤瓦一号館（長生堂）

赤瓦1号店 ふみ子の手作り工房

赤瓦八号館 お菓子の館寅蔵

あぶり処とれびーふ

株式会社石谷精華堂

いなしま酒店
円形劇場
くらよしフュギュアミュージアム

coup la café(クラカフェ）

くらよし駅ヨコプラザ

倉吉観光物産館長生堂

倉吉シティホテル

倉吉白壁土蔵群観光案内所

桑田醤油製造場

ゲストハウス toco toco

三福

旬鮮プラザ 満菜館

旬鮮プラザ よってみたい菜

松風荘旅館

食事の関所 扇雀食堂

スウィートランドＴＡＫＡＲＡ

関金温泉湯楽里

住所

倉吉市新町1丁目2441

倉吉市新町1丁目 赤瓦1号館内

電話番号

施設紹介

0858-23-6666 築100年を超える醤油のもろみ小屋を改装した、店内1階にあるお土産物屋。県内の名産品を取り揃えております。

080-30547521

白壁土蔵群の玉川沿いにある赤瓦1号館周辺では、一番大きな蔵で、内にはいろいろなお店があり、その中で因州和紙・ガラ
スのアクセサリー、雑貨等を販売しています。

倉吉市仲ノ町812-1

0858-23-1825 県内のお土産をはじめ、キャラクター雑貨、民芸品、季節の特産品をお求め頂けます。

倉吉市福庭町2-18

0858-26-2029 1階は全個室、2階は100人以上が座れます(団体は最大60名）

倉吉市幸町459-1

0858-23-0141

倉吉市鍛冶町1丁目2923番地１

0858-22-2965

倉吉市鍛冶町1-2971-2

0858-27-1200

倉吉市東仲町2571

0858-24-5725 町歩きの途中coﬀeやcake,タピオカドリンクで足休めをしていただけるお店です。

倉吉市上井195-12

0858-24-5333 鳥取のいいもの見つかる地元のアンテナショップ。地元プレミアム商品や県内のお菓子、地酒、農産物などを販売。

倉吉市上井町2丁目1-2

0858-26-2331 JR倉吉駅から歩いてすぐ。特産品や銘菓等山陰のお土産を販売。

倉吉市山根543-7

0858-26-6111

倉吉市魚町2568-1

0858-22-1200

倉吉市東仲町2591

0858-22-2043

倉吉市新町1丁目2454-2

焼肉食べ放題が2つのコース(2,980円、2,280円）に増えて、お肉のバリエーションも豊かになりました！
学校行事や地域の集まり、職場や友だち、家族の皆さまでのご利用をお待ちしております！！

080-63381784

鳥取県倉吉市にある石谷精華堂。代表銘菓「打吹公園だんご」は小豆餡、白餡、抹茶餡の中にやわらかいい餅の入った三食
だんごです。店内は喫茶店も併用しています。

地元鳥取の地酒、ワイン、クラフトビールをはじめ、全国の清酒や世界の銘醸地のワインをセラーで管理。
大好評ビールサーバーレンタル受付中！！県内中部のギフトは無料プラス笑顔付きで自社配送しています。

旧小学校だった現存最古の円形校舎を活用し、恐竜、昆虫、仏像、アニメヒーローなど多様なフュギュア約2000点を展示。
見るだけでなくミニジオラマ作りなどの体験や、触って遊べるコーナーなど世代を超えて楽しめます。

JR倉吉駅から徒歩7分、無料駐車場完備しており、館内には本格和食、洋食レストランもございます。
温泉大浴場も新たに完成し、落ち着いた空間と細やかなおもてなしで心身ともにリフレッシュしていただけます。

