はこた人形

狐面

因伯牛

倉吉張子

起き上がり

実施期間

因幡の白兎

❶ 飲食店で食べて応援！

18,000 セット発行

《各会場の販売開始時間より》
【 販売開始】10 月 8 日（金）

先着販売！

くらよしプレミアム付飲食券
市内加盟飲食店で使える

販売会場一覧、購入方法・条件など

（プレミアム率25％）

詳しくは本チラシの裏面をご確認ください

1セット5,000円分の飲食券を

❷ 観光施設などで使って応援！

クーポンが【もらえる飲食店】
クーポンが【使える店舗・施設】

くらよし観光専用クーポン

倉吉絣

「くらよしプレミアム付飲食券」加盟飲食店で食事すると、飲食券の利用有無に関わらず
飲食代 2,000円
（税込）
ごとに「くらよし観光専用クーポン」500円分がもらえる！

配布期間

令和3 年10月8日
（金）
～令和4 年1月30日
（日）

有効期間

令和3 年10月8日
（金）
～令和4 年1月31日
（月）

❸ ホテル・旅館に泊まって応援！

倉吉市宿泊割引

は本チラシ裏面に掲載しています

◉本チラシ裏面の「くらよしプレミアム付飲食券」加盟飲食店でのみ配布します。
◉各飲食店での配布数には限りがあり、なくなり次第に順次配布を終了します。

有効期間が１０月１日までの『くらよし観光専用クーポン』
も令和４年１月３１日まで引き続き利用できます。
▶▶

【 予約受付開始】10 月 8 日（金）9:00 より
対象宿泊施設
■ホテルアーク 21
倉吉駅周辺エリア
■ホテルセントパレス倉吉

◉ 予約は利用日の１カ月前～当日正午まで
１人１施設につき１回限り、最大７連泊まで
◉ 期間中、
※但し特例として「倉吉市民」のご家族が、県外出張、又は県境を越えた帰郷・
帰省時に、経過観察のための一時待機の目的で利用される場合に限り、宿泊施
設への事前の自己申告により、最大13 泊14日まで複数回利用可。利用時フロン
トにて、宿泊者の本人確認書類（保険証、運転免許証、
学生証等）をご提示に加え、
市内自宅住所と電話番号を記載いただきます。

■倉吉シティホテル
■ビジネスホテル斉木

■ニュービジネスホテル
アルファー

■ビジネスインたけのや

■大阪屋旅館

■ゲストハウス tocotoco

■米小旅館

■石井旅館 ■松風荘旅館

■ゲストハウス 梅月旅館

■福助旅館 ■まきた旅館

■ビジネスイン諏訪部
■サンホテル倉吉

白壁土蔵群周辺エリア

関金温泉周辺エリア

■倉吉アーバンホテル

■関金温泉 湯楽里

■倉吉タウンホテル

■鳥飼旅館

■松原旅館
その他エリア

10月22日
オープン！

■古民家ゲストハウス倉吉

◉ 宿泊施設への直接予約（電話・自社サイト経由）のみで受付。電話予約の場合は、当割引を利用されたい旨を必ずお伝えください。
◉ ご予約時に全宿泊者名をフルネームで、ビジネス利用は会社名も施設へお伝えください。
、GoToトラベルとの併用【不可】、じゃらん・楽天等のオンライン旅行会社経由は対象外です。
◉ #WeLove山陰キャンペーンと併用【可】

❹ ホテル・旅館で食べて応援！

倉吉市日帰り食事割引

① 先行予約受付開始
【予約期間】
10月8日～ 10月31日17：00（利用日が 11月14日までの予約に限る）
対象施設

■松原旅館

■鳥飼旅館

② 全施設で受付開始
【予約期間】
11月1日正午 ～令和4年1月31日（予約は利用日の2週間前～当日正午まで）
◉ 利用日の変更は1回まで可能
◉ お1人 2,000円
（税サ込）以上の、事前予約された食事プランに適用
対象施設
テイクアウト、
デリバリー利用も対象！
◉ 対象となる全ての宿泊施設が「鳥取県新型コロナウイルス安心対策認証店」です。
■ホテルセントパレス倉吉 ■石井旅館 ■松風荘旅館
（利用人数の条件は各施設にお問合せください。
）
■松原旅館 ■まきた旅館
■倉吉シティホテル
◉ 施設への事前予約が必要で、予算に達し次第終了
■鳥飼旅館
■ビジネスイン諏訪部
◉ １人あたりの利用回数制限無し

◉ ほかの割引との併用不可

利用に関する詳細、Q&A は、ホームページをご覧ください▶
飲食券が完売した場合、予算に達した場合、クーポンの予定配布枚数に達した場合は、随時終了します。
また新型コロナウイルス感染拡大の状況により、内容を予告無く変更、又は終了する場合があります。
最新情報は、当協会ホームページをご覧ください。SNS でも随時発信しますのでフォローもお願いします。

