
2020.7.22 現在／順不同

№ 店舗名 ＴＥＬ

1 花のれん 鳥取市 瓦町526 0857-23-0494

2 春夏秋冬 シティーホテル店 鳥取市 戎町471　ｼﾃｨｰﾎﾃﾙ新館2F 0857-29-9000

3 Ｂistrot Ｆuraipan 鳥取市 栄町204-12 0857-29-1324

4 ＭＩＲＡＩ 鳥取市 末広温泉町163　MKビル2F 0857-68-1013

5 味覚のお宿 山田屋 タク配は終了しました。 0857-28-1004

6 山田屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 路庵かろばんや タク配は終了しました。 0857-31-3941

7 大阪王将 鳥取千代水店 鳥取市 安長226 0857-51-1755

8 大阪王将 鳥取吉成店 鳥取市 吉成779-1 0857-53-0567

9 観水庭こぜにや タク配は終了しました。 0857-23-3311

10 台湾水餃子 鳥取市 栄町755　Nextビル1F 0857-50-0272

11 炉端かば鳥取店　（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付飲食券 ご利用不可） 鳥取市 栄町608 0857-22-9900

12 旬のや 藤 鳥取市 末広温泉町251 0857-23-3800

13 焼肉 はるみ 鳥取市 永楽温泉町354 0857-22-6092

14 和食堂 せのお 鳥取市 永楽温泉町753　川戸ビル1F 0857-30-5556

15 居酒屋 北の大地 鳥取市 今町2丁目117 0857-21-3055

16 鳥取更科 鳥取市 南吉方2-57 0857-24-0482

17 炭火焼 ジュジュアン 鳥取市 末広温泉町751 0857-21-1919

18 ぐらっちぇ 鳥取市 末広温泉町271-4 0857-29-5300

19 ニクバル 鳥取店 鳥取市 末広温泉町770　ｼﾙｸﾊｳｽ1F 0857-36-2986

20 牛ざんまい 鳥取店 鳥取市 末広温泉町772 0857-54-1896

21 やきとり屋 すみれ 鳥取店 鳥取市 末広温泉町770-3 0857-51-1129

22 ジャパンズ 鳥取市 弥生町220 0857-24-3939

23 チコ＆田園　アンドナチュラル 鳥取市 青葉町2-101 0857-24-9988

24 ピッツェリア・レオーネ 鳥取市 末広温泉町159-7 0857-36-3654

25 カフェ・ダール　ミュゼ 鳥取市 東町2-124 鳥取県立博物館内 0857-20-2520

26 松花 鳥取市 川端3丁目220 0857-23-0668

27 TOTTORI COFFEE ROASTER 鳥取市 商栄町251-4 0857-30-7930

28 海鮮問屋村上水産 タク配は終了しました。

29 四季愉遊 たもや 鳥取市 永楽温泉町253-2 0857-24-5533

30 まつやホルモン店 タク配は終了しました。

31 キッチンカフェＥＮ 鳥取市 新105 0857-21-1112

32 旬海料理 ぎんりん 鳥取市 末広温泉町365 0857-21-4649

33 香豊堂 鳥取市 千代水1-68-2 0857-50-0884

34 ペペネーロ イタリア館 鳥取市 弥生町308-2  0857-27-4736

35 居酒屋 田田 鳥取市 栄町510 0857-27-2074

36 たみの木 鳥取市 末広温泉町774-3 0857-30-7680

37 御食事処 梓 鳥取市 湯所町2丁目501 0857-26-1785

38 居酒屋 小次郎 鳥取市 末広温泉町755　みうらﾋﾞﾙ1F 0857-29-1132

39 炭火焼 炭蔵 鳥取市 古海618-1 0857-30-7029

40 フレンチバル エピス 鳥取市 弥生町184 0857-24-2750

41 カナイチヤ 鳥取市 弥生町318　いながきﾋﾞﾙ1F 0857-29-1082

42 湖山更科 鳥取市 湖山町北5丁目245-2 0857-28-1708

43 Concierge 居酒屋 ＭＯＲＩ 鳥取市 末広温泉町356　ｸﾞﾚｰｽﾋﾞﾙ山白川2F 0857-29-5511

44 焼肉 宴楽 鳥取市 興南町80 0857-50-0025