観光ガイド受付。コインロッカー、レンタサイクル、音声ガイド端末貸し出し。車いす・ベビーカー貸出無料。グッズ販
売。

表側は倉吉市打吹玉川伝統的建造物保存地区の中でも代表的な京風の商家造りで店を配し、裏側に廻ると土蔵があり白壁土
蔵群になっています。

白壁土蔵群にある町家をリノベーションした1棟貸切で滞在できるゲストハウスです。
大正浪漫を感じるモダンでハイカラな町家のお宿をお楽しみください。

昭和39年創業の鰻専門店。1つ1つ丁寧に焼きあげております。是非、できたてあつあつ、ふっくらした鰻をどうぞ。

倉吉市荒神町363

0858-22-4895

倉吉市西倉町21-5

0858-48-2525

倉吉市八屋150-1

0858-47-4197

倉吉市瀬崎町2751-1

0858-22-6363

倉吉市大正町1079-8

0858-22-2747 店内飲食、テイクアウト、大小宴会お受け致します。地産地消を心掛け、安心、安全なお食事を提供しております。

倉吉市関金町関金宿2913

0858-48-7070 国道313号線沿いに位置し、明るい緑色の三角屋根の時計台が目印です。お菓子の製造直売をしております。

倉吉市関金町関金宿1396-2

0858-45-6400

テイクアウトもいたしております。

当館は倉吉市の中心にあり、倉吉未来中心、倉吉市役所、白壁土蔵群「赤瓦」などどこへ行くにも便利です。
和紙あかりのやさしい空間で皆様のお越しをお待ちしております。

大自然と天然温泉が心身を癒す憩いの宿。関金のまちの高台にあり、自炊設備完備の素泊まりの宿です。
お風呂は昔ながらの浴槽ですが、とろりとしたお湯で泉質は一級品です。

施設名称

せきがね湯命館

鳥取二十世紀梨記念館

トミヤ楽器店

日曜工房

バイキングレストランLOOSE

日の丸自動車 倉吉営業所

ホテルアーク２１

ホテルセントパレス倉吉

道の駅犬挟

ラーメン幸雅

Le Ciel

Le Ciel

deux

住所

電話番号

施設紹介

倉吉市唯一の日帰り温泉施設で、古くから「白金の湯」と呼ばれております。館内には食堂、無料休憩室があり一日中ゆっ

倉吉市関金町関金宿1139

0858-45-2000

倉吉市駄経寺町198-4

0858-23-1174

倉吉市宮川町185-24

0858-22-5103 家で楽しむ楽器をご提案します！Stay home play music!

倉吉市国府97-1

0858-24-5724 食事、箸作体験

倉吉市駄経寺町198-2

食彩館

0858-23-0234

倉吉市海田西町2丁目48番地

0858-26-4111

倉吉市上井町2丁目4-6

0858-48-1021

倉吉市上井町1丁目9-2

0858-26-8888

倉吉市関金町山口2030-46

0858-45-1313

倉吉市山根583-2

0858-26-7288

倉吉市東巌城町157

0858-27-0700

倉吉市東巌城町157

0858-33-5516

くり過ごせます。

全国で唯一の梨のミュージアム。一年中3種類の梨の食べ比べができる、実際に栽培されている梨を見ることができる、クイ
ズなどにチャレンジして学ぶことができる、大人も子どもも楽しめる体験型スポット。

倉吉パークスクエア―内にある「バイキングレストランLOOSE」は、地元野菜、土から面倒を見ている自家農園で収穫した
野菜を中心としたヘルシーメニューが豊富なバイキングが楽しめるレストラン。

当社は、県内で路線バスを運行しています。外出自粛中ですが、バスに乗って地元を再発見してみてはいかがでしょう。
クーポンのご利用は倉吉営業所窓口のみですが、高速バスを含めた各種乗車券を販売しております。

当ホテルは開業20年目を迎えるホテルです。開業以来、一貫して貫いてきたものが有ります。それは「一期一会」です。
ご宿泊いただいた、すべてのお客様とのご縁を大切に皆様をお待ちしております。

JR倉吉駅から徒歩1分。空港連絡バス、高速バス、路線バス停留所目の前。好アクセスでビジネス、観光、レジャーに最適。
全館wi-ﬁ完備。コンビニまで徒歩1分。

鳥取県と岡山県の県境付近に位置する道の駅。その立地から、両県の特産品を購入することができます。
中でも関金わさびやその加工品が人気。《8月～9月のおすすめ》とうもろこし、梨、ぶどう、栗、きのこ 他

鳥取県のご当地グルメの牛骨ラーメンを是非食べて下さい。とても美味で懐かしい味です。
尚、お土産のラーメンもよろしくお願いします。

花の苗や多肉植物、鉢などのガーデニング、ドライフラワー、雑貨のお店です。
植物を生活に取り入れて、おしゃれで彩りある生活のお手伝いをします。寄せ植えも作ります。教室もします。

