
店舗名称 住所 登録日 業種

スーパー居酒屋だいぜん 鳥取市栄町715 令和2年5月28日 飲食店

スナック漸 鳥取市末広温泉町304 令和2年5月28日 飲食店

山田屋ダイニング　路庵かろばんや 鳥取市賀露町北1-5-36 令和2年5月28日 飲食店

武蔵屋食堂 鳥取市職人町15 令和2年5月28日 飲食店

居酒屋小次郎 鳥取市末広温泉町755みうらﾋﾞﾙ1F 令和2年5月28日 飲食店

食酒処　いなば 鳥取市末広温泉町603 令和2年5月29日 飲食店

サロンバー　ひだまり 鳥取市瓦町519 令和2年5月29日 飲食店

スナックNO.８ 鳥取市末広温泉町205-2 令和2年5月30日 飲食店

ＬＥＧＥＮＤ 鳥取市吉方温泉1-623 令和2年5月30日 飲食店

Ｒｅ：ｍａｋｅ　カフェ・バー 鳥取市晩稲82-1 令和2年5月30日 飲食店

ル・ランデヴー 鳥取市弥生町260ﾗﾝﾃﾞｳﾞｰﾊｳｽ1F 令和2年5月30日 飲食店

空蝉 鳥取市弥生町375 令和2年5月30日 飲食店

れすとはうすロマン 岩美郡岩美町浦富1035 令和2年5月31日 飲食店

まだむ　小六 鳥取市弥生町244 令和2年5月31日 飲食店

ぽっかぽか 鳥取市弥生町276-3 令和2年6月1日 飲食店

ＭｏｄｅｍＢａｒＭＯＲＩＺＯ 鳥取市末広温泉町317 上山ﾃﾅﾝﾄ2F-1 令和2年6月1日 飲食店

ＳＮＡＣＫＵＲＵ 鳥取市弥生町341 ｱｰｸﾋﾞﾙ2F 令和2年6月1日 飲食店

夢 鳥取市弥生町287平尾ﾋﾞﾙ1階 令和2年6月1日 飲食店

優優 鳥取市弥生町332大山ﾋﾞﾙ1F 令和2年6月1日 飲食店

アコースティック倶楽部Ｗｅｓｔ 鳥取市弥生町391 令和2年6月1日 飲食店

晴輝 鳥取市末広温泉町158  ﾕｷﾋﾞﾙ2-2F 令和2年6月1日 飲食店

やきとり家すみれ鳥取店 鳥取市末広温泉町770-3 令和2年6月2日 飲食店

エトランゼ 鳥取市弥生町376Gﾋﾞﾙ2F 令和2年6月2日 飲食店

砂丘センター　見晴らしの丘 鳥取市瓢町湯山2083 令和2年6月2日 飲食店

ラウンジ香夢 鳥取市弥生町261 令和2年6月3日 飲食店

ラーメン　つけ麺　笑福 鳥取市安長278 令和2年6月3日 飲食店

ニクバルダカラ鳥取店 鳥取市末広温泉町770ｼﾙｸﾊｳｽ1F 令和2年6月3日 飲食店

Ｂｅａｃｈ　Ｃａｆｅ　＆　Ｏｕｔｄｏｏｒ　ＡＬＯＨＡ 岩美郡岩美町大字陸上636-22 令和2年6月3日 飲食店

ＤＮＡ 鳥取市末広温泉町753 川戸ﾋﾞﾙ2F 令和2年6月3日 飲食店

ラ・ポルト・デュ・それいゆ 鳥取市弥生町338それいゆ4F 令和2年6月3日 飲食店

スターライトバー・ソレイユ 鳥取市弥生町338それいゆ5F 令和2年6月3日 飲食店

四季愉遊たもや 鳥取市永楽温泉町253-2 令和2年6月4日 飲食店

元町倶楽部 鳥取市元町124 1F 令和2年6月4日 飲食店

味楽庵　なか山 鳥取市本町2-218 令和2年6月4日 飲食店

炭火焼ジュジュアン 鳥取市末広温泉町751 令和2年6月4日 飲食店

Ｏｌｉｖｅ 鳥取市弥生町338 それいゆﾋﾞﾙ2F 令和2年6月4日 飲食店

vague 鳥取市弥生町294 令和2年6月4日 飲食店

砂丘の家　レイガーデンカフェ 鳥取市福部町湯山2164-804 令和2年6月4日 飲食店
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店舗名称 住所 登録日 業種

ピッツェリアレオーネ 鳥取市末広温泉町159-7ﾊﾟｽﾃﾙ i 令和2年6月4日 飲食店

さんこうえん砂丘店 鳥取市福部町湯山2164-807 令和2年6月4日 飲食店

Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔ 鳥取市末広温泉町271-1 令和2年6月4日 飲食店

カフェピアーチェ 鳥取市末広温泉町704 令和2年6月4日 飲食店

Rivla 鳥取市弥生町175 令和2年6月4日 飲食店

スナック　コレクション 鳥取市弥生町338  それいゆﾋﾞﾙ3F 令和2年6月5日 飲食店

焼鳥よし田 鳥取市正蓮寺136-2 令和2年6月5日 飲食店

小幸 鳥取市弥生町309 令和2年6月5日 飲食店

スナック　リベル 鳥取市弥生町376 令和2年6月5日 飲食店

ｋＩＴＣＨＥＮいただき 鳥取市青谷町青谷4027-1 令和2年6月5日 飲食店

ＢＬＥＮＤＡ 鳥取市末広温泉町753川戸ﾋﾞﾙ1階 令和2年6月5日 飲食店

ＰＡＳＨＡ 鳥取市末広温泉町758 2F 令和2年6月5日 飲食店

炭火焼肉炭蔵 鳥取市古海824ｰ20 令和2年6月5日 飲食店

キャロル 鳥取市弥生町341ｱｰｸﾋﾞﾙ2F 令和2年6月5日 飲食店

久松うどん　はなしょう 鳥取市東町3-362-1 令和2年6月5日 飲食店

お好み工房　こな 鳥取市末広温泉町773 令和2年6月5日 飲食店

伽羅木 鳥取市弥生町302-1 令和2年6月5日 飲食店

焼肉まさしげ　湖山店 鳥取市湖山町東5-209 令和2年6月5日 飲食店

スナック　いまざと 鳥取市弥生町315 都ﾋﾞﾙ1F 令和2年6月5日 飲食店

SILK 鳥取市末広温泉町121 令和2年6月5日 飲食店

もつ宗 鳥取市扇町139 令和2年6月6日 飲食店

大江ノ郷自然牧場　大江ノ郷ヴィレッジ 八頭郡八頭町橋本877 令和2年6月6日 飲食店

大江ノ郷自然牧場　ココガーデン 八頭郡八頭町橋本877 令和2年6月6日 飲食店

どらめし 鳥取市栄町721 令和2年6月6日 飲食店

マクドナルド鳥取丸山店 鳥取市松並町2-101-1 令和2年6月6日 飲食店

マクドナルドカインズモール鳥取店 鳥取市古海514-1 令和2年6月6日 飲食店

マクドナルドイオンモール鳥取北店 鳥取市晩稲348 令和2年6月6日 飲食店

マクドナルド鳥取店 鳥取市天神町1 令和2年6月6日 飲食店

大阪王将鳥取吉成店 鳥取市吉成779-1 令和2年6月6日 飲食店

ばりうま鳥取トリニティモール店 鳥取市南隈541ﾄﾘﾆﾃｨﾓｰﾙB 令和2年6月7日 飲食店

焼鳥ぜん 鳥取市末広温泉町301ｰ2 令和2年6月7日 飲食店

うどんちよ志本店 鳥取市賀露町南2-4-5 令和2年6月8日 飲食店

Ｌｕｍｉｎｅ 鳥取市弥生町381-2ｸﾞﾚｰｽﾋﾞﾙ弥生2F 令和2年6月8日 飲食店

ラウンジ　グローリィー 鳥取市弥生町389 令和2年6月8日 飲食店

因幡食楽　榮華 鳥取市弥生町389 令和2年6月8日 飲食店

居食亭　くらもち 鳥取市弥生町252 令和2年6月8日 飲食店

Gypsophila 鳥取市末広温泉町354 ｸﾞﾚｰｽﾋﾞﾙ末広2F 令和2年6月8日 飲食店

魚頂天 鳥取市西町1-210 東邦ﾋﾞﾙ5F 令和2年6月8日 飲食店

こうりん屋敷 鳥取市末広温泉町159 令和2年6月8日 飲食店

こうりん坊鳥取店 鳥取市末広温泉町311 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ末広311 2F 令和2年6月8日 飲食店
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海鮮居酒屋握りの頂天 鳥取市末広温泉町311ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ末広311ﾋﾞﾙ1階 令和2年6月8日 飲食店

たみの木 鳥取市末広温泉町774-3 令和2年6月8日 飲食店

ぐらっちぇ　本店 鳥取市末広温泉町271-4 令和2年6月8日 飲食店

ＤＮＡ 鳥取市末広温泉町753 川戸ﾋﾞﾙ2F 令和2年6月8日 飲食店

ろさんじん 鳥取市末広温泉町304 令和2年6月8日 飲食店

割烹スナック 菊水 鳥取市気高町勝見695-21 令和2年6月8日 飲食店

うどんちよ志南吉方店 鳥取市南吉方1-25 令和2年6月8日 飲食店

スナック奈奈 鳥取市弥生町386佐々木ﾋﾞﾙ1F 令和2年6月8日 飲食店

大阪王将鳥取千代水店 鳥取市安長226 令和2年6月9日 飲食店

鳥取ワシントンホテルプラザ　チャイナテーブル 鳥取市東品治町102 令和2年6月9日 飲食店

鳥取ワシントンホテルプラザ　銀座 鳥取市東品治町102 令和2年6月9日 飲食店

Ｃｏｆｆｅｅ＆Ｂａｒ　バーブン 鳥取市吉方温泉1-657-2-1F 令和2年6月9日 飲食店

カラオケ喫茶　たぁちゃん 鳥取市今町1-264-2 令和2年6月9日 飲食店

たえ屋 鳥取市南町903ﾀｴﾔﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 令和2年6月9日 飲食店

パーラー株湯 鳥取市吉岡温泉町466 令和2年6月9日 飲食店

割烹のれん　司 鳥取市弥生町301 令和2年6月9日 飲食店

しの和ガーデン 鳥取市今町1-123 令和2年6月9日 飲食店

砂丘そば 鳥取市東品治町111-1 JR鳥取駅構内 令和2年6月9日 飲食店

cafe　SOURCE 鳥取市弥生町227 ｸﾞﾚｰｽﾋﾞﾙ2F 令和2年6月9日 飲食店

元氣亭 鳥取市商栄町202-2 令和2年6月9日 飲食店

陽や 鳥取市瓦町205 令和2年6月9日 飲食店

らーめん・肉丼ぶり　吉成鶏白湯　鶏神 鳥取市吉成南町1-24-2 令和2年6月9日 飲食店

牛ざんまい　鳥取店 鳥取市末広温泉町772 令和2年6月9日 飲食店

焼肉屋大平門　湖山店 鳥取市岩吉195-6 令和2年6月9日 飲食店

炭火焼肉大平門　雲山店 鳥取市新字上沢107-2 令和2年6月9日 飲食店

居酒屋あいうえお 鳥取市弥生町221 令和2年6月10日 飲食店

カナイチヤ 鳥取市弥生町318いながきﾋﾞﾙ1F 令和2年6月10日 飲食店

レストラン　シェ・ヒロ 鳥取市賀露町西3-24ｰ19 令和2年6月10日 飲食店

らーめん因幡 鳥取市弥生町232 令和2年6月11日 飲食店

お食事・喫茶ぼんぼり 鳥取市用瀬町別府33-3 令和2年6月11日 飲食店

台湾水餃子 鳥取市栄町755Next.ﾋﾞﾙ1F 令和2年6月11日 飲食店

カフェ・ダール　ミュゼ 鳥取市東町2-124 令和2年6月11日 飲食店

ダイニングスペースKo-nanKaku R 鳥取市富安1-148 令和2年6月11日 飲食店

ジャパンズ 鳥取市弥生町220 令和2年6月11日 飲食店

ゆめや　イオンモール鳥取北店 鳥取市晩稲348 令和2年6月12日 飲食店

本家夢家　扇町店 鳥取市扇町130 TMKﾋﾞﾙ1F 令和2年6月12日 飲食店

とっとり屋　湖山店 鳥取市湖山町北1-454-6 令和2年6月12日 飲食店

とっ鳥屋　東店 鳥取市立川町5-50-14 令和2年6月12日 飲食店

とっ鳥屋　末広店 鳥取市末広温泉町771 令和2年6月12日 飲食店

ｃａｆｅ　ｆｏｏｌｉｓｈ　ｈｅａｒｔ 鳥取市浜坂3-4-19 令和2年6月12日 飲食店
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イタリア料理　びーどろ亭 鳥取市国府町新町2-254 令和2年6月12日 飲食店

