
　

1 鳥取市 小売業

協同組合鳥取駅前食品市場

青果店、野菜・精肉直産店、

鮮魚・干物店、駅前いちば食堂

など　１０店舗

680-0834 鳥取市永楽温泉町263 0857-24-0645
1,000円以上の買い物につき５％値引き。又はそれに準ず

るサービス。直産コーナーは一部使用可。

8：00～18：00

駅前市場食堂

8:30-10:00

（土日祝祭日のみ）

11:30-14:30

17:30-22:00

水曜日、元日

（GW・盆・年末

年始は営業）

2 鳥取市 道の駅・お土産販売
道の駅　清流茶屋　かわはら

物産館　鮎遊座（あゆざ）
680-1213 鳥取市河原町高福837 0858-85-5331 ５％割引 9：00～19：00 無休 http://yakamihime.com/

3 鳥取市 飲食業
café  AndAle
カフェ アンドエール

680-0831
鳥取市栄町752

ホテルレッシュ１F
0857-51-1001

ランチ後のデザートサービス

ディナー時に１ドリンクサービス
11：30～23：00 月曜日 http://andale.bac-bac.com/

4 鳥取市
ビアパブ（クラフト

ビール製造・販売） Beer Bonds AKARI
　ビア　ボンズ　アカリ 680-0831 鳥取市栄町759 0857-23-7000 ソフトドリンク １杯サービス 18：00～24：00 月曜日・火曜日

5 米子市 旅館業 皆生グランドホテル天水 683-0001 米子市皆生温泉4-18-45 0859-33-3531
宿泊・直接申し込みは定価の10％引

（特別割引商品は除く）
― ― http://www.kaike-grandhotel.co.jp/

6 米子市 レストラン
ホテルハーベストイン米子

レストランプライムタイム
683-0036 米子市弥生町8-27 0859-31-1111 お食事10％オフ。但しパーティープランを除く。 7：00～21：00

無

但し貸切営業有
http://www.harvestin.com/

7 米子市 レストラン
レストラン

Ｌｅ　Ｐｏｒｔ　（ル・ポルト）
683-0043

米子市末広町294

米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ内
0859-35-8166 メニュー全ての大盛り無料サービス 11：00～21：00 第１・第３月曜日 http://leport.org/

8 米子市 喫茶、珈琲豆の販売
カフェ・ドキタガワ

しんまち店
683-0805

米子市西福原2-1-10

しんまち天満屋１階
0859-35-1627 1,000円以上お買い上げの方、10％off 10：00～19：30

米子しんまち

天満屋に準ずる
http://kitagawa-coffee.co.jp/05-company/company-02.htm

9 米子市 飲食業 BAL ふりーだむ 683-0801 米子市新開7-20-2　　　　　　　090-6844-3726 ランチ　トッピング１品無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナイト　ドリンク１杯無料　
ランチ  11：00～15：00

ナイト　18：00～23:00
不定休 http://www.bal-freedom.com/

10 米子市 ホテル内レストラン
米子ワシントンホテルプラザ

銀座（レストラン）
683-0053 米子市明治町125　　　　　　　0859-31-9111

銀座：ご飲食代金　5％off

宴会：お1人様5,200円（税込）プラン以上を20名様以上

ご利用で、お1人様分無料

銀座：11：30～14：00

17：30～22：00

宴会：9：00～21：00

年中無休 http://washington.jp/yonago/

11 倉吉市 飲食
ホテルセントパレス倉吉

カフェレストラン　サンジェルマン
682-0022 倉吉市上井町１-9-2 0858-26-8866 レストランお食事代５％割引 10：00～20：30 元日 http://www.stpalace.jp/

12 境港市
観光土産販売

（免税店）

（有）システムサンイン

水木ロード土産店　１Banchi
680-0824 境港市松ヶ枝町１番地 0859-44-2808 粗品プレゼント 9：00～17：00 不定休

13 境港市 和食 お食事処　海堂 684-0046 境港市竹内団地277 0859-21-7070 ２割引 11：00～21：30 なし http://sakaiminato-kaido.com/

