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スーパーマーケット 衣服・身の回り品 家電・リサイクルショップ 寝具・寝装品・ギフト エステ・まつ毛エクステ・ネイル・化粧品

Aコープせきがね店 アップルハウス エディオン　倉吉店 ギフト　やぶき パープルタウン　コスメティック リアン
エスマート　めいりん店　※10月27日移転のため閉店 シューズ愛ランド　鳥取倉吉店 創庫生活館　倉吉店　 すいみんはうすKitaya べっぴんはうす　ユキ

スーパーマルワ　倉吉店 タケダヤ タナカ電器 ロマンティナ－ササキ　本店 マヤ化粧品店

新あじそう　パープル店 タナカ衣料店 ニューウェーブ電視館 ロマンティナ－ササキ　パープルタウン店 リッシュ

東宝ストア　河北PLAZA パープルタウン　mm パナック　ごとう 人形・盆提灯・仏壇 ホテル・旅館・温泉施設

東宝ストア　新町店 パープルタウン　Green Parks topic １００満ボルト　倉吉本店 人形のたいら せきがね　湯命館　

東宝ストア　西倉吉店 パープルタウン　さが美 倉吉店 モリモト電器 人形のはなふさ　倉吉店 ホテルセントパレス倉吉

東宝ストア　米田町 パープルタウン　シューズショップ コマツ　 スポーツ用品 わかさや 松風荘旅館

東宝ストア　ロータリー店 パープルタウン　シューラルー 土井スポーツ レストラン・食堂 映画館・ミュージアム

マルイ　上井店 パープルタウン　タツミヤ ㈲北陽スポーツ あじくらや　弐号店 円形劇場くらよしフィギュアミュージアム

丸合　倉吉東店 パープルタウン　バッグ みよしや メガネ・補聴器 あぶり処　とれびーふ パープルタウン　シネマエポック　

丸合　西倉吉店 パープルタウン　ハニーズ 倉吉店 眼鏡市場　倉吉店 カレーハウスCoCo壱番屋　倉吉福庭店 クリーニング

ラ・ムー　倉吉店 パープルタウン　パレット　 メガネルネックス　倉吉本店 喜太亭　万よし クリーニング毎日屋

ラ・ムー　倉吉南店 パープルタウン　ランクレbyロベリア メガネルネックス パープル店 牛角　倉吉店 クリーニング毎日屋

飲食料品（食品・精肉・酒類・菓子等） パープルタウン　ｙｍ 貴金属・宝石・時計・アクセサリー グリル＆ピッツァ　カッティーナ ニュールビークリーニング　あじそうパープル店

いなしま酒店 はるやま　倉吉店 パープルタウン　quota 四季の花　打吹天女 ニュールビークリーニング　東宝河北プラザ店
エッグ・ジョイ倉吉　（パークスクエア食彩館内） ファッションルーム　オサキ パープルタウン　マリージェム 炭焼ちゃあしゅう　大香房 ニュールビークリーニング　東宝西倉吉店