サンタクララ 鳥取市永楽温泉町253-2 2F 令和2年6月12日 飲食店

焼肉まほら 鳥取市弥生町294ｷﾞｬｻﾞﾋﾞﾙ3-10-1 令和2年6月12日 飲食店

スノーラスカル 鳥取市雲山115-40 令和2年6月12日 飲食店

ＢＡＲアジト 鳥取市弥生町331中井ﾋﾞﾙ2F 令和2年6月12日 飲食店

スナック澪 鳥取市弥生町315 都ﾋﾞﾙ1F 令和2年6月13日 飲食店

和ごころ　上田 鳥取市徳尾131-32 令和2年6月13日 飲食店

パザパ 鳥取市扇町101ﾊﾟｻﾞﾊﾟｶﾞｰﾃﾞﾝ2F 令和2年6月14日 飲食店

居酒屋美海 鳥取市弥生町388 令和2年6月14日 飲食店

ＰｕｂｌｉｃＨｏｕｓｅ　ＴＯＲＩＮＯＳ 鳥取市栄町723 令和2年6月14日 飲食店

ｃａｆｅ　ＡｎｄＡｌｅ 鳥取市栄町752 ﾎﾃﾙﾚｯｼｭ1F 令和2年6月14日 飲食店

カフェデルマー 鳥取市青谷町井手271-1 令和2年6月15日 飲食店

鳥取いなば　有隣荘 鳥取市国安895 令和2年6月15日 飲食店

ふぐむあん 鳥取市福部町湯山323-1 令和2年6月15日 飲食店

スナック　紅梅 鳥取市末広温泉町109 ﾅｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ2号 令和2年6月15日 飲食店

ＭｏｎＲｏ 鳥取市弥生町382 弥生ﾋﾞﾙ1F 令和2年6月15日 飲食店

大将軍 鳥取市富安2-144 令和2年6月15日 飲食店

スナック綾 鳥取市末広温泉町205-2 令和2年6月15日 飲食店

日本料理　淳 鳥取市永楽温泉町257 令和2年6月15日 飲食店

カフェテラス　カトレヤ 鳥取市安長167-5 令和2年6月15日 飲食店

北の大地 鳥取市今町2-117 令和2年6月16日 飲食店

わかさカフェレトロ 八頭郡若桜町若桜345ｰ1 令和2年6月16日 飲食店

ごはんとおみやげ　ヤマネヤ 八頭郡若桜町若桜356ｰ1 令和2年6月16日 飲食店

韓国焼肉トントン 鳥取市栄町312 令和2年6月16日 飲食店

中華菜館雷安 鳥取市富安1-153 令和2年6月16日 飲食店

ｎｅｅ－ｍａｒｔけんちょうまえ瓦町本店 鳥取市瓦町409ふれあい横丁1号室 令和2年6月17日 飲食店

ｎｅｅ－ｍａｒｔ県庁前店 鳥取市西町1-102 令和2年6月17日 飲食店

ＴＲＥＥＳ　ＣＯＦＦＥＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ハートランドマミー店 鳥取市商栄町203-6 令和2年6月17日 飲食店

ＴＲＥＥＳ　ＣＯＦＦＥＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ布勢運動公園店 鳥取市布勢146-1 令和2年6月17日 飲食店

韓国焼肉トントン 鳥取市栄町312 令和2年6月17日 飲食店

ｃａｆｅ－ｎｅｅ 鳥取市瓦町409ふれあい横丁2号室 令和2年6月17日 飲食店

炉端かば　鳥取湖山店 鳥取市湖山町東2-160 令和2年6月17日 飲食店

鮨小雅 鳥取市田園町4-122 令和2年6月18日 飲食店

Ｂｉｏ　ｃａｆｅ　ｃｏｋａｇｅ 鳥取市湖山町南3-236-1 令和2年6月18日 飲食店

シック 鳥取市川端2-104 令和2年6月18日 飲食店

３９　ｂｅｒｒｙ　ｆａｒｍ 鳥取市元町123 令和2年6月19日 飲食店

道の駅西いなば気楽里 鳥取市鹿野町岡木280-3 令和2年6月19日 飲食店

L plus 鳥取市末広温泉町369 令和2年6月19日 飲食店

Moussy -Nexus- 鳥取市末広温泉町272 令和2年6月19日 飲食店

割烹よし味 鳥取市弥生町341 令和2年6月19日 飲食店
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店舗名称 住所 登録日 業種

３９　ｂｅｒｒｙ　ｆａｒｍ 鳥取市元町123 令和2年6月19日 飲食店

牛ざんまい鳥取店 鳥取市末広温泉町772 ｺｱｽｴﾋﾛﾋﾞﾙ1F 令和2年6月20日 飲食店

蝶ａｇｅｈａ 鳥取市末広温泉町308 2F 令和2年6月20日 飲食店

天然海水いけす海陽亭 鳥取市賀露町西3-27-1 令和2年6月22日 飲食店

気高遊漁センター 鳥取市気高町大字八束水2706-147 令和2年6月22日 飲食店

旬海料理ぎんりん 鳥取市末広温泉町365 令和2年6月22日 飲食店

おさかなダイニングぎんりん亭 鳥取市白兎613 令和2年6月22日 飲食店

すなば珈琲白兎店 鳥取市白兎613 令和2年6月22日 飲食店

すなばダイニング 鳥取市若葉台北1-1-1  公立鳥取環境大学学食 令和2年6月22日 飲食店

すなば珈琲鳥取市役所店 鳥取市幸町71 令和2年6月22日 飲食店

すなば珈琲鳥取駅前店 鳥取市栄町706 令和2年6月22日 飲食店

すなば珈琲賀露店 鳥取市賀露町西3-27-1 令和2年6月22日 飲食店

すなば珈琲鳥取砂丘コナン空港店 鳥取市湖山町西4-110-5 令和2年6月22日 飲食店

海鮮問屋村上水産鮮魚部 鳥取市永楽温泉町378 令和2年6月22日 飲食店

海鮮問屋村上水産鮮魚部鳥取大砂丘砂の美術館バス停前店 鳥取市福部町湯山2083-16 令和2年6月22日 飲食店

海陽亭きなんせ岩美 岩美郡岩美町新井337-4 令和2年6月22日 飲食店

居酒屋玄 鳥取市永楽温泉町357-1F 令和2年6月22日 飲食店

ラウンジ香夢 鳥取市弥生町261 令和2年6月22日 飲食店

Ｃａｆｅ　Ａｍｅｌｉｅ 鳥取市栄町203 令和2年6月22日 飲食店

Ｇ´ｓｃａｆｅ－０３ 鳥取市的場2-50-2 令和2年6月22日 飲食店

鹿野そば道場 鳥取市鹿野町鹿野2448-9 令和2年6月23日 飲食店

鹿野そば処 鳥取市鹿野町今市418-2 令和2年6月23日 飲食店

ｍａｓｈＣＡＦＥ 鳥取市湖山町北2-460-1 令和2年6月24日 飲食店

焼肉はるみ 鳥取市永楽温泉町354 令和2年6月24日 飲食店

姫八菜 鳥取市河原町高福837 令和2年6月24日 飲食店

ダイニングカフェ新 八頭郡若桜町若桜298 令和2年6月25日 飲食店

旬のや　藤 鳥取市末広温泉町251 令和2年6月26日 飲食店

スナック美佳 鳥取市瓦町519 ケンズビル 令和2年6月26日 飲食店

料理屋てしお 鳥取市川端1-107 令和2年6月28日 飲食店

味珈豆結 鳥取市佐治町福園29-7 令和2年6月29日 飲食店

スナック桜 鳥取市弥生町287平尾ﾋﾞﾙ1階 令和2年6月29日 飲食店

お食事処かに大陸 鳥取市賀露町西3-13-7 令和2年6月29日 飲食店

ナイトラウンジアール 鳥取市末広温泉町 355-2 レインボープラザ 601号 令和2年6月29日 飲食店

Ｇｅｍｉｎｉ 鳥取市末広温泉町355 レインボープラザ鳥取ビル6F 令和2年6月30日 飲食店

やきとりのこころ屋 鳥取市弥生町263-3　メッカビル 令和2年6月30日 飲食店

焼肉居酒屋ＭＯＲＩ鳥取大学前駅店 鳥取市湖山町北2丁目148 令和2年6月30日 飲食店

スナックＲｕｌｅ 鳥取市永楽温泉町357-2階 令和2年6月30日 飲食店

Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ居酒屋ＭＯＲＩ 鳥取市末広温泉町356　グレース白川ビル2階 令和2年6月30日 飲食店

スナック　パープル 鳥取市弥生町309 ゾンネビル 2F 令和2年7月1日 飲食店

ピープル 鳥取市弥生町291  2F 令和2年7月2日 飲食店
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店舗名称 住所 登録日 業種

アルパインヒュッテ 八頭郡若桜町つく米631-13 令和2年7月2日 飲食店

ｄｅａｒ．．． 鳥取市末広温泉町355レインボープラザ鳥取ビル５階502号 令和2年7月3日 飲食店

鳥取市安蔵森林公園 鳥取市河内1462-36 令和2年5月28日 宿泊施設

味覚のお宿　山田屋 鳥取市賀露町北1-5-36 令和2年5月28日 宿泊施設

あづまや旅館 鳥取市吉岡温泉町261 令和2年5月29日 宿泊施設

お宿　夢彦 鳥取市鹿野町今市8 令和2年5月30日 宿泊施設

福田屋旅館 鳥取市吉岡温泉町238 令和2年5月30日 宿泊施設

民宿　ニュー大谷 岩美郡岩美町大谷838 令和2年5月31日 宿泊施設

ペンション　クルーズ 岩美郡岩美町牧谷588-10 令和2年6月1日 宿泊施設

観水庭こぜにや 鳥取市永楽温泉町651 令和2年6月1日 宿泊施設

薬師湯　新生館 鳥取市吉岡温泉町753 令和2年6月1日 宿泊施設

山王谷キャンプ場・たんぽり荘 鳥取市佐治町中108-2 令和2年6月2日 宿泊施設

シーハウスうえきゅう 岩美郡岩美町浦富2475-336 令和2年6月2日 宿泊施設

ステージ浦富 岩美郡岩美町大字牧谷633-10 令和2年6月3日 宿泊施設

ホテルレッシュ鳥取駅前 鳥取市栄町752 令和2年6月4日 宿泊施設

鴻南閣 鳥取市富安1-148 令和2年6月5日 宿泊施設

民宿アロハ 岩美郡岩美町陸上 令和2年6月6日 宿泊施設

令和院　Ｌｅｉｗａ　Ｉｎｎ 鳥取市吉方温泉1-620-3 令和2年6月8日 宿泊施設

鳥取ワシントンホテルプラザ 鳥取市東品治町102 令和2年6月9日 宿泊施設

藤田旅館 鳥取市吉岡温泉町771 令和2年6月9日 宿泊施設

ＢＩＲＤ　ＳＴＡＹ　ＨＯＴＥＬ 鳥取市永楽温泉町556 令和2年6月11日 宿泊施設

ホテルモナーク鳥取 鳥取市永楽温泉町403 令和2年6月12日 宿泊施設

ホテルウェルネス因幡路 鳥取市松原343 令和2年6月18日 宿泊施設

温泉旅館　丸茂 鳥取市永楽温泉町458 令和2年6月18日 宿泊施設

白兎会館 鳥取市末広温泉町556 令和2年6月18日 宿泊施設

古民家太田邸 八頭郡八頭町富枝38 令和2年6月22日 宿泊施設

国民宿舎　山紫苑 鳥取市鹿野町今市972-1 令和2年6月23日 宿泊施設

ＯＯＥ　ＶＡＬＬＥＹ　ＳＴＡＹ 八頭郡八頭町下野331 令和2年6月25日 宿泊施設

ワイ　パブアンドホステル 鳥取市今町2-201 令和2年6月25日 宿泊施設

スーパーホテル鳥取駅前 鳥取市扇町5 令和2年6月30日 宿泊施設

高原の宿　氷太くん 八頭郡若桜町つく米635-13 令和2年7月2日 宿泊施設

酵素浴あいぷらす 鳥取市福部町細川241-1 令和2年6月1日 公衆浴場

吉岡温泉会館　一ノ湯 鳥取市吉岡温泉町666 令和2年6月1日 公衆浴場

宝喜温泉館 鳥取市気高町下光元691-2 令和2年6月8日 公衆浴場

しかの温泉館　ホットピア鹿野 鳥取市鹿野町今市418-2 令和2年6月23日 公衆浴場

山下理容所 鳥取市青谷町青谷3979-2 令和2年5月29日 理容業

古田進理容所 八頭郡智頭町大字奥本16-1 令和2年5月30日 理容業

ヘアーサロン　アヤ 鳥取市行徳1-106 令和2年5月30日 理容業

かっとはうす遊 鳥取市松並町1-162-5 令和2年5月30日 理容業

ヘアーサロン尾坂 八頭郡智頭町智頭2604-56 令和2年5月30日 理容業
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木島理容所 八頭郡若桜町若桜191 令和2年5月30日 理容業