ハーブティーカフェ、アロマ、焼菓子工房、レンタルスペースです。
体調や季節に合わせたハーブティーとスイーツでおくつろぎ下さい。テイクアウトもできます。

三朝
施設名称

依山楼岩崎

泉娯楽場

桶屋旅館

木造りの宿 橋津屋

住所

東伯郡三朝町三朝365-1

東伯郡三朝町大字三朝912番地2

電話番号

施設紹介

三朝川の眺望随一、大正9年の創業より100周年を迎える老舗宿。
0858-43-0111 令和元年10月 大浴場リニューアルオープン、野趣溢れる十二の湯処「回遊式大庭園風呂“山の湯”」で山陰の名湯三朝温泉
を満喫。
090-87160786

東伯郡三朝町山田150

0858-43-0817

東伯郡三朝町三朝886

0858-43-0719

東伯郡三朝町三朝388-1

0858-43-2211

昔懐かしい射的・スマートボール・手打ちパチンコのお店で、お子様から大人までお楽しみ頂けます。
店内には三差損選を取材等で訪れたタレントさんのミニフォトギャラリーも展示してあります。
温泉街をぶらり散歩がてらぜひお立ち寄り下さい。
湯治、滞在型のお客様向けのお宿です。お風呂の一つは、桶屋の源泉で足下湧出です。温泉好き（マニア）の方にも人気で
す。

三朝温泉街の中に全館総畳敷き12室の宿です。温泉は地下2Mより湧出する自家源泉をかけ流しで入浴頂ける「岩の音」露天
風呂付大浴場「離れ場 雨晴」「貸切露天風呂」を含め5つのお風呂がございます。
三朝温泉は、温泉療法による湯治場として古くより利用されてきました。当館では、この効能を体験していただく施設とし

健康づくりの湯治宿
ブランナールみささ

旬彩の宿 いわゆ

清流荘

茶田屋
天然ラドン熱氣浴泉
すーはー温泉

て、ラドンを効果的に摂取できる吸う温泉「ラドン熱気浴」をオープンしました。三朝温泉で多くの人が健康促進に効果が
あると語るのは、免疫力を高め自然治癒を促進させるというホルミシス効果によると言われています。これからは温泉に
「浸かる」だけではなく、「吸う」ことでより高い療養効果を実現します。

東伯郡三朝町三朝942

0858-43-0124 全９室の純和風のお宿です。源泉かけ流しの温泉と旬の食材を使った自慢の創作料理をお楽しみください。

東伯郡三朝町三朝309

0858-43-0321 3つの源泉を保有し、豊富な湯量が自慢です。8つの湯殿があり、湯めぐりをお楽しみいただけます。

東伯郡三朝町三朝903-1

0858-43-0734

東伯郡三朝町三朝939-3

0858-33-5772

三朝温泉街の中心、河原風呂のすぐ上にあります。日本海の幸と鳥取の恵み等取り揃えております。
1階はカウンターとテーブル、2階はお座敷の個室を3室ご利用頂けます。

ラジウムが崩壊してできるラドンが、ある濃度以上溶け込んだ三朝のお湯を「吸って吐く」熱気浴施設です。
地下から湧き出る温泉の熱を利用した熱気浴室と、地下から円筒を通してラドンを吸引できる乾式熱気浴室があります。