45 Dining Bar Connect 鳥取市 末広温泉町271-1 0857-30-4552

46 カレーハウス CoCo壱番屋 宮長店 鳥取市 宮長16-1 0857-38-4848

47 カレーハウス CoCo壱番屋 湖山店 鳥取市 湖山町東5丁目205 0857-32-2304

48 あぶり屋食堂 鳥取市 行徳1-401 0857-22-2185

49 酒処 わさび 鳥取市 末広温泉町361  0857-51-1666

50 ｎｅｅ-ｍａｒｔ 県庁店 鳥取市 西町1-102 0857-50-0662

51 Bio café cokage 鳥取市 湖山町南3-236-1 0857-77-4023

52 味空間 こうりん坊 鳥取店 鳥取市 末広温泉町311 0857-21-5788

53 大人の居酒屋 こうりん屋敷 鳥取市 末広温泉町159 0857-29-0801

54 海鮮居酒屋 握りの頂天 鳥取市 末広温泉町311 0857-32-8178
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55 酒蔵 ろさんじん 鳥取市 末広温泉町304 0857-39-3666

56 うまいもん酒場 魚頂天 鳥取市 栄町107-1 0857-30-7778

57 和食 あさがお 鳥取市 富安2丁目93-1 0857-23-2105

58 mash CAFÉ 鳥取市 湖山町2-460-1　ﾎﾜｲﾄﾊｲﾂ 0857-30-6315

59 湖山大門 鳥取市 湖山町東1丁目147 0857-28-6040

60 ヴェルージュ 鳥取市 富安1丁目25 0857-27-1111

61 酒菜や  呵呵旨 鳥取市 栄町704-6 0857-50-0001

62 G's café-03 鳥取市 的場2丁目50-2 0857-53-7654

63 洋食堂 コロンバ 鳥取市 天神町11番地 0857-21-1415

64 大分からあげ みのつ家 鳥取市 吉方温泉町3丁目151-3　102号 070-6693-1793

65 居酒屋 玄 鳥取市 永楽温泉町357　1F 0857-54-1638

66 ビッグオニオン・ガディード 鳥取市 末広温泉町655-2 0857-27-5705

67 ﾚｽﾄﾗﾝ 仏区里屋 鳥取市 湖山町北4丁目237-3  0857-28-1593

68 たくみ割烹 鳥取市 栄町652 0857-26-6355 

69 カフェ アメリ 鳥取市 栄町203 0857-30-4091

70 炉端かば 湖山店 鳥取市 湖山町東2-160 0857-50-1535

71
（株）こころび(旬彩こころび。鳥取美食

こころび、山陰の魚と天ぷらこころび)
鳥取市 末広温泉町451番地 0857-24-6528

72 ごはん処 結や 鳥取市 二階町1丁目209 0857-24-6848

73 大戸屋 ごはん処 鳥取湖山店 鳥取市 湖山町東4-20 0857-28-5117

74 ネギやっこ 鳥取市 弥生町131 0857-23-2511

75 （株）鳥取大丸 鳥取市 今町2丁目151番地 0857-25-2111

76 キッチンカフェ いくうかん 鳥取市 大杙203-1 0857-29-0029

77 ﾁｬｲﾆｰｽﾞｷｯﾁﾝ しの和ガーデン 鳥取市 今町1-123 0857-29-8202

78 TREES COFFEE COMPANY 鳥取市 商栄町203-6 0857-32-8200

79 café スマイル工場 鳥取市 末広温泉町154 0857-51-0225

80 石窯ダイニングcumin 鳥取市 富安２丁目76　前川ﾏﾝｼｮﾝ106号 0857-21-1871

81 ごはん屋 ココデエエガ 鳥取市 吉成772-44 090-8201-9422

82 かに大陸 鳥取市 賀露町西3丁目13-7 0857-32-2525

83 モンクス 鳥取市 今町1-162 080-1902-4210

84 御銀 鳥取市 今町2丁目118 0857-30-5766

85 創作鉄板ダイニング えん家 鳥取市 瓦町560　コスモビル1F 0857-50-1848

86 居酒屋 ごえもん 鳥取市 湖山北6丁目 0857-31-0069

87 ドロップイン鳥取 鳥取市 今町2丁目276 0857-30-0311

88 森の隠れ家 bento picclo 鳥取市 田園町4丁目116 0857-51-1556