ヘアー・スタジオ・V 岩美郡岩美町岩井517 令和2年5月30日 理容業

フェイセス 鳥取市東品治町114ｺｽﾓｽ駅南ﾋﾞﾙ1F 令和2年5月31日 理容業

ヘアーサロン入江 鳥取市吉方町1-431 令和2年5月31日 理容業

カットスタジオ　男爵 鳥取市湖山町北2-303-1 令和2年5月31日 理容業

有限会社アダムとイブ 鳥取市西町5-110 令和2年6月2日 理容業

カットハウス池本 鳥取市鹿野町鹿野1469-3 令和2年6月2日 理容業

ラッシュヘアー 鳥取市湖山町北1-308-1 令和2年6月2日 理容業

おしゃれサロンしんどう 八頭郡八頭町宮谷264-1 令和2年6月2日 理容業

アン・ファクトリー（アン美容室） 鳥取市栄町202 令和2年6月2日 理容業

ニューすみれ 鳥取市立川町5-50-23 令和2年6月3日 理容業

カットサロンヤスダ 鳥取市吉成313-15 令和2年6月3日 理容業

ヘアーサロン北山 鳥取市湖山町北6-330-20 令和2年6月3日 理容業

パール理容所 鳥取市二階町1-107 令和2年6月3日 理容業

山本理容室 鳥取市気高町勝見567-1 令和2年6月3日 理容業

ヘアーサロンファミリー 鳥取市湖山町東1-468-1 令和2年6月4日 理容業

ＨａｉｒＳａｌｏｎ　Ｊ．ＢＯＹ　タブチ 鳥取市田園町4-372 令和2年6月4日 理容業

門脇理容所 鳥取市本町4-216 令和2年6月4日 理容業

カットスペース　オアシス 鳥取市湯所町2-306 令和2年6月5日 理容業

おしゃれサロンおおくぼ 鳥取市桜谷468-1 令和2年6月5日 理容業

おしゃれ理容室　おぐら 八頭郡若桜町若桜1217-8 令和2年6月8日 理容業

ヘアーサロン坂本 鳥取市河原町佐貫832-4 令和2年6月10日 理容業

山根理容所 八頭郡八頭町安井宿1185-3 令和2年6月10日 理容業

安部理容所 鳥取市用瀬町用瀬254 令和2年6月10日 理容業

ヘアーリラクゼーション　ＧＥＮＴＬＥ 八頭郡八頭町郡家殿265-1 令和2年6月11日 理容業

理容　ツミヤ 八頭郡若桜町若桜1214-11 令和2年6月14日 理容業

タニグチヘアサロン 鳥取市栄町412 令和2年6月14日 理容業

カットハウスモア 鳥取市吉成777-43 令和2年6月15日 理容業

アール・ライズ 鳥取市山城町4-6 令和2年6月15日 理容業

カットハウスＹ 鳥取市御弓町19-1 令和2年6月18日 理容業

ヘアーサロン鳥取 鳥取市末広温泉町268 令和2年6月19日 理容業

アトリエ　シャルム 鳥取市用瀬町鷹狩672-8 令和2年6月19日 理容業

ネイルサロンＣｌｅａｒ 鳥取市扇町101 ﾊﾟｻﾞﾊﾟｶﾞｰﾃﾞﾝ7号 令和2年5月27日 美容業

ヘア＆エステ　ボヌール美容室 鳥取市卯垣 134-5 令和2年5月28日 美容業

美容室サニー 鳥取市江崎町41 令和2年5月30日 美容業

田中純子美容室 八頭郡八頭町才代268 令和2年5月31日 美容業

ビューティー巴亜麻 八頭郡八頭町奥谷191-10 令和2年5月31日 美容業

ビューティー髪ふうせん 鳥取市雲山南団地225-14 令和2年5月31日 美容業

ｔｅｒｒｃｅ　ｈａｉｒ　ｃａｒｅ 鳥取市吉成3-12-10 令和2年5月31日 美容業

アトリエパルファム 鳥取市山城町4-38 令和2年5月31日 美容業
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美容室　ワークス 鳥取市湯所町2-328 ﾏﾝｼｮﾝﾃﾞﾙﾌｨｰﾙ 1F 令和2年5月31日 美容業

クラップス 鳥取市国府町宮下1243-7 令和2年5月31日 美容業

レーブ　サリュー 鳥取市南隈480 令和2年5月31日 美容業

エステ　ソア 鳥取市南隈480 令和2年5月31日 美容業

レーブ　アバンセ 鳥取市今町1-127 令和2年5月31日 美容業

エステ　ジュレ 鳥取市今町1-127 令和2年5月31日 美容業

美容室りっつ 鳥取市湖山町西3-149-2 令和2年5月31日 美容業

カールファッションベル 鳥取市扇町103 令和2年6月1日 美容業

RILY Nail&Eyelash 鳥取市今町2-352-2 令和2年6月1日 美容業

ａｉｒ 鳥取市栄町601 令和2年6月1日 美容業

ＤＩＶＡ 鳥取市安長258-1 令和2年6月1日 美容業

ｈ鳥大前 鳥取市湖山町北1-419 令和2年6月1日 美容業

ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ　アトリエカラーズ 八頭郡八頭町久能寺656-1 令和2年6月1日 美容業

ビューティ　フローレスＭ 鳥取市行徳1-116 令和2年6月1日 美容業

美容室　flap 鳥取市秋里1240 令和2年6月1日 美容業

有限会社アダムとイブ 鳥取市西町5-110 令和2年6月2日 美容業

ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ａｐｈｒｏｄｉｔｅ 鳥取市吉成2-10-19 令和2年6月2日 美容業

ラッシュヘアー 鳥取市湖山町北1-308-1 令和2年6月2日 美容業

Ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｍａｋｅ　Ａｉｓｌｅ 鳥取市興南町71ｰ1 令和2年6月2日 美容業

美容室ホワイトバニー 鳥取市弥生町224 令和2年6月2日 美容業

rococo HATAYAMA 鳥取市吉方107-8 令和2年6月3日 美容業

フクタ美容室 鳥取市賀露町南1-6-39 令和2年6月3日 美容業

田村美容室 鳥取市美萩野1-112 令和2年6月3日 美容業

美容室Ｌｕｃｋｙ 鳥取市御弓町37-7 令和2年6月3日 美容業

ベル美容室 鳥取市気高町北浜3-23-1 令和2年6月4日 美容業

HAIR&RELAXATION LUCENT 鳥取市正連寺51 令和2年6月5日 美容業

ブリスヘアー 鳥取市的場136-3西山ﾋﾞﾙ1-D 令和2年6月5日 美容業

En famille 鳥取市雲山225-7 令和2年6月6日 美容業

hair room chocolate 八頭郡若桜町若桜1259-15 令和2年6月7日 美容業

ヘアメイク　ひな 鳥取市用瀬町鷹狩7644 令和2年6月7日 美容業

Nailsalon DIA 鳥取市永楽温泉町105-3 令和2年6月7日 美容業

ヘア・スペース時計 鳥取市松並町2-200-1 令和2年6月8日 美容業

ハーブ＆アロマ　ツインズ 鳥取市行徳1-106 令和2年6月9日 美容業

ビューティサロンたきえ 鳥取市相生町2-212-5 令和2年6月9日 美容業

レモン美容室 八頭郡八頭町宮谷235-44 令和2年6月10日 美容業

上山美容室 岩美郡岩美町岩井427 令和2年6月10日 美容業

クープなつ子 鳥取市叶1-1 令和2年6月10日 美容業

ｓｈｉｉ　ｂｙ　ｆａｍ． 鳥取市湖山町東1-117-40 令和2年6月11日 美容業

パルミエ 鳥取市西町2-415-2 西町ｸﾘｴｰﾄﾋﾞﾙ1階 令和2年6月11日 美容業

ブライダル　プロデユース縁　美容室エスカルゴ 鳥取市美萩野3-96 令和2年6月11日 美容業
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店舗名称 住所 登録日 業種

サンキューカット鳥取吉成店 鳥取市吉成南町1-24-2 令和2年6月12日 美容業

サンキューカット鳥取安長店 鳥取市安長256-6JAｸﾞﾘｰﾝ敷地内 令和2年6月12日 美容業

サンキューカット鳥取東店 鳥取市大杙205-2けんこうらんどｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ内 令和2年6月12日 美容業

美容室キュア 鳥取市湖山町北2-460-1 令和2年6月12日 美容業

リラクゼーションルーム　チャンドラ 鳥取市大工町頭23-7 令和2年6月12日 美容業

ミリュー美容室 鳥取市美萩野1-21 令和2年6月12日 美容業

美容室　私はローラ 鳥取市国府町新通り2-272 令和2年6月14日 美容業

美容室フィエール 鳥取市湖山町北2-953-3 令和2年6月14日 美容業

まつエク専門店エフスール 鳥取市湖山町西1-710 令和2年6月14日 美容業

美容室エフアルム 鳥取市湖山町西1-710 令和2年6月14日 美容業

アイディー 鳥取市興南町45 令和2年6月15日 美容業

エステティックサロンオンブラージュ 鳥取市大覚寺94-47 令和2年6月18日 美容業

美容室H²O 鳥取市若葉台南7-6-1 令和2年6月18日 美容業

ビューティプラザ・エル 鳥取市湖山町東1-779-8 令和2年6月20日 美容業

サロンド　コクシュール 鳥取市鹿野町鹿野1440-1 令和2年6月22日 美容業

美保美容室 鳥取市吉成510 令和2年6月22日 美容業

ＰＥＯＮＹ 鳥取市安長295-3ｸﾞﾗｰﾄﾞB 令和2年6月23日 美容業

プライベートエステサロンテノヒラ 鳥取市雲山137-52ｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ101 令和2年6月24日 美容業

アンプヘア 鳥取市賀露町北3-4-14-1 令和2年6月26日 美容業

ＣＬＡＰ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 鳥取市商栄町192 令和2年7月1日 美容業

ホワイト急便　大工町頭店 鳥取市大工町頭2 令和2年5月30日 クリーニング業

鴨河クリーニング店 鳥取市寿町631 令和2年6月3日 クリーニング業

トップドライ　マルイ国府店 鳥取市国府町新通り3-301-1 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便　ルート５３店 鳥取市吉成南町1-24-2 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便　こうなん店 鳥取市興南町75 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便　大覚寺店 鳥取市吉成3-12-6 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便　南吉方店 鳥取市南吉方3-301-1 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便空港通り店 鳥取市湖山町北4-219 令和2年6月8日 クリーニング業

ホワイト急便丸山店 鳥取市丸山町305-9 令和2年6月8日 クリーニング業

ホワイト急便城北高校前店 鳥取市西品治822-2 令和2年6月8日 クリーニング業

ホワイト急便丸山店 鳥取市丸山305-9 令和2年6月8日 クリーニング業

ホワイト急便商栄店 鳥取市商栄町151-3 令和2年6月8日 クリーニング業

ホワイト急便末広店 鳥取市末広温泉町159-10 令和2年6月8日 クリーニング業

コインランドリーしかの 鳥取市鹿野町今市1529-1 令和2年6月26日 クリーニング業

有限会社内藤製餡所 鳥取市行徳2-112-2 令和2年6月5日 製造業

アベ鳥取堂　弁当センター 鳥取市富安2‐28 令和2年6月18日 製造業

有限会社 福井印刷 鳥取市宮長21-4 令和2年6月19日 製造業

わかさ氷ノ山スキー場アルパインゲレンデ 八頭郡若桜町つく米631-13 令和2年7月2日 運輸業

浦富海岸島めぐり遊覧船 岩美郡岩美町大谷2182 令和2年6月1日 観光業

ブルーライン田後 岩美郡岩美町田後37-1 令和2年6月1日 観光業
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店舗名称 住所 登録日 業種

株式会社鳥取砂丘会館 鳥取市福部町湯山2164 令和2年6月3日 観光業

砂の美術館 鳥取市福部町湯山2083-17 令和2年6月4日 観光業

梨一筋百年さんこうえん 鳥取市福部町湯山1973 令和2年6月4日 観光業

氷ノ山自然ふれあい館　響の森 八頭郡若桜町つく米 令和2年6月4日 観光業

昭和おもちゃ館 八頭郡若桜町若桜430 令和2年6月5日 観光業

鳥取砂丘サンドボードスクール 鳥取市下味野302ｰ14 令和2年6月6日 観光業

株式会社新日本観光センター鳥取本社 鳥取市二階町3-206 令和2年6月13日 観光業

岩美町観光協会 岩美郡岩美町浦富783-8 令和2年6月20日 観光業

道の駅清流茶屋かわはら　物産館　鮎遊座 鳥取市河原町高福837 令和2年6月21日 観光業

道の駅神話の里白うさぎ 鳥取市白兎613 令和2年6月22日 観光業

鹿野往来交流館　童里夢 鳥取市鹿野町鹿野1353 令和2年6月23日 観光業

わらべ館 鳥取市西町3-202 令和2年6月25日 観光業

チュウブ鳥取砂丘こどもの国 鳥取市浜坂1157-1 令和2年6月25日 観光業

鳥取砂丘売店　サンコスモス 鳥取市福部町湯山2164-657 令和2年6月25日 観光業

株式会社読売旅行　鳥取営業所 鳥取市東品治町102　鳥取駅前ビル５階 令和2年7月2日 観光業

砂丘センター見晴らしの丘・テナント 鳥取市福部町湯山2083 令和2年7月3日 観光業

万年筆博士 鳥取市栄町605 令和2年5月29日 小売業

moco life style store 鳥取市千代水2-111 令和2年5月30日 小売業

Ｇ－ＹＯＵステーション大森 鳥取市青葉町1-212 令和2年5月30日 小売業

シューズ愛ランド　鳥取安長店 鳥取市安長277 令和2年6月1日 小売業

シューズ愛ランド　鳥取吉成店 鳥取市吉成南町1-2-20 令和2年6月1日 小売業

ワールドスペースＰＡＬ 鳥取市南吉方3-108 令和2年6月4日 小売業

エスマート湖山店 鳥取市湖山町北6-262 令和2年6月6日 小売業

エスマート川端店 鳥取市川端2-206 令和2年6月6日 小売業

エスマート末広店 鳥取市末広温泉町462-5 令和2年6月6日 小売業

エスマート緑町店 鳥取市立川町6-325 令和2年6月6日 小売業

エスマート桜谷店 鳥取市正蓮寺109 令和2年6月6日 小売業

エスマート吉成店 鳥取市吉成大曲779-1 令和2年6月6日 小売業

エスマートつのい店 鳥取市桂木251-1 令和2年6月6日 小売業

エスマート浜村店 鳥取市気高町浜村783-906 令和2年6月6日 小売業

エスマート徳尾店 鳥取市徳尾173-7 令和2年6月6日 小売業

エスマート鳥取南ＩＣ店 鳥取市河原町布袋198-1 令和2年6月6日 小売業

エスマート田園町店 鳥取市田園町4-142-3 令和2年6月6日 小売業

株式会社モア・コンフォート 鳥取市千代水2-130 令和2年6月8日 小売業

Ａｍ’ｓ＋ 鳥取市永楽温泉町163-3 令和2年6月9日 小売業

Ｕ－スタジオウシオ 鳥取市戎町117 令和2年6月9日 小売業

ケーズデンキ鳥取本店 鳥取市古海西加路田590 令和2年6月9日 小売業

カインズホーム鳥取店 鳥取市古海西加路田590 令和2年6月9日 小売業

鳥取県生協　東部河原支所 鳥取市河原町布袋597-1 令和2年6月9日 小売業

鳥取県生協　ミニCOCOステーション河原 鳥取市河原町布袋597-1 令和2年6月9日 小売業
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店舗名称 住所 登録日 業種