施設名称

ぷちショップ 三朝温泉

三朝館

有限会社三朝石油

三朝バイオリン美術館

三朝ロイヤルホテル

道の駅 楽市楽座

楽寿夢庵

住所

電話番号

施設紹介

三朝温泉のお土産は、豊富な品ぞろえの当店にお任せ下さい。お酒、お土産、お菓子、飲料、野菜など幅広く取り扱いして

東伯郡三朝町山田10-4

0858-43-0101

東伯郡三朝町山田174

0858-43-0311 千坪の日本庭園に十二趣の湯処を配した宿。毎日午後二時から女性限定バラ風呂を実施。

東伯郡三朝町大字山田687-2

0858-43-0524

東伯郡三朝町三朝199-1

0858-43-3111

東伯郡三朝町大瀬1210

0858-43-1231 ラジウムを含む天然温泉と、地の食材をふんだんに使用した、オリジナルの大漁バイキングが自慢の宿。

東伯郡三朝町大柿591

0858-43-2286

東伯郡三朝町三朝911-1

0858-43-0708 三朝温泉街入口にあり、地元でとれた野菜や地酒、美味しい三朝米などを販売しています。

います。営業時間は午前9時～午後9時まで。お気軽にご来店ください。

三朝温泉の入り口、三朝温泉病院隣でガソリンスタンドを営業しています。愛車の燃料、洗車等全てのメンテナンス引き受
けます。

三朝バイオリン美術館では観る・触れる、聴く、弾くをテーマにした展示やイベントを行っております。
２Fの音楽ホールでは定期的にコンサートを開催しており、アトリエでは楽器の修理、調整、販売を行っております。

湯梨浜
施設名称

あかまる牛肉店 ハワイ店

河本魚店

鯉の湯

交流センターゆるりん館

コーヒーハウス葡瑠満

国民宿舎 水明荘

湖泉閣 養生館

千年亭

中国庭園燕趙園

羽衣

はわい温泉 鹿鳴館

ハワイゆ～たうん

ハワイ夢マート

有限会社望湖楼

住所

電話番号

施設紹介

東伯郡湯梨浜町田後1455-1

鳥取和牛の最上級ランクが買える！食べられる！贈れる！特別な日のお肉、週末のお買い得品、日々のお買い物に
0858-35-2941 鳥取和牛を。またお食事はお得なランチをはじめ、本格的な焼肉を楽しむこともできます。BBQや焼き肉の季節に

東伯郡湯梨浜町旭102

0858-32-0236

東伯郡湯梨浜町はわい温泉35-2

0858-35-3226 しじみ漁師の営む民宿

東伯郡湯梨浜町中興寺400-3

0858-32-2539

東伯郡湯梨浜町久留17-3

0858-35-2014

東伯郡湯梨浜町旭132

0858-32-0411

東伯郡湯梨浜町引地144

ぜひお立寄りください。

魚を中心とした料理を提供しています。海鮮丼、うなぎ丼等のテイクアウトも行っています。宴会等もお受けいたします。
テイクアウト・宴会は共に準備の都合にて前日までの予約としております。詳しくはお電話にて。

JR山陰本線松崎駅から徒歩1分の場所です。食事が出来て、足湯に浸かり、買い物もできます。15時以降はピンポンやカラオ
ケもできますよ。

自家焙煎のコーヒーと毎日仕込むハンバーグのメニューが自慢です。
7時50分のオープンから、全メニューのご注文が可能です。

全国第一号の国民宿舎として開業。湖畔に佇み、東郷湖を一望、眺める景色に心和む宿。
かけ流し天然温泉、料理長渾身の料理。料金以上の価値が嬉しい宿。

0858-32-0111 心と体を整え、本来の自分に還る宿。いつまでも見飽きることのない「水辺の風景」と「自然の音」があります。
日々ひたむきなあなたへ贈る、大人の休息時間。湖畔のリトリート「養生館」

FAX 0858-32-0136

東郷湖に浮かぶようにして建つ、数寄屋造りの温泉宿。すべてのお風呂から湖水風景を楽しめます。

東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-62

0858-35-3731

東伯郡湯梨浜町526-1

0858-32-2180 回）。

東伯郡湯梨浜町はわい温泉21-1

0858-35-3621

東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-48

0858-48-5151 衛生管理のスペシャリスト集団が立ち上げたビジネス旅館です。

東伯郡湯梨浜町上浅津204-2

0858-35-4919

東伯郡湯梨浜町久留26-1

0858-35-3535

東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-25

0858-35-2221 用し、

まるで湖に浸っているような、源泉かけ流しの絶景露天が自慢です。
鳥取県と中国河北省の友好のシンボルとして建設された日本最大級の本格的な中国庭園。中国雑技ショーを毎日公演(1日3
道の駅では鳥取県を代表する銘菓、特産品などを販売。
はわい温泉で唯一の自家源泉かけ流し。東郷湖の美しい眺めを満喫できる露天風呂は、心身共に癒されます。
又、グラウンド・ゴルフ（天然芝）も楽しめます。