鶴乃觜 ふかた洋装店 渡辺宝石 中華料理　「北京」 ニュールビークリーニング　本店

德岡茶舗 MIYAMOTO 文具・雑貨 Ｔｓｕｄｏｉ ホワイト急便　上井店

㈱フカヤ ユニクロ　倉吉店 赤瓦1号館　ふみ子の手作り工房 天ぷら海鮮　くら福 ホワイト急便　いわき店

㈲ミートハウスしょうじ 洋服の青山　倉吉店 お香とうらなひ　ひフみ 鳥取　鶏・とんこつラーメン　つばさ ホワイト急便　大鳥居店

㈲米田酒店　 ベビー・子ども用品 ダイソー　倉吉米田店 トマトアンドオニオン　倉吉店 ホワイト急便　倉吉本店

よりみちだいすき チャイルドショップ　Kids・ラボ ダイソー　東宝河北店 パープルタウン　餃子の王将 ホワイト急便　倉吉未来店

コンビニ 西松屋チェーン　倉吉店 パープルタウン　グラム 倉吉店 パープルタウン　ラーメン 大八 ホワイト急便　昭和町店

セブン－イレブン　倉吉生田店 ガソリンスタンド パープルタウン　手芸の丸十 倉吉店 焼肉まさしげ　倉吉店 ホワイト急便　西倉吉店

セブン－イレブン　倉吉上灘小学校前店 ㈲あさひ産業　上灘給油所 パープルタウン　ストーンズクラブ 焼肉大平門　倉吉本店 ホワイト急便　ルート３１３店

セブン－イレブン　ハートインJR倉吉駅店　 打吹商事　打吹公園給油所 パープルタウン　セリア 倉吉店 ラーメン　幸雅 タクシー

ファミリーマート　倉吉駅前通り店 打吹商事　河北小学校前給油所 パープルタウン　VMV 倉吉店 軽食・喫茶・カフェ・甘味 倉吉交通㈱

FamilyMart　倉吉清谷店 打吹商事　倉吉駅前給油所 パープルタウン　ママイクコ 倉吉店 うどんと甘味　亀の尾 中央タクシー㈱

FamilyMart　倉吉宮川店 ㈲サンエス商会 ビーワイ　ヨシダ 久楽 日本交通㈱　倉吉新町営業所

ダンクショップ　倉吉市役所店 ㈱JA中央サービス　久米給油所 書籍・レンタル Coup ! La cafe 日ノ丸ハイヤー㈱　倉吉営業所

ダンクショップ　倉吉病院店 ㈱JA中央サービス　セルフ関金給油所 TSUTAYA　倉吉店 コメダ珈琲店　倉吉店 福祉用具・建具等・住宅設備機材

ダンクショップ　清水病院店 ㈱JA中央サービス　セルフ倉吉給油所 TSUTAYA　倉吉中央店 SEVENDAYS　CAFE あさひほーむ

ポプラJA山守店 ㈱ジェミニ物産　倉吉給油所 パープルタウン　今井書店　 パープルタウン　カフェテリア コア 住吉表具店

調剤薬局・医薬品 真木自動車　小鴨給油所 生花・園芸用品・直売所 弁当持ち帰り ㈲三谷金物店

健康堂　堺町本店 真木自動車　河北給油所 JA鳥取中央直売所　旬鮮プラザ　満菜館 おにぎり専門店　俵屋（パークスクエア食彩館内） ㈲宮本建築

小林薬局　東町店 真木自動車　和田給油所 本家かまどや 健康教室・トレーニングジム・リラクゼーション

小林薬局　本店 ㈱ハルキ　あげい給油所 居酒屋・スナック 自力整体と顔ヨガｄｉｋａｒａ（ぢから）

小林薬局　マロニエ店 ㈱ハルキ　西倉吉給油所 パープルタウン　フラワーガーデン中部花壇 海の幸肴料理　おかげさま パープルタウン　ゴールドボディジム

小林薬局　ロータリー店 湊屋石油㈱　河北SS farm garden チトのゆび El　Agua　Azul パープルタウン　Let's Relax 

ココカラファイン　倉吉北店 湊屋石油㈱　昭和町SS Ｌｅ　Ｃｉｅｌ NO　SIDE　※12月30日閉店 写真業

ココカラファイン　倉吉南店 湊屋石油㈱　大正町SS 土産品 パブハウス　ガン 写真のカワラジョー

シンヤクドー　倉吉河北店 自動車販売・整備 赤瓦一号館　（長生堂） 理容・美容 ミタ写真館

シンヤクドー　倉吉昭和店 真木自動車リース　昭和町店 赤瓦八号館　お菓子の館　寅蔵 おしゃれはうす　姫 その他

大陽堂薬局　新町店 真木自動車リース　河北整備工場 打吹回廊ショップ　赤瓦１８号館 ヴィス　クラシックマム

大陽堂薬局　本店 真木自動車リース　広栄整備工場 くらよし駅ヨコプラザ ヴィス　ベリー

大陽堂薬局　山根店 ㈲タニモト自動車 倉吉観光物産館　（長生堂） ヴィス　ルーチェ ブライダルハウス　とさき　(貸衣装）

ドラッグコスモス　上井店 鳥取日産自動車販売㈱　倉吉店 菓子製造販売 ビューティサロン　げんきはうす 山本印刷㈱

ドラッグストア　ウェルネス　上井店 トヨタカローラ鳥取㈱　倉吉店 ㈱石谷精華堂 ヘアクリニック　ウエダ ワン’ｓ　パートナー　（ペットホテル・トリミング）

ドラッグストア　ウェルネス　倉吉東店 カー用品 お菓子処　かわしま ヘアサロン　オブジェ

ドラッグストア　ウェルネス　倉吉南店 イエローハット　倉吉店 お菓子処　かわしま　パープルタウン店 ヘアーサロン　ナカムラ

日本調剤　昭和町薬局 オートバックス　倉吉店 お菓子処　まんばや Hair　the　FINE

日本調剤　西町薬局 タイヤ館倉吉 スウィートランドTAKARA CLAN from　YOU☆YOU

ホームセンター・ディスカウントストア 印鑑・印章製造 ふしみや HAIR STUDIO　YOU☆YOU　河北店

ジュンテンドー西倉吉店 ㈲橋本広版社 ふしみやMIND.　パープルタウン店 HAIR STUDIO　YOU☆YOU　昭和町店
スーパーホームセンターいない　倉吉中央店 パープルタウン　たいら堂　

ハウジングランドいない　倉吉西店

ダイレックス　西倉吉店

倉吉市プレミアム付商品券取扱店一覧（５０音順）

JA鳥取中央直売所　旬鮮プラザ
よってみたい菜

パープルタウン　㈱新日本観光センター
倉吉営業所　（旅行代理店）

倉吉で

お買い物を

しましょう！