アベ鳥取堂　鳥取駅南口売店 鳥取市東品治町111‐1 令和2年6月9日 小売業

鳥取県生協　ココステーション吉成 鳥取市吉成731-1 大山乳業ﾌｧｰﾏｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ内 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　ココステーション千代水 鳥取市千代水1-133 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　ココステーションワカバダイ 鳥取市若葉台南7-108-12 ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｰｸ内 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　ココステーション的場 鳥取市的場2-81 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　ココステーション城北 鳥取市松並町2-160 城北ﾋﾞﾙ 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　ミニココ東部 鳥取市緑ヶ丘1-10-3 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　東部支所 鳥取市緑ヶ丘1-10-3 令和2年6月10日 小売業

澤井珈琲　鳥取店 鳥取市南隈541 ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙBｿﾞｰﾝ1F 令和2年6月11日 小売業

道の駅　きなんせ岩美 岩美郡岩美町新井337-4 令和2年6月11日 小売業

マルイ国府店 鳥取市国府町新通り3-301-1 令和2年6月11日 小売業

マルイ湖山店 鳥取市湖山町東1-122-1 令和2年6月11日 小売業

マルイ薬師町店 鳥取市薬師町51 令和2年6月11日 小売業

マルイ宮長店 鳥取市宮長28 令和2年6月11日 小売業

まんぼう 岩美郡岩美町牧谷砂浜690-204 令和2年6月11日 小売業

フランス雑貨シュシュ 鳥取市本町1-104 令和2年6月16日 小売業

リトット・マルシェ 鳥取市吉成南町2-1-11 令和2年6月16日 小売業

ディーハウス　クランツ 鳥取市湖山町東3-61 令和2年6月17日 小売業

ダイソー宮長店 鳥取市宮長28 令和2年6月19日 小売業

ダイソー国府店 鳥取市国府町新通り3-301-1 令和2年6月19日 小売業

喜久屋書店国府店 鳥取市国府町新通り3-301-1 令和2年6月19日 小売業

倉式珈琲国府店 鳥取市国府町新通り3-301-1 令和2年6月19日 小売業

バッカス湖山店 鳥取市湖山町東1-123 令和2年6月19日 小売業

バッカス宮長店 鳥取市宮長大字大坪28 令和2年6月19日 小売業

ｔａｏｎｅ 鳥取市川端1-218ﾎﾟﾚｽﾀｰ101 令和2年6月19日 小売業

ＮＯＬＬＹ＆ＴＨＥ　ＮＡＴＵＲＥＳ 鳥取市川端1-210 令和2年6月19日 小売業

鹿野おもしろ市場 鳥取市鹿野町今市418-2 令和2年6月23日 小売業

エディオン吉成店 鳥取市叶305 令和2年6月30日 小売業

寺村モータース 鳥取市福部町細川1337-1 令和2年5月28日 サービス業

まごころ庵 鳥取市杉崎476 令和2年5月31日 サービス業

葬仙　鳥取ホール 鳥取市商栄町171 令和2年6月1日 サービス業

葬仙　吉方ホール 鳥取市吉方153-7 令和2年6月1日 サービス業

葬仙　岩美ホール 岩美郡岩美町浦富645-9 令和2年6月1日 サービス業

２４／３６５ＦＩＴＮＥＳＳＧＹＭ　ＳーＢＯＤＹ２４ 鳥取市栄町755Next. B1F 令和2年6月1日 サービス業

パーソナルトレーニングＳーＢＯＤＹＧＹＭ鳥取商栄町店 鳥取市商栄町202ｰ3 令和2年6月1日 サービス業

パーソナルトレーニングＳーＢＯＤＹＧＹＭ鳥取駅南店 鳥取市扇町ﾊﾟｻﾞﾊﾟｶﾞｰﾃﾞﾝ1F1号 令和2年6月1日 サービス業

とっとり中央整骨院 鳥取市湖山町北3-201-14 令和2年6月5日 サービス業

トレーニングジム　HOGSTUDIO 鳥取市湖山町北3-201-14 令和2年6月5日 サービス業

ブライダルコア伊谷 鳥取市西町3-107 令和2年6月5日 サービス業

ホリデイスポーツクラブ鳥取 鳥取市立川町5-267-1 令和2年6月7日 サービス業
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店舗名称 住所 登録日 業種

有限会社エフエムエルサービス 鳥取市秋里923-7 令和2年6月9日 サービス業

スナックネージュ 鳥取市末広温泉町115 令和2年6月9日 サービス業

アイ・プラス薬局　南隈店 鳥取市南隈163-3 令和2年6月9日 サービス業

アイ・プラス薬局　叶店 鳥取市叶289-2 令和2年6月9日 サービス業

アイ・プラス薬局　上魚町店 鳥取市上魚町14-5 令和2年6月9日 サービス業

アイ・プラス薬局美萩野店 鳥取市美萩野1-49 令和2年6月9日 サービス業

アイ・プラス薬局　郡家店 八頭郡八頭町池田205-1 令和2年6月9日 サービス業

なんでもやまた 鳥取市千代水3-81 令和2年6月10日 サービス業

ホットヨガスタジオＬＡＶＡ 鳥取市南隈521-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ鳥取北外部棟1F 令和2年6月10日 サービス業

Vellugue 鳥取市富安1-25 令和2年6月10日 サービス業

サムロー 鳥取市河原町袋河原26 令和2年6月13日 サービス業

カーブス鳥取東 鳥取市大杙206-2 令和2年6月13日 サービス業

ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＭＡ′Ｏ 鳥取市湖山町東1-147-2 令和2年6月17日 サービス業

ワールドウィング 鳥取市南吉方1-73-3 令和2年6月17日 サービス業

麻雀　式部 鳥取市末広温泉町777 令和2年6月24日 サービス業

ふそうスポーツ整体院 鳥取市西品治801-7 令和2年6月26日 サービス業

ＯＳクリーン 鳥取市湖山町西3-149-3　カインド105 令和2年6月26日 サービス業

有限会社かみんぐさじ 鳥取市佐治町福園146-4 令和2年6月29日 サービス業

光琳 鳥取市西町1丁目210　東邦ビル5F 令和2年6月29日 サービス業

ベンテン 鳥取市西町1丁目210　東邦ビル5F 令和2年6月29日 サービス業

マンツーマントレーニングジムｍｉｔｔｅ 鳥取市松並町2丁目160番地城北ビル209号 令和2年7月3日 サービス業

ＴＲＡＩＬ　ＯＮ 鳥取市福部町湯山2164(鳥取砂丘) 令和2年5月31日 その他

フィットネス＆スパ　ゼロスポーツ 鳥取市南隈469 令和2年5月31日 その他

エスマート本部 鳥取市湖山町北3-303 令和2年6月6日 その他

エスマート食品研究所 鳥取市湖山町北3-301 令和2年6月6日 その他

日本海自動車学校 鳥取市湖山町東4-55 令和2年6月6日 その他

ヤマタホールディングス株式会社 鳥取市千代水2-130 令和2年6月8日 その他

株式会社よつばホームプラス 鳥取市千代水2-130 令和2年6月8日 その他

クローバー住工房　本店 鳥取市千代水2-130 令和2年6月8日 その他

スペイン石窯パンの家　ボノス 鳥取市立川町5-233-1 令和2年6月8日 その他

加藤どうぶつ病院 鳥取市秋里1168 令和2年6月9日 その他

木原家 鳥取市緑ｹ丘1-21-9 令和2年6月9日 その他

ＨＹＰＥＲ　ＦＩＴ　２４　森のフィットネス鳥取湖山店 鳥取市湖山町東2-222-5 令和2年6月9日 その他

ハウスドゥ！鳥取駅南店 鳥取市南吉方1-31-1 令和2年6月10日 その他

学校法人東雲学園鳥取県東部自動車学校 鳥取市松並町3-122 令和2年6月10日 その他

株式会社ヤマタホーム 鳥取市千代水2-130 令和2年6月10日 その他

アクトスウィルジーマルイ国府 鳥取市国府町新通り3-301-1 令和2年6月11日 その他

公益財団法人　鳥取県観光連盟 鳥取市相生町4-411 令和2年6月11日 その他

カーブス鳥取北 鳥取市千代水1-121 令和2年6月12日 その他

soulact 鳥取市千代水2-111 令和2年6月12日 その他
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店舗名称 住所 登録日 業種

カーブスイオン鳥取 鳥取市天神町1 令和2年6月13日 その他

シュガーナックルボクシングジム鳥取店 鳥取市的場164-9 令和2年6月14日 その他

Live house RuRu café 鳥取市福部町湯山323-1 令和2年6月15日 その他

Salon de More 鳥取市吉成777-43 令和2年6月16日 その他

バンダイ岩美会館 岩美郡岩美町岩本922 令和2年6月18日 その他

ライブパブ＆レストラン　アフター・アワーズ 鳥取市末広温泉町401 令和2年6月18日 その他

鳥取市福祉文化会館 鳥取市西町2-311  令和2年6月23日 その他

国府町体育館 鳥取市国府町町屋725 令和2年6月23日 その他

鳥取市民体育館 鳥取市吉成3-1-1 令和2年6月23日 その他

鳥取市武道館 鳥取市東町1-326 令和2年6月23日 その他

鳥取市勤労青少年ホーム 鳥取市吉成3-1-3 令和2年6月23日 その他

鳥取市文化センター 鳥取市吉方温泉3-701 令和2年6月23日 その他

鳥取市民会館 鳥取市掛出町12 令和2年6月23日 その他

国府町コミュニティセンター 鳥取市国府町庁380 令和2年6月23日 その他

国府町農村勤労福祉センタープール 鳥取市国府町町屋92-3 令和2年6月23日 その他

Ｓｔｒａｕｂｅｒｒｙ　Ｆｉｅｌｄｓ 鳥取市商栄町230-2 令和2年6月23日 その他

あるくすたじお 鳥取市里仁 令和2年6月25日 その他

鳥取ダンススクールエルンフォ 鳥取市商栄町203-26 令和2年6月25日 その他

株式会社エル・オフィス 鳥取市湖山町北1-427-1 令和2年6月29日 その他

鳥取市歴史博物館 鳥取市上町88 令和2年6月30日 その他

鳥取市因幡万葉歴史館 鳥取市国府町町屋726 令和2年6月30日 その他

国指定重要文化財仁風閣・宝扇庵 鳥取市東町2-121 令和2年6月30日 その他

鳥取市あおや郷土館 鳥取市青谷町青谷2990-4 令和2年6月30日 その他

鳥取市青谷上寺地遺跡展示館 鳥取市青谷町青谷4064 令和2年6月30日 その他

鳥取市あおや和紙工房 鳥取市青谷町山根313 令和2年6月30日 その他

城下町とっとり交流館　髙砂屋 鳥取市元大工町1 令和2年6月30日 その他
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店舗名称 住所 登録日 業種

茶房　花 倉吉市幸町459-1 令和2年6月1日 飲食店

ブランナールみささ 東伯郡三朝町三朝388-1 令和2年6月1日 飲食店

味賞　三朝屋 東伯郡三朝町三朝924 令和2年6月1日 飲食店

味処華 東伯郡三朝町三朝791-17 令和2年6月1日 飲食店

赤いカラス 倉吉市上井町2-8-4 令和2年6月2日 飲食店

グリルダイバーｎｕｔ７１０ 倉吉市駄経寺町198-2 食彩館 令和2年6月3日 飲食店

ラーメン大八 倉吉市山根557-1ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｳﾝ 令和2年6月3日 飲食店

焼肉どばし 倉吉市上井町1-7-11 令和2年6月3日 飲食店

Ｂｌｕｅ　Ｌｉｖｅ 倉吉市上井町2-4-16ｽｸｴｱﾋﾞﾙ2F 令和2年6月4日 飲食店

河本魚店 東伯郡湯梨浜町旭102 令和2年6月4日 飲食店

呑み処Ａｊｉｔｏ 東伯郡琴浦町徳万135-1 令和2年6月4日 飲食店

居酒屋だるま食堂 倉吉市上井町2-3-2ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ1階 令和2年6月4日 飲食店