浴室は広く、ガラス張りの天井から光が差し込み開放感いっぱいです。
大・中・小の3つの浴槽を備え、一度に50人は入れるほど大きな浴槽です。

日本唯一の湖上露天風呂や昨年リニューアルした館内大浴場と温泉も充実。全客室から湖が望め、料理も厳選した食材を使
山陰の味覚も楽しめます。コロナ対策をしつつ、お客様のご来館をお待ちしております。

施設名称

ゆアシス東郷龍鳳閣

ゆの宿彩香

旅館水郷

住所

電話番号

施設紹介

プールゾーンには、プールと27mのドラゴンスライダー。水着で入るスパゾーンは、7種類の浴槽と東郷湖を一望出来る露天

東伯郡湯梨浜町引地5607

0858-32-2622

東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-74

0858-35-3311

東伯郡湯梨浜町はわい温泉6-1

0858-35-3521 ます。

風呂など多彩な浴槽があり、裸で入る中国風呂もあって家族みんなで楽しめる。

東郷湖のほとりに建ち、風光明媚で落ち着いた雰囲気の湖畔の宿です。
ご宿泊利用のご夕食及びご朝食は共にお部屋食です。（※4名様まで）
かけ流しの温泉と手作りのひょうたんが名物。部屋食（多人数の場合は完全個室）で、安心してお食事をお楽しみいただけ
家族風呂もあります。

北栄
施設名称

コナン百貨店

花工房 あげたけ

(有)北条特販 道の駅北条公園

北条ワイン醸造所

民泊萬屋

610キッチン

住所

電話番号

施設紹介

東伯郡北栄町由良宿1293

0858-37-5037 コナン百貨店でしか手に入らないオリジナルTシャツ、文房具を多数販売しております。

東伯郡北栄町由良宿1603

0858-37-2010

東伯郡北栄町国坂1525-92

0858-36-4600

東伯郡北栄町松神608

0858-36-2015 ご見学はいただけませんが、贈答用はもちろん、直売所限定販売のレアなワイン等がございます。是非お立ち寄りくださ

東伯郡北栄町由良宿1159

0858-37-2121 1日1組限定ですので、ご家族やグループのご利用に最適です。夜は和紙ランプのやさしい灯りに囲まれて、お休みいただけ

東伯郡北栄町六尾284-2

0858-37-6610

国内外の珍しい花や植物を取り扱っております。花を贈る相手にあわせたフラワーギフト・グリーンギフトが得意です。
Instagramでも日々情報発信しております、お気軽にお問い合わせください。

地元特産のねばりっこやスイカ、メロン等、産直市場でお買い求め頂けます。
又隣接する食堂でも、ねばりっこ料理やねばりっこソフトが味わって頂けます。
北条砂丘地にて1944年よりブドウ栽培からワイン醸造まで一貫して行っているワイナリーです。
い。
民泊「萬屋（よろずや）」は、JR由良駅から徒歩8分のところにある民泊施設です。
ます。
北栄町産、県産の食材を手作りでお届けするお店です。
バリアフリーの店内のため、小さな子供づれのお客様やお年寄りまでご利用いただけます。

琴浦
施設名称

あぐりポート琴浦

あぐりポート琴浦 2号店

味処楽
あぶい蒲鉾
ABUI KITCHEN

一向平キャンプ場

遠藤石油株式会社

牛骨ラーメンたかうな

住所

電話番号

施設紹介

東伯郡琴浦町別所243

0858-55-6336

東伯郡琴浦町別所1031-1

0858-55-7700

東伯郡琴浦町八橋221-2

0858-53-6006 地元の魚貝類を主として、新鮮な物を仕入れて調理しています。

東伯郡八橋363-2

0858-52-2750

東伯郡琴浦町野井倉688-130

070-21613315

練り製品の揚げたてはとても絶品であるが、とっとりバーガーフェスタにおいて全国第4位になっている
「琴浦あごかつカレーバーガー」の醍醐味は他に類をみない。

2020年6月にリニューアルオープンした大山隠岐国立公園内のキャンプ場。雄大な自然の中でアウトドアライフを。
大山滝へのトレッキングもおすすめ。BBQハウスやスープランチも楽しめます。火曜日定休。