14 境港市 飲食業 ごはん屋　漁火
　　　　　　　　　　　　　いさりび

684-0033 境港市上道町2075-4 0859-42-6039
ランチ　２割引

夜　　　１０名様以上で幹事さん無料

11：00～14：30

17：00～19：30
水曜夜・木曜日 http://sanin-net.com/isaribi/index.html

15 境港市 パン販売・喫茶業
(有) 神戸ベーカリー

水木ロード店
684-0005 境港市松ヶ枝町31 0859-44-6265 お買上１０％引 9：00～18：00 水曜日

16 境港市 飲食・仕出し業 お食事処　峰 684-0016 境港市花町1-4 0859-42-2601 ワンドリンクサービスいたします。

ランチ11：00～

14：30（オーダーストップ）

ディナー17：00～

20：30（オーダーストップ）

火曜日（祝祭日の

場合は営業）
https://hitosara.com/0004013774/?cid=ovt_yg_ss_0099527

市町村名№ 営 業 時 間 定休日

公益財団法人鳥取県消防協会

ＨＰ等 アドレス業　種 登　録　店 〒 住 　所 電話番号 特　　典

　　　　　　　　　　　　　　全国消防団応援の店（鳥取県内）

http://andale.bac-bac.com/
http://www.bal-freedom.com/
http://washington.jp/yonago/


　

市町村名№ 営 業 時 間 定休日

公益財団法人鳥取県消防協会

ＨＰ等 アドレス業　種 登　録　店 〒 住 　所 電話番号 特　　典

　　　　　　　　　　　　　　全国消防団応援の店（鳥取県内）

17 境港市 飲食業 美食倶楽部
びしょくくらぶ

　ぶっこん亭
てい

684-0043 境港市竹内町3659-5 0859-21-0902 お一人様１回、最初のドリンク無料
11：30～14：30

18：00～23：00

月曜日

火曜日の昼

18 境港市 飲食業 麺屋
めんや

やまもと 684-0013 境港市朝日町66 0859-42-2408 大盛　無料（通常は∔１２０円） 11：00～14：00 日曜日 http://www.menyayamamoto.com/

19 境港市 スナック スナック ＢＩＧ　ＭＡＭＡ 684-0025 境港市本町40 0859-44-6780 生ビール、ドリンク１杯無料 20：00～1：00 水曜日

20 三朝町 旅館業 渓泉閣
けいせんかく

682-0122 東伯郡三朝町山田180 0858-43-0828
食事（昼食・夕食）を伴う利用で団員証を提示された方の

み、ワンドリンクサービス（種類限定）
7：00～22：00 不定休 http://www.keisenkaku.com/

21 北栄町 ホテル業 ビジネスホテル　ピットイン大栄
だいえい

689-2221 東伯郡北栄町由良宿1371-2 0858-37-3619
団員証（もしくは消防団員と判断できるもの）の提示

で、宿泊料金10％off

チックイン　16：00～

チェックアウト　～10：00
年中無休 https://www.facebook.com/pitindaiei

22 日吉津村 旅館業 日吉津温泉　うなばら荘 689-3551 西伯郡日吉津村今吉218 0859-27-2018 宿泊・宴会の利用料の５％割引 ―
３月３１日

９月２９～３０日
http://unabarasou.jp/

23 大山町 フィールドアスレチック 森の国 689-3319 西伯郡大山町赤松634 0859-53-8036 入場料５０円引き（５名まで） 9：00～17：30 無休 http://www.japro.com/morinokuni/

24 大山町 飲食業　ラーメン ラーメン　さくら 689-3331 西伯郡大山町末吉431-2 麺の大盛り無料
平日　　11：00～19：30

土日祝　11：00～19：00

月曜日（祝日の

場合は翌日）

25 江府町 道の駅、飲食・物販
道の駅　奥大山

物産館マルシェ
689-4431 日野郡江府町佐川908-3 0859-75-3648 レストラン食事５％ＯＦＦ 8：00～20：00 無休 http://www.okudaisen.org/station/

http://www.menyayamamoto.com/
https://www.facebook.com/pitindaiei