燻製道楽 倉吉市北野776-9 令和2年6月4日 飲食店

焼肉まさしげ　倉吉店 倉吉市山根589-2 令和2年6月5日 飲食店

蕎麦酒房　つなぎや 倉吉市上井262-7 上井田中ﾋﾞﾙ1階 令和2年6月5日 飲食店

食事の関所　扇雀食堂 倉吉市大正町1079-8 令和2年6月6日 飲食店

マクドナルド１７９倉吉店 倉吉市河北町76 令和2年6月6日 飲食店

茶田屋 東伯郡三朝町三朝903-1 令和2年6月7日 飲食店

みんなの居場所こども食堂ほっとここ 倉吉市越殿町1551-1 令和2年6月7日 飲食店

天厦同人 倉吉市堺町2-249-13 1F 令和2年6月7日 飲食店

パブハウス　ガン 倉吉市堺町2-921 令和2年6月8日 飲食店

鳥取　鶏・とんこつラーメンつばさ 倉吉市山根539-14 令和2年6月8日 飲食店

うどんちよ志倉吉店 倉吉市清谷町2-50 令和2年6月8日 飲食店

よしくんの焼鳥 東伯郡北栄町江北434-25 令和2年6月9日 飲食店

クラブパフューム 倉吉市上井町2-5-9 令和2年6月9日 飲食店

焼肉　大平門倉吉本店 倉吉市上井町1-10-15 令和2年6月9日 飲食店

炭焼ちゃあしゅう　大香房 倉吉市清谷町2-40 令和2年6月9日 飲食店

グリル＆ピッツァ　カッティーナ 倉吉市福庭町2-70 令和2年6月9日 飲食店

天ぷら 海鮮　くら福 倉吉市清谷町2-38 令和2年6月9日 飲食店

スナック奈美 倉吉市上井町1-1の8 令和2年6月10日 飲食店

アロハカフェ 東伯郡湯梨浜町宇野2343 令和2年6月10日 飲食店

Le Ciel deux 倉吉市明治町1035-1 令和2年6月11日 飲食店

MIKI　Twinkle 倉吉市山根539-14 令和2年6月11日 飲食店

恋仙 倉吉市山根567-5 上井ﾋﾞﾙ1F 令和2年6月11日 飲食店

El Agua Azul 倉吉市上井町1-12-23 令和2年6月11日 飲食店

お好み焼　志げ好 倉吉市新町2-2360 令和2年6月11日 飲食店

PARIS 1981 倉吉市上井359-3 令和2年6月11日 飲食店

スナックCOCO 倉吉市明治町1016-13 たけのやﾋﾞﾙ 令和2年6月11日 飲食店

新型コロナウイルス感染予防対策協賛店一覧表【中部】
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店舗名称 住所 登録日 業種

手打うどん　なかむら 倉吉市明治町1031-2 令和2年6月11日 飲食店

町屋　清水庵 倉吉市堺町1-876 令和2年6月11日 飲食店

日本料理　飛鳥 倉吉市魚町2538 令和2年6月11日 飲食店

ゆめや　倉吉店 倉吉市駄経寺町198-2 令和2年6月12日 飲食店

とっ鳥屋　倉吉店 倉吉市山根字中鴨田585-1 令和2年6月12日 飲食店

喜太亭万よし 倉吉市仲ﾉ町766 令和2年6月16日 飲食店

創菜美酒　風 倉吉市上井213-4 令和2年6月17日 飲食店

ｃａｆｅＳＯＵＲＣＥ倉吉店 倉吉市上井町2-1-2 CIRCLE 2F 令和2年6月17日 飲食店

寿し味佳 倉吉市上井町1-8-20 令和2年6月17日 飲食店

海の幸　肴料理　おかげさま 倉吉市上井町1-10-22  楽珍ﾋﾞﾙ3F 令和2年6月19日 飲食店

ゆるりん食堂 東伯郡湯梨浜町中興寺400-3 令和2年6月22日 飲食店

レストラン　豊味園 東伯郡湯梨浜町引地563-1 令和2年6月23日 飲食店

夢倉 倉吉市魚町2529 令和2年6月25日 飲食店

白壁倶楽部 倉吉市魚町2540 令和2年6月25日 飲食店

北前船蕎麦街道 倉吉市駄経寺町212-5 北前船蕎麦街道 令和2年6月26日 飲食店

らーめん豚龍 倉吉市上井町2-1-7 令和2年6月30日 飲食店

あかまる牛肉店ハワイ店 東伯郡湯梨浜町田後1455-1 令和2年7月3日 飲食店

あぶり処とれびーふ 倉吉市福庭町2丁目18 令和2年7月3日 飲食店

旅館　中屋 東伯郡三朝町三朝855 令和2年5月27日 宿泊施設

三徳山皆成院 東伯郡三朝町三徳1016 令和2年5月28日 宿泊施設

旅館水郷 東伯郡湯梨浜町はわい温泉6-1 令和2年5月28日 宿泊施設

宗教法人　輪光院 東伯郡三朝町三徳1017 令和2年5月29日 宿泊施設

渓泉閣 東伯郡三朝町山田180 令和2年5月29日 宿泊施設

木屋旅館 東伯郡三朝町三朝895 令和2年5月29日 宿泊施設

湯治宿　ｅｔ　Ｃａｆé　ゆのか 東伯郡三朝町三朝800-1 令和2年5月29日 宿泊施設

三朝薬師の湯　万翠楼 東伯郡三朝町山田5 令和2年5月30日 宿泊施設

倉吉シティホテル 倉吉市山根543-7 令和2年5月31日 宿泊施設

ちくま旅館 東伯郡三朝町山田121-1 令和2年5月31日 宿泊施設

ホテル　アーク２１ 倉吉市上井町2-4-6 令和2年6月1日 宿泊施設

梅月旅館 倉吉市新町3-2336 令和2年6月4日 宿泊施設

ホテルセントパレス倉吉 倉吉市上井町1-9-2 令和2年6月8日 宿泊施設

かがり火の宿　有楽 東伯郡三朝町三朝642-1 令和2年6月9日 宿泊施設

鯉の湯 東伯郡湯梨浜町はわい温泉35-2 令和2年6月10日 宿泊施設

松風荘旅館 倉吉市瀬崎町2751-1 令和2年6月11日 宿泊施設

ロンガースタイルワンナイン 東伯郡三朝町吉田318 令和2年6月13日 宿泊施設

羽衣 東伯郡湯梨浜町はわい温泉21-1 令和2年6月21日 宿泊施設

倉吉やしろ彩菜家 倉吉市国分寺278 令和2年6月22日 宿泊施設

ゆの宿彩香 東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-74 令和2年6月24日 宿泊施設

たみ 東伯郡湯梨浜町中興寺340-1 令和2年6月25日 宿泊施設

国民宿舎　水明荘 東伯郡湯梨浜町旭132 令和2年6月26日 宿泊施設
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店舗名称 住所 登録日 業種

湯楽里 倉吉市関金町関金宿1396-2 令和2年7月2日 宿泊施設

せきがね　湯命館 倉吉市関金町関金宿1139 令和2年6月2日 公衆浴場

理容ふみ 倉吉市昭和町2-46 令和2年5月30日 理容業

ヘアードッグまつばら 倉吉市西岩倉町2221-1 令和2年5月30日 理容業

Happy Rush 倉吉市中河原523-15 令和2年6月1日 理容業

HAIR STUDIO YOU☆YOU 倉吉市上井町1-10-2 令和2年6月2日 理容業

理容ふくだ 東伯郡北栄町由良宿596-4 令和2年6月2日 理容業

理容つのだ 倉吉市堺町3-72 令和2年6月5日 理容業

ヘアースタジオエアー 東伯郡湯梨浜町田後304-3 令和2年6月8日 理容業

カット・ザウルス 東伯郡三朝町本泉294-9 令和2年6月10日 理容業

梶川理髪館 東伯郡三朝町三朝903-3 令和2年6月10日 理容業

たにもと理髪店 倉吉市東岩倉町2265 令和2年6月10日 理容業

ヘアクリニック　ウエダ 倉吉市新田380-1 令和2年6月17日 理容業

たくわサンパツヤさん 東伯郡琴浦町箆津50-5 令和2年6月17日 理容業

ケイズカット・ワン 倉吉市山根648-9 令和2年6月18日 理容業

ビダンティアラ 東伯郡琴浦町八橋1495 令和2年6月19日 理容業

ヘアーサロンなかむら 倉吉市堺町1-882 令和2年6月19日 理容業

サロンド　エリーアンベリー 倉吉市福守町179-3 令和2年7月3日 理容業

おしゃれはうす　姫 倉吉市幸町529ﾕｰﾐｰﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F 令和2年5月30日 美容業

ミキ美容室 東伯郡湯梨浜町松崎601-1 令和2年5月30日 美容業

ヘア＆フェイス　いこいの弘場　どりぃむ 倉吉市上ヰ296-8 令和2年5月30日 美容業

いさ美容室 倉吉市堺町2-238 令和2年5月31日 美容業

福祉理美容・ヒオキｈａｉｒｅｍｕｅ 倉吉市中江524-3 令和2年6月1日 美容業

オブジェ 倉吉市東巌城町166-1 令和2年6月1日 美容業

ビューティーサロンかわもと 東伯郡北栄町田井144-1 令和2年6月2日 美容業

ｈａｉｒ’ｓ　ｑｕａｌｉｔｅ 東伯郡琴浦町逢束710-1 令和2年6月2日 美容業

ちょきちょきルーム楽 倉吉市上井町1-12 令和2年6月2日 美容業

マニッシュかわた 東伯郡湯梨浜町田後658-5 令和2年6月4日 美容業

うえの美容室 倉吉市上井55-6 令和2年6月5日 美容業

ヒロ美容室 倉吉市葵町849-9 令和2年6月6日 美容業

美容室マリ 東伯郡三朝町大瀬1036-3 令和2年6月9日 美容業

ビューティ　ハヤシ 倉吉市新町1-2452 令和2年6月9日 美容業

claire 倉吉市上井町2-2-6 令和2年6月9日 美容業

パーマ　あさひサロン 倉吉市魚町2527 令和2年6月10日 美容業

サンキューカット倉吉店 倉吉市上井356-5 令和2年6月12日 美容業

髪切娘美容室 東伯郡北栄町由良宿2072-3 令和2年6月13日 美容業

Viarge 倉吉市北野100-7 令和2年6月13日 美容業

こさか美容室 倉吉市新町2-2342-6 令和2年6月15日 美容業

Ｋａｌａ 倉吉市福庭町2-122 1のC 令和2年6月22日 美容業

ＲＵＰＩＮＡＳＵ 倉吉市伊木212-1 ふくいビル１F 令和2年6月28日 美容業
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店舗名称 住所 登録日 業種

ｂｒａｓｓ 倉吉市宮川町185-3 令和2年6月30日 美容業

ホワイト急便由良店 東伯郡北栄町由良宿15-1 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便上井店 倉吉市上井356 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便ルート３１３店 倉吉市西倉吉町7-9 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便倉吉未来店 倉吉市住吉町28-5 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便倉吉本店 倉吉市伊木214-11 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便　ハワイ店 東伯郡湯梨浜町田後191-6 令和2年6月5日 クリーニング業

ホワイト急便　大瀬店 東伯郡三朝町大瀬2001 令和2年6月6日 クリーニング業

ニュールビークリーニング本店 倉吉市駄経寺町2-5 令和2年6月9日 クリーニング業

倉吉ワイナリー 倉吉市西仲町2627 令和2年6月4日 製造業

鳥取二十世紀梨記念館 倉吉市駄経寺町198-4倉吉ﾊﾟｰｸｽｸｴｱ内 令和2年5月28日 観光業

三徳山　三佛寺 東伯郡三朝町三徳1010 令和2年5月29日 観光業

三朝バイオリン美術館 東伯郡三朝町潮199-1 令和2年6月1日 観光業

青山剛昌ふるさと館 東伯郡北栄町由良宿1414 令和2年6月11日 観光業

株式会社新日本観光センター倉吉営業所 倉吉市山根(ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｳﾝ内1階) 令和2年6月13日 観光業

中国庭園　燕趙園 東伯郡湯梨浜町引地565-1 令和2年6月23日 観光業

直販店舗　プラッツ 東伯郡琴浦町逢束806 令和2年5月28日 小売業

ぷちショップ三朝温泉 東伯郡三朝町山田11-5 令和2年5月28日 小売業

コナン百貨店 東伯郡北栄町由良宿1293 令和2年5月28日 小売業

有限会社松原燃料店 東伯郡三朝町山田772-1 令和2年5月29日 小売業

有限会社　ミートハウスしょうじ 倉吉市清谷318 令和2年5月30日 小売業

さんすい支店 東伯郡三朝町三朝970-5 令和2年6月1日 小売業

シューズ愛ランド　鳥取倉吉店 倉吉市清谷町1-2 令和2年6月1日 小売業

萬商店 東伯郡湯梨浜町旭38 令和2年6月1日 小売業

三朝温泉給油所 東伯郡三朝町山田687-2 令和2年6月2日 小売業

TSUTSYA倉吉店 倉吉市清谷2-47 令和2年6月3日 小売業

TSUTSYA倉吉中央店 倉吉市宮川町2-45 令和2年6月3日 小売業

エスマート打吹店 倉吉市住吉町74-1 令和2年6月6日 小売業

株式会社　魚春 東伯郡三朝町三朝314-1 令和2年6月8日 小売業

鳥取県生協　COCOステーション　打吹 倉吉市幸町529 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　COCOステーション　上井 倉吉市上井町2-2-5 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　COCOステーション　八橋 東伯郡琴浦町大字八橋字山手領350-2 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　COCOステーション　中部 東伯郡北栄町江北49 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　中部支所 東伯郡北栄町江北49 令和2年6月10日 小売業