東伯郡琴浦町八橋224-3

0858-52-2887 ENEOSマークのGSです

東伯郡琴浦町下伊勢527-6

0858-53-2550 鳥取県のご当地グルメ「牛骨ラーメン」を提供するお店です。
0858-53-0006

くつろぎ亭ひこべえ

中華料理味園

東伯郡琴浦町徳万276-3

(k.たにだ）

0858-52-1028

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、海鮮丼など豊富なメニューでおもてなし！

（ひこべえ）

東伯郡琴浦町丸尾109-1

0858-52-2585

当店おすすめのから揚げ、スーラータンをはじめボリューム満点の各種定食、一品料理。
麺類ライスセットなど、真心のこもった料理でおもてなし。テイクアウトもOK。1月1日以外年中無休。

施設名称

道の駅琴の浦
赤碕町漁協鮮魚直売センター
道の駅ポート赤碕
赤碕町漁協鮮魚直売センター

美好焼肉店

焼肉安陵

レストラングレイン

住所

電話番号

施設紹介

アクセスの良い山陰道沿いの道の駅琴の浦！お食事処「あかさき亭」漁協ならではの海の幸をおいしく、お値打ちにて提供

東伯郡琴浦町別所1030-1

0858-55-6080

東伯郡琴浦町大字別所255

0858-49-2020 漁協直営のお魚屋さんです。直営ならではの価格、鮮度が自慢です。夏は岩ガキ、白いかなど地方発送もお任せ下さい！！

東伯郡琴浦町徳万56-8

0858-53-1129

東伯郡琴浦町八橋1370-14

0858-52-2629 八橋駅のすぐ近くで9号線沿いにあります。駐車場のまわりに桜とつつじが目印です。

東伯郡琴浦町八橋392-2

0858-52-1211 地元食材を使用し、手作りの味を提供する洋食店です。あごカツカレー、カニクリームコロッケは好評です。

しています。鮮魚、お刺身もおすすめです！！

鳥取和牛をメインにした焼肉店です。サイドメニューも充実。
広い座敷、テーブル席もあり、大小宴会からおひとり様まで気軽にお越し頂けます。

蒜山
施設名称

いち福

岡山ひるぜん貸別荘ピーターパン

休暇村蒜山高原

コテージ蒜山の森

粋呑房（すいとんぼう）

農家レストラン蒜膳

蒜山貸別邸 欅庵

蒜山倶楽部Nadja

蒜山グランピングコテージ森の散歩

ヒルゼン高原センター

蒜山サイクリングサービス

ひるぜん塩釜キャンピングビレッジ

ひるぜんジャージーランド

ひるぜんワイナリー

フランス料理グリーンゲイブルス

住所

電話番号

施設紹介

蒜山高原の焼肉店。

岡山県真庭市蒜山中福田207-5

0867-66-5366 おすすめメニュー/各種焼肉、ラム焼肉、ラムライス、ラムプレート、ひるぜん焼きそば、冷麺

真庭市蒜山上福田1205-144

0867-45-7600

真庭市蒜山上福田1205-281

0867-66-2501

真庭市蒜山本茅部596-49

0867-45-7120

真庭市蒜山上福田1205-403

0867-66-3190 が人気メニューとなっています。ドリンクメニュー、単品メニューも充実していますので、夜ゆっくりと食事を楽しむのも

真庭市蒜山上長田905-3

0867-44-1183 蒜山産のお米と野菜を中心に旬の食材でランチを提供しています。夏季は野菜冷麺や野菜果物蜜のかき氷もございます。

岡山県真庭市蒜山富山根302-3

0867-66-4592 自然豊かな蒜山エリアのほぼ中心にあり、一日一組様限定のお宿です。贅沢な蒜山ステイを実現してみて下さい。

真庭市蒜山下福田1-303

0867-66-5433

真庭市蒜山本茅部596-55

0867-66-3793

真庭市蒜山上福田1205-197

0867-66-3600

真庭市蒜山上長田402-2

特にラム料理がおすすめです。
自然豊かな蒜山高原で一棟丸ごと貸し切りコテージステイしませんか。全10棟にBBQデッキ完備。
プライベートドッグランも米子蒜山ICを降りて5分！蒜山高原センターや温泉にもアクセス良好。コロナ対策実施中

客室や天然ラドン温泉の展望浴場から蒜山三座が一望でき、夕食はジンギスカン料理や蒜山ジャージー牛のローストビーフ
をはじめとした約50種類の高原グルメをビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。

