
マイボトル運動協力店一覧

東部

中部

西部

① スターバックス　イオンモール鳥取北店

② カフェテラス　カトレヤ

③ TOTTORI COFFEE ROASTER

④ サンマート湖山店

⑤ サンマート北園店

⑥ 井上勝義商店

⑦ あぶり屋食堂

⑧ スーパーホテル鳥取駅北

⑨ スターバックス　シャミネ鳥取店

⑩ 牛骨ごっつおらーめん　イオン鳥取店

⑪ あぶり屋

⑫ 牛骨ごっつおらーめん　鳥取店

⑬ サンマート岩倉店

⑭ サンマート南店

⑮ サンマート郡家店

⑯ Café & Dining SAN

① 牛骨ごっつおらーめん　倉吉本店

② 白壁倶楽部

③ 粉もんや楽園

① エンヤサンゴ皆生ホテル店

② 八仙閣

③ ビジネス旅館さつま

④ ブーランジュリ　ル　リアン

⑤ タリーズコーヒー東福原店

⑥ スターバックス　米子 TSUTAYA 角盤町店

⑦ 牛骨ごっつおらーめん　米子店

⑧ Dining&Surf Bar Kirra Point

⑨ きら家

⑩ 末広亭

⑪ とり料理　さんぽう

⑫ 珈琲屋　吹野

⑬ お食事・喫茶　ココナス

⑭ タリーズコーヒー　鳥取大学医学部付属病院店

⑮ エンヤキッチン国際ファミリープラザ店

⑯ トラットリア　ラ・リーベラ

⑰ bluebird

⑱ 紅茶とたい焼きの甘党の店　あんあん

⑲ 日々の糧

⑳ しあわせ

㉑ 焼そば　だぼら

㉒ スターバックス　イオンモール日吉津

㉓ えんや淀江店

㉔ 真名井ばあちゃんのせせらぎレストラン 

㉕ 麵屋やまもと

㉖ さかいみなと銀座市場  

㉗ 一月と六月

㉘ 鬼将軍

㉙ ドトールコーヒー　PLANT 境港店

鳥取市晩稲 348（イオンモール鳥取北１F）

鳥取市安長 167-5

鳥取市商栄町 251 番地 4

鳥取市湖山町東 2 丁目 133 番地

鳥取市山城町 4-31

鳥取市元魚町 4-205

鳥取市行徳 1 丁目 401

鳥取市今町 2 丁目 382

鳥取市東品治町 112-13

鳥取市天神町 1（イオン鳥取店 １F フードコート内）

鳥取市末広温泉町 708

鳥取市末広温泉町 159-4

鳥取市国府町分上 2 丁目 255 番地

鳥取市正蓮寺 111

鳥取県八頭郡八頭町宮谷 191-1

鳥取県八頭郡八頭町見槻中 154-2（隼 Lab.１F）

倉吉市上井町 1-370

倉吉市魚町 2540

倉吉市葵町 729-1

米子市皆生温泉 4 丁目 21-1

米子市西福原 7-12-27

米子市米原 9 丁目 5-37

米子市西福原 5-6-12

米子市東福原 6 丁目 12-40

米子市角盤町 4-41

米子市角盤町 3 丁目 79

米子市朝日町 24-16

米子市朝日町 30-9

米子市朝日町 13

米子市角盤町 1 丁目 72

米子市角盤町 1-166

米子市四日市町 129

米子市西町 36-1（鳥取大学医学部付属病院外来ホール 1F）

米子市加茂町 2-180

米子市東町 119-2

米子市東町 446

米子市茶町 56

米子市明治町 197

米子市目久美町 236 上杉ビル 1F

米子市車尾 5-11-8

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津 1160-1 イオンモール日吉津

米子市淀江町西原 1135-4

米子市淀江町稲吉 285-2

境港市朝日町 66

境港市中町 72 番地

境港市日の出町 48

境港市大正町 133

境港市竹内団地 276 番地※最新の参加店舗やマイボトル、マイカップに提供を行ってい

　るメニューや値段等、くわしくは県HPをご確認ください。



番号 店舗名 住所 マイボトルが利用可能なメニュー
マイボトルを利用した場合の

サービス
（ある場合のみ）

1
スターバックス　イオンモール鳥
取北店

鳥取市晩稲348 全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。 20円値引きされます

2 カフェテラス　カトレヤ 鳥取市安長167-5 全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。

3 TOTTORI　COFFEE　ROASTER 鳥取市商栄町251番地4 全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。

4 サンマート湖山店 鳥取市湖山町東2丁目133番地 ウォーターサーバーの水について、提供を行っています。

5 サンマート北園店 鳥取市山城町4-31 ウォーターサーバーの水について、提供を行っています。

6 有限会社井上勝義商店 鳥取市元魚町4-205
一部のメニュー（ソフトドリンク）、お茶、水について、マイボト
ルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

7 あぶり屋食堂 鳥取市行徳1丁目401
一部のメニュー（ソフトドリンク）、お茶、水について、マイボト
ルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

8 スーパーホテル鳥取駅北 鳥取市今町2丁目382
宿泊客の方は、ドリンクバーで全てのメニューでマイボトルを
ご利用いただけます。

9 スターバックス　シャミネ鳥取店 鳥取市東品治町112-13 全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。 20円値引きされます

　東部



番号 店舗名 住所 マイボトルが利用可能なメニュー
マイボトルを利用した場合の

サービス
（ある場合のみ）

10
牛骨ごっつおらーめん　イオン
鳥取店

鳥取市天神町1（イオン鳥取店
１Fフードコート内）

お茶、水について、マイボトルをご利用いただけます。
らーめんトッピングクーポンをプレ
ゼントします

11 あぶり屋 鳥取市末広温泉町708
一部のメニュー（ソフトドリンク）、お茶、水について、マイボト
ルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