農産物直売所　アロハ大市場 東伯郡湯梨浜町宇野2343 令和2年6月10日 小売業

クロスロード　パープルタウン店 倉吉市山根557-1 令和2年6月10日 小売業

Le Ciel 倉吉市東巌城町157 令和2年6月11日 小売業

マルイ上井店 倉吉市伊木254-1 令和2年6月11日 小売業

マルイアプト店 東伯郡琴浦町八橋371 令和2年6月11日 小売業

日本猪牧場 倉吉市服部357-9 令和2年6月15日 小売業
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店舗名称 住所 登録日 業種

バッカスアプト店 東伯郡琴浦町八橋371 令和2年6月19日 小売業

道の駅　燕趙園 東伯郡湯梨浜町引地564-2 令和2年6月23日 小売業

旬鮮プラザよってみたい菜 倉吉市八屋150-1 令和2年6月23日 小売業

旬鮮プラザ満菜館 倉吉市西倉吉町21-5 令和2年6月23日 小売業

楽市楽座 東伯郡三朝町大柿591 令和2年6月23日 小売業

ハワイ夢マート 東伯郡湯梨浜町久留26-1 令和2年6月23日 小売業

あぐりポート琴浦 東伯郡琴浦町別所243 令和2年6月23日 小売業

あぐりポート琴浦２号店 東伯郡琴浦町別所1030-1 令和2年6月23日 小売業

交流センター　ゆるりん館 東伯郡湯梨浜町中興寺400-3 令和2年6月25日 小売業

赤瓦１号館　ふみ子の手作り工房 倉吉市新町1-2441 令和2年6月26日 小売業

エディオン倉吉店 倉吉市下田中町867 令和2年6月29日 小売業

ポプラＪＡ三徳店 東伯郡三朝町片柴1329 令和2年6月30日 小売業

ポプラＪＡ山守店 倉吉市関金町今西1023-1 令和2年6月30日 小売業

泉娯楽場 東伯郡三朝町912-2 令和2年5月29日 サービス業

整体院やまもと 倉吉市清谷町1-268福庭町1-101 伊藤ﾋﾞﾙ1F 令和2年5月29日 サービス業

写真のカワラジョー 倉吉市八屋196-13 令和2年6月6日 サービス業

ぴあベール中部会館 東伯郡琴浦町八橋83-1 令和2年6月6日 サービス業

米原写真館 東伯郡三朝町三朝645-8 令和2年6月7日 サービス業

まとふ 倉吉市東巌城町344 令和2年6月11日 サービス業

スーパーヒーロー 倉吉市見日町633 令和2年6月11日 サービス業

ＲＩＺＥ　Ｆｉｔｎｅｓｓ 倉吉市駄経寺町198-2倉吉ﾊﾟｰｸｽｸｴｱ食彩館 令和2年6月12日 サービス業

メディカルフィットネスクラブ　パワーリハもりもと 東伯郡琴浦町逢束1210 令和2年6月15日 サービス業

リンパデトックスサロンＬｕｃｉａ 東伯郡三朝町余戸375-1 令和2年6月26日 サービス業

東郷湖羽合臨海公園あやめ池スポーツセンター 東伯郡湯梨浜町藤津650 令和2年6月28日 サービス業

良音工房こころ 倉吉市上古川711-5 令和2年6月29日 サービス業

ＪＡ鳥取中央メモリアルホールあじさい 東伯郡琴浦町徳万282-13 令和2年6月30日 サービス業

ＪＡ鳥取中央メモリアルホール報恩舎 倉吉市清谷町2-143 令和2年6月30日 サービス業

びよう空間Cota 東伯郡三朝町大瀬1188-1 令和2年7月1日 サービス業

ふるさと健康むら陶芸体験 東伯郡三朝町横手15-1 令和2年5月28日 その他

三朝町総合スポーツセンター 東伯郡三朝町山田214-1 令和2年5月29日 その他

Ｇ－ＹＯＵステーション倉吉 倉吉市清谷町1-268 令和2年5月29日 その他

クローバー住工房　倉吉店 倉吉市東巌城町111-1 令和2年5月31日 その他

藤井忠篤　行政書士　経営コンサルタント事務所 倉吉市伊木168-6 令和2年6月2日 その他

ビスライフ 倉吉市上井213-4 ｱｯﾌﾟﾙﾋﾞﾙ202号 令和2年6月11日 その他

アーク学院 倉吉市福庭町1-105-2 令和2年6月24日 その他

Ｆｏｒｃｕｓ 倉吉市湊町454-6 令和2年7月2日 その他

ハワイ海水浴場 東伯郡湯梨浜町橋津584-1 令和2年7月2日 その他
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店舗名称 住所 登録日 業種

メゾンドキュー 米子市角盤町1-141 令和2年5月28日 飲食店

居酒屋　庄屋 米子市明治町140 米子駅前ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾋﾞﾙ1階 令和2年5月29日 飲食店

スナックはまべ 米子市夜見町3066-34 令和2年5月29日 飲食店

旬の漁師料理　和泉 境港市本町19 令和2年5月30日 飲食店

りーず 米子市朝日町45仁宮ﾋﾞﾙ1F 令和2年5月30日 飲食店

グー 米子市朝日町65 令和2年5月31日 飲食店

ミュー 米子市大篠津町3448 令和2年5月31日 飲食店

みたむら 米子市尾高町129 令和2年5月31日 飲食店

出雲そば　花びし 米子市道笑町4-134-1 令和2年6月1日 飲食店

よりみち 米子市皆生温泉4-26-8 令和2年6月1日 飲食店

スナックさんらいず 米子市朝日町59-1 令和2年6月1日 飲食店

スナックビリーヴ 米子市角盤町2-105東宝ﾋﾞﾙ1F 令和2年6月1日 飲食店

寿庵 米子市万能町180 令和2年6月1日 飲食店

とらや 境港市渡町2743-2 令和2年6月2日 飲食店

居酒屋　花ことば 境港市渡町3627 令和2年6月2日 飲食店

ナイトルーム　みかわ 米子市皆生温泉4-26-18 令和2年6月2日 飲食店

ラウンジ香咲 米子市角盤町3-75-3 令和2年6月3日 飲食店

ユニコーンカフェ 米子市日野町57 令和2年6月3日 飲食店

御食事処　松の江 米子市皆生温泉4-7-43 令和2年6月3日 飲食店

スナックニューマブハイ 米子市朝日町31平尾ﾋﾞﾙ2F 令和2年6月3日 飲食店

焼肉・韓国料理がんばりや 米子市角盤町1-146-4 令和2年6月3日 飲食店

焼肉ホルモンだんだん米子駅前店 米子市明治町140 令和2年6月3日 飲食店

焼肉韓食房だんだん米子本店 米子市西福原9-1800-1 令和2年6月3日 飲食店

お食事喫茶ココナス 米子市四日市町129 令和2年6月3日 飲食店

かつ膳 米子市夜見町3076-13 令和2年6月3日 飲食店

大漁丸　みなとさかい店 境港市大正町215 令和2年6月3日 飲食店

大漁丸　境港店 境港市竹内団地280-1 令和2年6月3日 飲食店

キッチン　ノスタルジヤ 米子市皆生6-7-32 令和2年6月4日 飲食店

シーズン 境港市元町23丸美ﾋﾞﾙ2F 令和2年6月4日 飲食店

モン・カフェ 西伯郡大山町大山39-8 令和2年6月4日 飲食店

ＦＵＮＰ　ｏｆ　ＢＥＥＦ　両三柳店 米子市両三柳47-19 令和2年6月4日 飲食店

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｃａｆｅ　Ｌｉｎｋ 米子市東倉吉町65 令和2年6月4日 飲食店

美酒佳肴ゆらく 米子市明治町227 令和2年6月4日 飲食店

フルーツカフェサエキ 米子市中町12 令和2年6月4日 飲食店

スナック キャンディー 米子市西倉吉町13-3朝日町ﾆｭｰﾀｳﾝ1F 令和2年6月4日 飲食店

THE　BAR　MARUJIN 米子市朝日町32 令和2年6月4日 飲食店

パブ＆スナック らびっと 米子市角盤町2-105東宝ﾋﾞﾙ1F 令和2年6月4日 飲食店

えんや　淀江店 米子市淀江町西原1135-4 令和2年6月5日 飲食店

新型コロナウイルス感染予防対策協賛店一覧表【西部】
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店舗名称 住所 登録日 業種

ドッグカフェもふもふ 境港市外江町2226-1 令和2年6月5日 飲食店

御食事処　弓ヶ浜 境港市竹内団地209 令和2年6月6日 飲食店

炉端留味庵 米子市茶町52 令和2年6月6日 飲食店

酒菜桔梗屋 米子市角盤町2-63-2 令和2年6月6日 飲食店

鬼将軍 境港市大正町133 令和2年6月7日 飲食店

焼肉一八 米子市朝日町58 令和2年6月7日 飲食店

洋菓子店ｋｏｃｏｎ 米子市長砂町782-1 令和2年6月8日 飲食店

ハセガワ 境港市本町 令和2年6月8日 飲食店

焼肉　ちから 米子市米原2-3-22 令和2年6月8日 飲食店

和処五季 米子市上後藤6-11-52 令和2年6月8日 飲食店

スナック　果林 米子市朝日町44-5 第三寿ﾋﾞﾙ1F 令和2年6月8日 飲食店

もつ鍋　椿や 米子市東倉吉町41 令和2年6月8日 飲食店

しゃぶしゃぶ　すき焼き　食べ放題　金星 米子市米原8-13-22 令和2年6月8日 飲食店

緑水園 西伯郡南部町下中谷606 令和2年6月8日 飲食店

マカロニ食堂 米子市夜見町3078-89 令和2年6月8日 飲食店

鉄板ふくもと 米子市米原1454-9 令和2年6月8日 飲食店

Wai　Wai　Land 米子市万能町177 ﾊﾟﾜｰﾋﾞﾙ2F 令和2年6月8日 飲食店

白夜 米子市朝日町28･29  朝日町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1階 令和2年6月8日 飲食店

Song House Ohana 西伯郡南部町東町205 令和2年6月8日 飲食店

レストランボーノボーノ 米子市皆生温泉1-18-1 令和2年6月9日 飲食店

のんびり亭 米子市皆生温泉1-18-1 令和2年6月9日 飲食店

シルクファーム　農園アトリエ 境港市松ｹ枝町48 令和2年6月9日 飲食店

シルクファーム　苺一縁 境港市松ｹ枝町48 令和2年6月9日 飲食店

シルクファーム　黄金カフェ 境港市松ｹ枝町48 令和2年6月9日 飲食店

旨いもん市場海月丸 境港市相生町16 令和2年6月9日 飲食店

あそびCafeコロン 米子市日ﾉ出町1-13-23 2F 令和2年6月9日 飲食店

炉端焼き家富良 米子市明治町223 令和2年6月9日 飲食店

snack SENSE 境港市栄町169-2 令和2年6月9日 飲食店

大山トム・ソーヤ牧場 米子市岡成622-2 令和2年6月9日 飲食店

焼肉たいへい門　米子店 米子市米原5-10-15 令和2年6月9日 飲食店

ＳｈｏｔＢａｒ　ＴＥＲＲＡ　Ｋａｎｅｓａｋａ 米子市明治町313 令和2年6月10日 飲食店

旬門　米子本店 米子市宗像53-54 令和2年6月10日 飲食店

魚ろばた　海座 米子市宗像53-54 令和2年6月10日 飲食店

肉道楽いろは 境港市末広町118 令和2年6月10日 飲食店

江戸前やぐら鮨 米子市朝日町30 令和2年6月10日 飲食店

おらほや 西伯郡伯耆町大殿1092-2 令和2年6月11日 飲食店

Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ 境港市岬町1-43 令和2年6月11日 飲食店

スナック牝鹿 米子市朝日町32 令和2年6月11日 飲食店

山陰旬華　新鮮組 米子市万能町177ﾊﾟﾜｰﾋﾞﾙ2F 令和2年6月11日 飲食店

ANAクラウンプラザホテル米子　カフェ・イン・ザ・パーク 米子市久米町53-2 令和2年6月11日 飲食店
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ANAクラウンプラザホテル米子　日本料理　雲海 米子市久米町53-2 令和2年6月11日 飲食店

ANAクラウンプラザホテル米子　アトリウム 米子市久米町53-2 令和2年6月11日 飲食店

ゆめや　イオンモール日吉津店 西伯郡日吉津村日吉津1160-1 令和2年6月12日 飲食店

本家夢家　米子店 米子市旗ヶ崎7-163-3 令和2年6月12日 飲食店

大山黒牛処　強小亭 米子市角盤町1-60-11 令和2年6月12日 飲食店

ビアホフガンバリウス 西伯郡伯耆町丸山1740-30 令和2年6月12日 飲食店

籠乃鶏大山 米子市上福原317-1 令和2年6月12日 飲食店

レストラン　レンガ屋 米子市皆生新田2-5-12 令和2年6月13日 飲食店

和食処やじきた 米子市米原2-1-1 令和2年6月13日 飲食店

一月と六月 境港市日ﾉ出町48 令和2年6月13日 飲食店

ＢＡＲ　ＳＩＺＵＫＵ 米子市万能町134 1F  SIZUKU 令和2年6月13日 飲食店

Kirara 米子市角盤町2-77 ﾏﾛﾝﾋﾞﾙ4F 令和2年6月13日 飲食店

煙人 米子市冨士見町2-156 令和2年6月14日 飲食店

四川中華　五智 米子市角盤町1-27－2 令和2年6月14日 飲食店

お食事処　峰 境港市花町1-4 令和2年6月15日 飲食店

お食事処　日本海 境港市小篠津町257-2 令和2年6月15日 飲食店

仕出し　乃むら 米子市尾高1641 令和2年6月16日 飲食店

お食事処　美なと亭 境港市竹内団地255-4 令和2年6月16日 飲食店

エンヤサンゴ皆生ホテル店 米子市皆生温泉4-21-1 令和2年6月16日 飲食店

エンヤキッチン国際ファミリープラザ店 米子市加茂町2-180 令和2年6月16日 飲食店

ＴＯＷＥＲ’ｓ　ＣＡＦＥ 境港市竹内団地255-3 令和2年6月16日 飲食店

ブーランジュリルリアン 米子市西福原5-6-12 令和2年6月16日 飲食店

カゼトソラ 米子市明治町254 令和2年6月16日 飲食店

味自慢はまかぜ 境港市大正町116 令和2年6月16日 飲食店

逢路都 米子市明治町230 七福ビル2F 令和2年6月16日 飲食店

ＤＯＲＯＴＨＹ米子店 米子市東福原4-22-10 令和2年6月17日 飲食店

ＭＯＯＮ＆ＳＰＯＯＮ 米子市角盤町1-27-6ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ5F 令和2年6月17日 飲食店