屋根付きBBQデッキを備えたログハウスが4棟。タープテントのあるウッドデッキやジャグジー、愛犬との同宿がOKな棟な
ど、お客様に合ったコテージをお選びいただけます。また、様々なアクティビティもご用意しています。
蒜山やきそばや蒜山おこわ、蒜山そばと、名物が食べられます。今はドングリや栗、じねんじょで育ったいのしし肉の餃子
ありかも・・。又、時期の山の幸海の幸のおいしいものも提供しています。テイクアウト、BBQメニューも豊富。

090-64399405

森の中に佇むレストラン＆貸別荘。レストランは蒜山のジャージー牛のサイコロステーク（ランチ\1,680）等地元食材を中
心にしたメニュー。貸別荘は人気のBBQテラスを設置し落ち着いた雰囲気に！！

極太丸太のログハウスでコテージグランピング！雨でも大丈夫なBBQガーデンやタープテント付きのアウトドアリビングが
あります。更に【渓流釣り】などのアクティビティ・オプションを追加して、旅をより良いものに！

ヒルゼン高原センターは名物ジンギスカン、ひるぜん焼そばが食べれるレストランと地域最大規模のお土産店。
山陰唯一の遊園地「ジョイフルパーク」があり、家族で一日中楽しめる施設です。

蒜山でレンタサイクルサービスをしております。当店の自転車はスポーツ自転車のみ。
スポーツ自転車で快適に蒜山をまわってもらいたいと思います。

ここは雄大な蒜山の大自然に囲まれた森の国。日本の名水が湧出る塩釜冷泉、おとなも子どもも楽しめるアクティビティ。

真庭市蒜山下福田27-50

0867-66-3959

真庭市蒜山中福田956-222

0867-66-7011 ジャージー牛肉が堪能できるレストランや濃厚なジャージー牛乳製品や手作りスイーツが豊富な売店があります。自然を感

真庭市蒜山上福田1250番地32

0867-66-4424 蒜山高原に自生している「ヤマブドウ」を栽培し、本格的なワインを醸造。工場見学もでき、カフェやショップも併設。

真庭市蒜山富山根694-326

0867-66-4919 した。

自然の恵みに触れながらちょっとリッチなアウトドア体験。さあ、みんなで楽しい冒険はじめよう！
ひるぜんジャージーランドは、上蒜山のすそ麓の広大な牧草地に囲まれた場所にあります。
じて楽しもう。

蒜山の自然に囲まれた一軒家のフランス料理店です。料理をゆったりした空間で味わって頂きたいと営業して25年を迎えま
来店の際には、お電話をお願いします。

施設名称

むさしや旅館

やまな食堂

住所

電話番号

施設紹介

観光に便利な「こじんまりとした田舎の宿」。旅館ならではの和会席と和室でおもてなし。

岡山県真庭市中福田138-3

0867-66-3010

真庭市蒜山上長田2050-2

0867-66-4113 秘伝のたれと味わい深いかしわ（親鳥）または、プリプリの牛ホルモンのコラボレーションを楽しみにお立ち寄りくださ

蒜山観光の拠点としてお気軽にご利用ください。無料でWi-Fiをご利用いただけます。
蒜山のご当地グルメ「ひるぜん焼そば」が味わえるお店です。
い。

その他
施設名称

砂丘会館

大漁市場なかうら

住所

電話番号

鳥取市福部町湯山2164

0857-22-6835

境港市竹内団地209

0859-45-1600

施設紹介

鳥取砂丘中央入り口の目の前に位置しており、砂丘観光前後のお食事、お買い物、ご休憩に一番便利です。
無料駐車場も完備しております。

カニをはじめとする鮮魚を中心に、一夜干し・蒲鉾・お菓子や鬼太郎グッズなど種類豊富な土産物店。
巨大な「がいな鬼太郎」石像（高さ7.7ｍ）が目印！！

クーポン券は左記のマークを提示している
鳥取中部の各店舗でご利用ができます。
ご宿泊や観光地の入館料、お食事やお買い物に
ご使用できます。

一般社団法人 鳥取中部観光推進機構
〒682-0022 鳥取県倉吉市上井町2丁目1-2 2F
TEL 0858-24-5024 FAX 0858-24-5074