12 牛骨ごっつおらーめん　鳥取店 鳥取市末広温泉町159-4 お茶、水について、マイボトルをご利用いただけます。
らーめんトッピングクーポンをプレ
ゼントします

13 サンマート岩倉店
鳥取市国府町分上2丁目255番
地

ウォーターサーバーの水について、提供を行っています。

14 サンマート南店 鳥取市正蓮寺111 ウォーターサーバーの水について、提供を行っています。

15 サンマート郡家店 八頭郡八頭町宮谷191-1 ウォーターサーバーの水について、提供を行っています。

16 Café & Dining San
八頭郡八頭町見槻中154-2　隼
Lab.1階

全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。 50円値引きされます

1
牛骨ごっつおらーめん　倉吉本
店

倉吉市上井町1-370 お茶、水について、マイボトルをご利用いただけます。
らーめんトッピングクーポンをプレ
ゼントします

2 白壁倶楽部 倉吉市魚町2540
一部のメニューについて、マイボトルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

　中部



番号 店舗名 住所 マイボトルが利用可能なメニュー
マイボトルを利用した場合の

サービス
（ある場合のみ）

3 粉もんや楽園 倉吉市葵町729-1 お茶、水について、マイボトルをご利用いただけます。

1 エンヤサンゴ皆生ホテル店 米子市皆生温泉4丁目21-1 お茶、水について、マイボトルをご利用いただけます。

2 八仙閣 米子市西福原7-12-27 水について、マイボトルをご利用いただけます。

3 ビジネス旅館さつま 米子市米原9丁目5-37 全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。

4 ブーランジュリ　ル　リアン 米子市西福原5-6-12
一部のメニューについて、マイボトルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

30円値引きされます

5 タリーズコーヒー東福原店 米子市東福原6丁目12-40 全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。 20円値引きされます

6
スターバックス　米子TSUTAYA
角盤町店

米子市角盤町4-41 全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。 20円値引きされます

7 牛骨ごっつおらーめん　米子店 米子市角盤町3丁目79 お茶、水について、マイボトルをご利用いただけます。
らーめんトッピングクーポンをプレ
ゼントします

8 Dining&Surf Bar Kirra Point 米子市朝日町24-16
一部のメニューについて、マイボトルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

1杯オーダーの方へ2杯目をサー
ビスします

　西部



番号 店舗名 住所 マイボトルが利用可能なメニュー
マイボトルを利用した場合の

サービス
（ある場合のみ）

9 きら家 米子市朝日町30-9
一部のメニュー（ソフトドリンクの一部）について、マイボトルを
ご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

1杯オーダーの方へ2杯目をサー
ビスします

10 末広亭 米子市朝日町13
一部のメニューについて、マイボトルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）
※提供できない場合もありますので、ご注意ください。

11 とり料理　さんぽう 米子市角盤町1丁目72
お茶、水等でマイボトルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

12 珈琲屋　吹野 米子市角盤町1-166 水について、マイボトルをご利用いただけます。

13 お食事・喫茶　ココナス 米子市四日市町129
一部のメニュー（コーヒー）、お茶、水について、マイボトルを
ご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

提供される量が多くなります

14
タリーズコーヒー　鳥取大学医
学部付属病院店

米子市西町36-1　鳥取大学医
学部付属病院外来ホール1F

全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。 30円値引きされます

15
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 お茶、水について、マイボトルをご利用いただけます。

16 トラットリア　ラ・リーベラ 米子市東町119-2 水について、マイボトルをご利用いただけます。

17 bluebird 米子市東町446
一部のメニュー（チャイ・紅茶・白湯）、お茶、水について、マイ
ボトルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）



番号 店舗名 住所 マイボトルが利用可能なメニュー
マイボトルを利用した場合の

サービス
（ある場合のみ）

18
紅茶とたい焼きの甘党の店　あ
んあん

米子市茶町56
一部のメニューについて、マイボトルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

ポイントが付く場合があります（詳
細は店舗にご確認ください）

19 日々の糧 米子市明治町197 全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。

20 しあわせ
米子市目久美町236上杉ビル
1F

お茶、水等でマイボトルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

21 焼そば　だぼら 米子市車尾5-11-8 水、白湯について、マイボトルをご利用いただけます。

22
スターバックス　イオンモール日
吉津

西伯郡日吉津村日吉津1160-1
イオンモール日吉津

全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。 20円値引きされます

23 えんや淀江店 米子市淀江町西原1135-4 お茶、水について、マイボトルをご利用いただけます。

24
真名井ばあちゃんのせせらぎレ
ストラン

米子市淀江町稲吉285-2 全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。

25 麵屋やまもと 境港市朝日町66
ウォーターサーバーのお茶、水について、マイボトルをご利用
いただけます。

26 さかいみなと銀座市場 境港市中町72番地 お茶、水について、マイボトルをご利用いただけます。



番号 店舗名 住所 マイボトルが利用可能なメニュー
マイボトルを利用した場合の

サービス
（ある場合のみ）

27 一月と六月 境港市日ノ出町48
一部のメニューについて、マイボトルをご利用いただけます。
（詳細なメニューは店舗にお問い合わせください）

50円値引きされます

28 鬼将軍 境港市大正町133 水について、マイボトルをご利用いただけます。

29 ドトールコーヒー　PLANT境港店 境港市竹内団地276番地 全てのメニューでマイボトルをご利用いただけます。