舞扇 米子市角盤町2-77-3ﾏﾛﾝﾋﾞﾙ4F 令和2年6月17日 飲食店

牛骨ラーメン　ダドガド 境港市本町34-2 令和2年6月18日 飲食店

宿坊山楽荘 西伯郡大山町大山14 令和2年6月18日 飲食店

有閑 米子市末広町311 令和2年6月18日 飲食店

花うた 米子市朝日町27-2 令和2年6月18日 飲食店

ラウンジ桂 米子市朝日町24 SSﾋﾞﾙ7-1FA 令和2年6月18日 飲食店

有限会社　魚山亭 境港市中野町3297 令和2年6月19日 飲食店

リストランテ　カルーソ 米子市新開6-6-1 令和2年6月19日 飲食店

とんかつ繁昌亭　道笑町店 米子市道笑町4-134-2 令和2年6月19日 飲食店

とんかつ繁昌亭　新開店 米子市新開2-1-3 令和2年6月19日 飲食店

ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＰＥＮＴＯＬＡ　ｍａｍｍｍａ 米子市加茂町2-180 国際ﾌｧﾐﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ1F 令和2年6月19日 飲食店

お食事処　東府屋 境港市大正町134 令和2年6月19日 飲食店

あやめ亭 米子市明治町140駅前ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ1F 令和2年6月20日 飲食店
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休暇村 奥大山 日野郡江府町御机709-1 令和2年6月20日 飲食店

喫茶カラオケありがとう 米子市西福原1-3-22 令和2年6月22日 飲食店

海陽亭境港店 境港市昭和町9-5 令和2年6月22日 飲食店

すなば珈琲お菓子の寿城店1F 米子市淀江町佐陀1605-1 令和2年6月22日 飲食店

すなば珈琲お菓子の寿城店2F 米子市淀江町佐陀1605-1 令和2年6月22日 飲食店

すなば珈琲水木ロード店 境港市松ｹ枝町33 令和2年6月22日 飲食店

カレー専門店こーとどーる 米子市明治町149 令和2年6月22日 飲食店

御食事処　さかえや 境港市上道町2184-19 令和2年6月23日 飲食店

皆生温泉海水浴場　海の家 米子市皆生温泉3-1-1 令和2年6月23日 飲食店

ＴＨＥ　ＰＡＲＫ 米子市東倉吉町56 令和2年6月24日 飲食店

ＬＡＮＤ＆ＹＥＡＲＳ 米子市四日市町44 令和2年6月24日 飲食店

韓国焼肉トントン（米子高島屋ビアガーデン店） 米子市角盤町1-30 屋上 令和2年6月25日 飲食店

赤い風船 米子市米原2-1-1ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ1F 令和2年6月25日 飲食店

lunch&daining nike 米子市彦名町1265-1 令和2年6月25日 飲食店

いこい処しずか 西伯郡南部町東町262 令和2年6月25日 飲食店

Brand new day 米子市東町218 令和2年6月26日 飲食店

稲田屋米子店 米子市朝日町58-11 令和2年6月29日 飲食店

シンワンメイク 米子市旗ヶ崎 6丁目2-28 令和2年6月29日 飲食店

ママクック境港店 境港市相生町1 令和2年6月29日 飲食店

スナック古 米子市朝日町44-4 令和2年6月29日 飲食店

ＬＵＭＩＮＯＵＳ 米子市茶町14番 令和2年6月30日 飲食店

一力寿司 境港市中町16番地 令和2年7月2日 飲食店

川床屋 西伯郡大山町大山40-2 令和2年7月2日 飲食店

タイレストラン　ソンラオ　天満屋店 米子市西福原2-1-10 天満屋4F 令和2年7月2日 飲食店

Royal　Hotel　大山 西伯郡伯耆町丸山1647-13 令和2年5月29日 宿泊施設

皆生シーサイドホテル海の四季 米子市皆生温泉3-4-3 令和2年5月29日 宿泊施設

料理旅館　おかもと 日野郡江府町江尾2051 令和2年5月29日 宿泊施設

皆生菊乃家 米子市皆生温泉4-29-10 令和2年5月29日 宿泊施設

皆生　游月 米子市皆生温泉3-11-1 令和2年5月30日 宿泊施設

日野町交流促進センター　リバーサイドひの 日野郡日野町下榎1183 令和2年5月30日 宿泊施設

芙蓉別館 米子市皆生温泉3-14-10 令和2年5月30日 宿泊施設

ホテル真田 米子市明治町197 令和2年5月30日 宿泊施設

海色・湯の宿　松月 米子市皆生温泉3-4-25 令和2年5月30日 宿泊施設

ロッヂ　サノ 西伯郡大山町大山145-1 令和2年5月31日 宿泊施設

皆生つるや 米子市皆生温泉2-5-1 令和2年5月31日 宿泊施設

米子ニューアーバンホテル 米子市中町28 令和2年6月2日 宿泊施設

狗賓 西伯郡伯耆町金屋谷793-109 令和2年6月3日 宿泊施設

ハレ　マカワオ 西伯郡大山町鈑戸1542 91 令和2年6月3日 宿泊施設

ビジネスホテルオーシャン 米子市新開3-2-55 令和2年6月4日 宿泊施設

海潮園 米子市皆生温泉3-3-3 令和2年6月4日 宿泊施設
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ベイサイドスクエア皆生ホテル 米子市皆生温泉4-21-1 令和2年6月4日 宿泊施設

旅館三井 米子市皆生温泉4-24-21 令和2年6月5日 宿泊施設

米子タウンホテル 米子市明治町255 令和2年6月5日 宿泊施設

旅籠ゆうゆう 西伯郡伯耆町小林636-1 令和2年6月5日 宿泊施設

ホテル大山しろがね 西伯郡大山町大山136-2 令和2年6月7日 宿泊施設

皆生つるや 米子市皆生温泉2-5-1 令和2年6月10日 宿泊施設

大山ユートピア 西伯郡大山町大山36-17 令和2年6月10日 宿泊施設

いこい亭　菊萬 米子市皆生温泉4-27-1 令和2年6月10日 宿泊施設

ANAクラウンプラザホテル米子 米子市久米町53-2 令和2年6月11日 宿泊施設

弥山荘 西伯郡大山町大山116 令和2年6月22日 宿泊施設

ホテルハーベストイン米子 米子市弥生町8-27 令和2年6月23日 宿泊施設

ふるさと日南邑 日野郡日南町神戸上2962-1 令和2年6月25日 宿泊施設

華水亭 米子市皆生温泉4-19-10 令和2年6月27日 宿泊施設

皆生グランドホテル天水 米子市皆生温泉4-18-45 令和2年6月27日 宿泊施設

ビジネスホテルアジェンダ駅前館 米子市明治町181 令和2年6月30日 宿泊施設

ビジネスホテルアジェンダ 米子市冨士見町2-160 令和2年6月30日 宿泊施設

やまびこ荘 西伯郡大山町大山36-16 令和2年7月2日 宿泊施設

淀江ゆめ温泉　白鳳の里 米子市淀江町福岡1548-1 令和2年5月31日 公衆浴場

湧くわく天然温泉ラピスパ 米子市淀江町淀江2-38 令和2年6月1日 公衆浴場

日の出湯 米子市立町3-61 令和2年6月1日 公衆浴場

さかいポートサウナ 境港市大正町215 令和2年6月9日 公衆浴場

皆生・日帰り温泉オーシャン 米子市新開3-2-46 令和2年6月19日 公衆浴場

ＢＡＲＢＥＲ絆 米子市三旗町6-8 令和2年5月29日 理容業

さいき理美容室 西伯郡大山町田中569-2 令和2年5月30日 理容業

キャブ　ヘアーズ　フォーメン 米子市末広町191 令和2年5月30日 理容業

理容かつべ 境港市栄町102 令和2年5月30日 理容業

ヘアーサロンリアン 米子市東町198 令和2年5月30日 理容業

ヘアーサロンわかつき 日野郡日南町笠木262-6 令和2年5月31日 理容業

ヘアサロン　マジック 境港市幸神町152 令和2年5月31日 理容業

理容あやめ 米子市皆生温泉2-8-32 令和2年5月31日 理容業

ヘアーサロン　やはら 米子市皆生5-17-93 令和2年5月31日 理容業

ヘアーサロン独歩 日野郡日野町野田276-8 令和2年6月1日 理容業

いとう美容室 米子市車尾1-4-51 令和2年6月1日 理容業

バーバーヒデ 米子市西町150 令和2年6月2日 理容業

ヘアーコミュニケーション深田 米子市錦海町1-6-1 令和2年6月2日 理容業

men's joy 米子市両三柳5-2 令和2年6月2日 理容業

理容ファイター 米子市米原5-7-2 令和2年6月2日 理容業

ことく理容室 境港市上道町475-5 令和2年6月3日 理容業

カットサロンあつた 米子市旗ヶ崎3-9-16 令和2年6月4日 理容業

ヘアーショップ　コア 境港市幸神町104 令和2年6月4日 理容業
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カットルームブレス 境港市元町1588 令和2年6月4日 理容業

山本理容所 境港市相生町112 令和2年6月4日 理容業

理容　美福 米子市旗ヶ崎1-29-15 令和2年6月5日 理容業

たかはし　理容所 日野郡日南町上石見838-12 令和2年6月5日 理容業

理容　いずみ 米子市旗ヶ崎3-2-1 令和2年6月5日 理容業

福間節子理容室 境港市上道町3361 令和2年6月5日 理容業

こまどり理容所 境港市湊町59 令和2年6月7日 理容業

Ｋ－ＦＬＯＷ 米子市上後藤2-4-21 令和2年6月8日 理容業

理容さくらうち 米子市道笑町3-119-2 令和2年6月8日 理容業

理容ハローショ 米子市糀町2-63 令和2年6月8日 理容業

ヘアーサロン　えいむ 米子市両三柳2113-3 令和2年6月8日 理容業

すずらん理容店 境港市松ヶ枝町60-8 令和2年6月9日 理容業

理容ラポール 米子市加茂町2-136 令和2年6月11日 理容業

ヘアーサロン氏 西伯郡大山町下市40 令和2年6月17日 理容業

理容わたなべ 境港市渡町1288 令和2年6月17日 理容業

Ｍｏｄｅ＆Ｒｅｌａｘ　ＴＡＪＩＫＩ 米子市東町220 令和2年6月19日 理容業

おかむら理容店 境港市上道町3612 令和2年6月19日 理容業

理容ことく 境港市外江町2311-1 令和2年6月19日 理容業

浜田昇理容室 境港市末広町55 令和2年6月23日 理容業

門脇 理容所 米子市河崎2756-1 令和2年6月23日 理容業

小林理容室 米子市大崎2034 令和2年6月24日 理容業

芦沢理容所 米子市両三柳621 令和2年6月29日 理容業

髪切り屋多田 米子市福市1170-14 令和2年6月30日 理容業

美容室ステップ 米子市河崎3011-1 令和2年5月30日 美容業

ヘアーモードSUMI 米子市皆生温泉1-19 令和2年5月30日 美容業

ヘアーデザイン　トレボ 米子市皆生新田1-5-8 令和2年5月30日 美容業

kiki ～まつげエクステ・ネイル・ヘアセット・着付け 米子市皆生新田1-3-21 ｸﾗｰﾙﾊｲﾑ105 令和2年5月31日 美容業

ビーンズヘア 米子市蚊屋57-7 令和2年5月31日 美容業

ドゥヘアドレッサーズ 米子市東倉吉町133 田中殖産ﾋﾞﾙ1F 令和2年5月31日 美容業

ぱぁまはうすプロデュースよしろう 境港市元町98 令和2年5月31日 美容業

ビューティーサロンクレール 境港市高松町534 令和2年5月31日 美容業

シャトレ美容室 米子市米原1460 令和2年6月1日 美容業

パーマハウスBAN 米子市旗ヶ崎5-16-35 令和2年6月2日 美容業

美容室クローバー 西伯郡南部町天萬619-2 令和2年6月2日 美容業

Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄｉａ 米子市角盤町4-80 令和2年6月2日 美容業

ヘアーメイクK 米子市加茂町1-17 令和2年6月2日 美容業

よしみ美容室 西伯郡伯耆町溝口223 令和2年6月3日 美容業

マリア美容室 米子市灘町2-8 令和2年6月3日 美容業

Alain 米子市道笑町4-66-4 令和2年6月3日 美容業

美容室　織髪 境港市蓮池町48-10 令和2年6月3日 美容業
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ＣＵＴＣＬＵＢ 米子市上後藤1-9-13 令和2年6月3日 美容業

ヘアメイクスタジオ・ララザール 米子市富益町22-25 令和2年6月3日 美容業

美容室ルリエ 米子市車尾2-26-10 令和2年6月3日 美容業

Ｖｉｅｒ　Ｋｌｅｅ　．　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ 米子市尾高111-8 令和2年6月4日 美容業

ＢＲＥＭＥＮ 米子市皆生温泉3-16-36 令和2年6月4日 美容業

Luana　Hair　Salon 境港市渡町2743-2 令和2年6月4日 美容業

ヘアスタジオＴ．Ｍ 境港市竹内町1300 令和2年6月4日 美容業

移動理美容まめなか号 米子市目久美町34-12 令和2年6月5日 美容業

美容室ヘナハウスNiceの風 米子市東福原4-17-25 令和2年6月5日 美容業

ラパークサク 米子市米原8-13 18 令和2年6月5日 美容業

美容室ＤＯＭＯ安倍店 米子市安倍367-1 令和2年6月5日 美容業

美容室ボヌール 米子市道笑町4-99-3 令和2年6月6日 美容業

美容室ジブファースト 米子市角盤町1-73ｱｸﾃｨﾋﾞﾙ2F 令和2年6月7日 美容業

理学美容室ＦＵＫＵＬＬＹ 米子市西福原9-14-15 令和2年6月8日 美容業

美容室あかえ２番館 米子市旗ヶ崎8-3-12 令和2年6月8日 美容業

美容室Ｐｕｒｅ 米子市道笑町2-225 令和2年6月9日 美容業

美容室アプローズ 米子市観音寺新町4-1-1 令和2年6月9日 美容業

サロンド　アップル 米子市旗ヶ崎8-5-13 令和2年6月9日 美容業

Ariel美容室 境港市財ﾉ木町769-6 令和2年6月10日 美容業

ＤＥＴＥ 米子市末広町311 ｲｵﾝ米子駅前店2F 令和2年6月10日 美容業

ひろ美容室 境港市幸神町189 令和2年6月10日 美容業

カットショップチャンネル２ 米子市冨士見町2-127 令和2年6月12日 美容業

サンキューカット米子米原店 米子市米原8-15-26 令和2年6月12日 美容業

サロンド　マサコ 西伯郡伯耆町大殿967-2 令和2年6月12日 美容業

Ｈａｉｒ／Ｍａｋｅ　ａｆｅｃｔ 境港市湊町82 令和2年6月12日 美容業

美容室Chou Chou 境港市上道町463-1 令和2年6月12日 美容業

スミ美容室 日野郡日野町根雨862 令和2年6月12日 美容業

ヘアサロンタカミ 西伯郡大山町塩津241 令和2年6月13日 美容業

美容室クレフ 境港市小篠津町329-3 令和2年6月14日 美容業

パーマハウスえいむ 米子市両三柳2113-3 令和2年6月15日 美容業

ますみ美容室 境港市渡町1288 令和2年6月17日 美容業

ヘアカラーガーデン　フルール 米子市西福原2-1-10米子しんまち天満屋3階 令和2年6月18日 美容業

エリヤ美容室 米子市夜見町1853-2 令和2年6月18日 美容業

ＪＩＢ　２ＮＤ 米子市角盤町1-57 令和2年6月23日 美容業

美容室くるみ 西伯郡伯耆町大殿627-2 令和2年6月23日 美容業

CUT ハウス Naomi 日野郡日野町下榎205-10 令和2年6月25日 美容業

サロンドボーテカズ 米子市東倉吉町25 令和2年6月26日 美容業

セカンドａｉｒ 米子市彦名町36-4 令和2年6月30日 美容業

サロンドジェミニ 米子市上後藤2-9-36 令和2年6月30日 美容業

ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＭＡＳＵＤＡ 米子市河崎1090-1 令和2年6月30日 美容業
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ｃｏｌｏｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ａｉｒ 米子市上後藤2-9-36 令和2年6月30日 美容業

Hair space Half Time 米子市上後藤1-6-27 令和2年6月30日 美容業

クリーニングのホワイト急便　米子本店 米子市両三柳182 令和2年6月1日 クリーニング業

ホワイト急便　米原店 米子市米原8-15-26 令和2年6月2日 クリーニング業

ホワイト急便　上後藤店 米子市上後藤8-3-1 令和2年6月2日 クリーニング業

当別当商店 西伯郡大山町田中628-1 令和2年6月4日 クリーニング業

ファッションクリーニングホワイト 米子市旗ヶ崎7-22-29 令和2年6月4日 クリーニング業

ホワイト急便　諏訪店 米子市諏訪210-6 令和2年6月5日 クリーニング業

コインランドリージャブ昭和町店 米子市昭和町39-1 令和2年6月7日 クリーニング業

コインランドリージャブ両三柳店 米子市両三柳58-3 令和2年6月7日 クリーニング業

千代むすび岡空本店 境港市大正町131 令和2年5月30日 製造業

ＮｉｃｏＳｗｅｅｔｓ 米子市皆生新田2-5-12 令和2年6月16日 製造業

境港市観光案内所 境港市大正町215 令和2年6月15日 観光業

境港さかなセンター 境港市竹内団地259-2 令和2年6月16日 観光業

もののけ本舗 境港市本町13 令和2年6月16日 観光業

むじゃら 境港市大正町62-1 令和2年6月16日 観光業

とっとり花回廊 西伯郡南部町鶴田110 令和2年7月1日 観光業

じげの物産館 境港市松ヶ枝町33 令和2年5月30日 小売業

ぬりかべ商店 境港市松ｹ枝町7 令和2年5月30日 小売業

鬼太郎の里わたなべ 境港市松ｹ枝町61 令和2年5月30日 小売業

千代むすび大正橋店 境港市松ｹ枝町34 令和2年5月30日 小売業

シューズ愛ランド　米子道笑町店 米子市道笑町4-91-1 令和2年6月1日 小売業

シューズ愛ランド　米子皆生店 米子市皆生4-11-28 令和2年6月1日 小売業

ＪＵ米子髙島屋 米子市角盤町1-30 令和2年6月3日 小売業

ファトクリー店 境港市竹内団地278-6 令和2年6月5日 小売業

ヤマト薬局 西伯郡南部町倭381-9 令和2年6月5日 小売業

大漁市場　なかうら 境港市竹内団地209 令和2年6月6日 小売業

ゲゲゲのようかい村 境港市本町32 令和2年6月6日 小売業

フジメガネ 米子市東町240 令和2年6月6日 小売業

鬼太郎売店 境港市大正町215 令和2年6月8日 小売業

鬼太郎はうす 境港市大正町89 令和2年6月8日 小売業

ミスラベンダー 米子市目久美町111-1 令和2年6月8日 小売業

鳥取県生協　西部支所 米子市淀江町今津123-9 令和2年6月10日 小売業

ＢｏｏｋＹａｒｄ．ＣＨＡＰＴＥＲ３ 米子市上福原318 令和2年6月10日 小売業

水木しげる文庫　妖怪工房　妖怪開運堂　本舗目玉おやじまんじゅう 境港市松ｹ枝町39 他 令和2年6月10日 小売業

ＢｏｏｋＹａｒｄ．ＣＨＡＰＴＥＲ１ 米子市道笑町4-27-1 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　COCOステーション　永江 米子市永江1029-4 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　COCOステーション　境港 境港市上道町3256 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　COCOステーション　弓ヶ浜 米子市夜見町2921 令和2年6月10日 小売業

鳥取県生協　COCOステーション　西部 米子市淀江町今津123-9 令和2年6月10日 小売業
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鳥取県生協　COCOステーション　米原 米子市米原5-3-20 令和2年6月10日 小売業

澤井珈琲　米子米原店 米子市米原4-6-30 令和2年6月11日 小売業

澤井珈琲　米子R４３１店 米子市新開7-2-2 令和2年6月11日 小売業

株式会社米子しんまち天満屋 米子市西福原2-1-10 令和2年6月11日 小売業

マルイ両三柳店 米子市両三柳58-2 令和2年6月11日 小売業

マルイ車尾店 米子市車尾3-6-1 令和2年6月11日 小売業

ホープタウンマルイ 米子市米原2-1-1 令和2年6月11日 小売業

マルイ米子しんまち店 米子市西福原2-1-10 令和2年6月11日 小売業

マルイ安倍店 米子市安倍103-1 令和2年6月11日 小売業

マルイ渡店 境港市渡町2711 令和2年6月11日 小売業

あらしまやメダカ 境港市外江町2776 令和2年6月12日 小売業

ＢＥＥ　ＷＩＮＧ　２ 境港市佐斐神町1634 令和2年6月15日 小売業

ＢＥＥ　ＷＩＮＧ 境港市佐斐神町1634 令和2年6月15日 小売業

岡田商店　本店 境港市新屋町3533 令和2年6月16日 小売業

岡田商店　宗像店 米子市宗像530-1 令和2年6月16日 小売業

岡田商店　日吉津店 西伯郡日吉津村日吉津1026-1 令和2年6月16日 小売業

１Ｂａｎｃｈｉ 境港市松ヶ枝町1 令和2年6月16日 小売業

冨永和美総合鑑定所 境港市夕日ｹ丘1-373 令和2年6月19日 小売業

株式会社エディオン米子店 米子市米原5-6-31 令和2年6月29日 小売業

ホープタウン 米子市米原2-1-1 令和2年7月1日 小売業

ｎａｂｉｋａ 米子市四日市町46 令和2年7月1日 小売業

GOOD　BLESS　GARDEN 米子市角盤町1-27-2 令和2年5月29日 サービス業

占い＆カウンセリングゲッターラボ 米子市米原5-10-10 ﾎﾞﾝﾇｼｬﾝｽN2 206 令和2年5月29日 サービス業

葬仙　米子葬祭会館 米子市長砂町1075 令和2年6月1日 サービス業

葬仙　安倍ホール 米子市安倍51 令和2年6月1日 サービス業

葬仙　福米ホール 米子市新開6-3-15 令和2年6月1日 サービス業

葬仙　境港ホール 境港市上道町3588 令和2年6月1日 サービス業

葬仙　余子ホール 境港市竹内町1864-2 令和2年6月1日 サービス業

バンケット＆ウェディングシュシュ 米子市加茂町2-180  国際ﾌｧﾐﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ9F 令和2年6月2日 サービス業

ナッシュ・アーツ 米子市灘町3-65 令和2年6月6日 サービス業

ぴあベールはまゆう 米子市富益町2258-1 令和2年6月6日 サービス業

ぴあベール米子会館 米子市両三柳103 令和2年6月6日 サービス業

ホリデイスポーツクラブ米子 米子市米原2-4-13 令和2年6月7日 サービス業

東光園 米子市皆生温泉3-17-7 令和2年6月9日 サービス業

なべや薬局パークサイド店 米子市西町86-F 令和2年6月9日 サービス業

西村静香メディカルバレエ 米子市東倉吉町134-7 令和2年6月11日 サービス業

ヨガスクールローズ 米子市上福原1383 令和2年6月11日 サービス業

陶芸教室　工房３２豆 米子市両三柳2476-11 令和2年6月12日 サービス業

ヨガハウス　オハナ 米子市西福原 令和2年6月17日 サービス業

プリティードッグハウス 米子市車尾5-1-14 令和2年6月20日 サービス業
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ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｒｏｏｍ　癒縁　ｙｕｅｎ 境港市元町1891-1 令和2年6月26日 サービス業

オフィスヒロサワ 米子市両三柳2086戸田ﾏﾝｼｮﾝ106 令和2年6月26日 サービス業

ジュネ 米子市灘町3-65 令和2年6月26日 サービス業

大山頂上売店 西伯郡大山町大山頂上 令和2年7月1日 サービス業

パティシエ　ドゥ　ヒロ 境港市上道町1979-3 令和2年6月8日 その他

道の駅　大山恵みの里 西伯郡大山町名和951-6 令和2年6月9日 その他

地ビールフェスタｉｎ米子 米子市角盤町1-30 令和2年6月9日 その他

ライブハウスベックス米子 米子市末広町311ｲｵﾝ米子駅前店3Fｶﾞｲﾅｯｸｽｼｱﾀｰ 内 令和2年6月12日 その他

株式会社新日本観光センター米子営業所 米子市角盤町1-112 令和2年6月13日 その他

株式会社中海テレビ放送 米子市河崎610 令和2年6月15日 その他

米子ゴルフ場 米子市両三柳3192-2 令和2年6月16日 その他

コナミ　スポーツクラブ米子 米子市末広町311-4F 令和2年6月19日 その他

境夢みなとターミナル 境港市竹内団地252-1 令和2年6月19日 その他

米子ＡＺＴｉＣ　ｌａｕｇｈｓ 米子市道笑町1-3BMEﾋﾞﾙ1F 令和2年6月20日 その他

キンナリラクゼーションサロン 境港市上道町2184-1PADMA2F 令和2年6月22日 その他

フィットネスアンドスタジオパル 西伯郡伯耆町大殿1010 令和2年6月22日 その他

有限会社砂原建築企画 米子市古豊千58-13 令和2年6月29日 その他

プロスパーウダ― 日野郡日野町本郷432-1 令和2年6月29日 その他

道の駅　にちなん日野川の郷 日野郡日南町生山386 令和2年6月30日 その他

米子空港ビル株式会社 境港市佐斐神町1634番地 令和2年7月3日 その他
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