【事業主体】倉吉市
【受託事業者・お問合せ】
（一社）倉吉観光 MICE 協会 〒682 - 0821 鳥取県倉吉市魚町 2568-1

感染リスクが高まる『5つの場面 』に気を
付けながらご利用をお願いします。
いつでもマスク、手洗い、消毒を忘れずに。
換気をよくして三密を避けましょう。

TEL 0858 - 24 - 5371

くらよしプレミアム付飲食券【販売会場一覧】
【会場名】

（10月8日）

【住所】

【初日開始時間】

【通常販売時間】

① ファミリーマート 倉吉清谷店

倉吉市清谷町 2 - 47

9 : 00

24時間

② ファミリーマート 倉吉駅前通り店

倉吉市山根 620 - 1

9 : 00

24時間

③ パープルタウン インフォメーション

倉吉市山根 557 -1 パープルタウン1階

10: 00

10: 00～19:00

④ スーパーホームセンター いない倉吉中央店

倉吉市下田中町 947 - 2

11: 00

11: 00～18 :00

⑤ 東宝ストア ロータリー店

倉吉市住吉町 115

9 : 00

9 : 00～18: 00

⑥ ファミリーマート 倉吉宮川店

倉吉市宮川町 2 - 45

9 : 00

6 : 00～23:00

⑦ 円形劇場 くらよしフィギュアミュージアム

倉吉市鍛冶町 1- 2971- 2

9 : 00

9 : 00～16: 30

⑧ 東宝ストア 西倉吉店

倉吉市西倉吉町 13 - 5

9 : 00

9 : 00～18: 00

⑨ せきがね湯命館（月曜定休）

倉吉市関金町関金宿 1139

10: 00

10: 00～20:00

※各会場の販売状況の進ちょくは、ホームページで公開します。

くらよしプレミアム付飲食券【購入方法】
販売価格

１セット5,000円の飲食券を4,000円（500 円10 枚綴り）で販売（プレミアム率 25％）

販売期間

《各会場の販売時間終了まで》
10月8日（金）《各会場の販売開始時間より》～ 11月30日
（火）
※売れ残った場合の対応は別途HPで公開

有効期間

10月8日（金）～ 令和4 年1月31日（月）

購入条件

期間中、
１人２セットまで（ご来店された本人分のみ購入できます。代理購入はできません。）
ただし、重度の身体障がい、要介護状態等の身体的な理由で会場に来ることができない方は、代理人が
購入希望者の障がい者手帳等（原本）の持参により代理購入が可能です。但し障がいの程度に制限があ
りますので、詳しくはホームページをご覧のうえ、お問合せください。

持 参 物

本人確認書類（コピー不可）※・現金（キャッシュレス決済不可）
※本人確認書類（原本）
：運転免許証、保険証、マイナンバーカード、パスポート、学生証等

【くらよしプレミアム付飲食券】が使える飲食店
（兼くらよし観光専用クーポン配布店）
全飲食店が
『鳥取県の新型コロナウイルス安心対策認証店』 ▼ このステッカーが目印！
または『新型コロナウイルス感染予防対策協賛店』です。
白壁土蔵群周辺エリア
居酒屋 上月
居酒屋 たいへい
うどんと甘味「亀の尾」
縁 ～えにし～
カフェ ルナ・グリーン
喜太亭 万よし
北前船蕎麦街道
くだものや
久楽
Coup la café（クラカフェ）
グリルダイバー nut’710
ケバブカフェ ZUCCA
幸寿し
工房 おるすばん灯
粉もんや楽園
茶房 花
三福
食事の関所 扇雀食堂
白壁倶楽部
スナック COCO

中華料理「北京」
Tsudoi
手打ちそば 打吹庵
ティーラウンジ ダイアナ
天厦同人
日本料理 飛鳥
パブハウス ガン
パン工房 papan 倉吉店
ほっかほっか亭 昭和町店
Maize TOTO
町屋 清水庵
民芸 TAKAKI 土蔵そば
夢倉
焼肉まんしゅう
ゆめや 倉吉店
米澤たいやき店
Le Ciel deux
歴史カフェ会津
レストラン三日月
和カフェ茶屋
和食 打吹天女

炭焼ちゃあしゅう大香房
SEVENDAYS CAFE
創菜美酒 風
味処 進
蕎麦酒房 つなぎや
居酒屋さな
DOUBLE
一蔵
居酒屋 だるま食堂
うどんちよ志 倉吉店
CHITOSE
HELMES CROWN
ティーラウンジ マドンナ
大阪王将 倉吉店
天ぷら海鮮 くら福
お昼ご飯 味彩
鳥取 鶏・とんこつラーメンつばさ
cafe SOURCE MID
とっ鳥屋 倉吉店
歌舞点心
とり甚
君想うツバメの暮らし
ナイトラウンジ アカラ
牛角 倉吉店
倉吉・大人の癒し系ワインバル El Agua Azul のの楽
PARIS1981 レストランパリ
grimon
Barcos Coffee
カフェテリア COA
BISHOP
Coco Dolce
FOOD&COCKTAIL STANDARD
小舟
PRIMO
ころころ
サーティワンアイスクリーム 倉吉店 Brilliant Lips
Blond
咲倉
蓬莱軒
酒楽家 のかた
ホルモンちづや 倉吉駅前店
雑貨笛
本格炭火焼肉 幸楽
しゃぶしゃぶ温野菜 倉吉店
麺屋八兵衛 本店
酒房 りょう平
焼肉きらく
勝隆店
焼肉大平門 倉吉本店
次郎長寿し
焼肉ちづや
寿し味佳
焼肉 華
スナック赤いカラス
焼肉まさしげ 倉吉店
スナックいちご
やちよ
スナック奈美
らーめん豚龍
炭火焼肉 凛凛

倉吉駅周辺エリア

【くらよし観光専用クーポン】が使える店舗・施設
※飲食代金・宿泊料金の支払いには使えません

▼このステッカーが目印！
事業実施主体：倉吉市

■ 観光土産店
徳岡茶舗
鳥取二十世紀梨記念館なしっこ館
ミュージアムショップ
赤瓦一号館 いなしま酒店
赤瓦一号館 長生堂
はこた人形工房
赤瓦一号館 中野竹藝
花こまち 谷本種苗園芸
赤瓦一号館 ふみ子の手作り工房
farm garden チトのゆび
赤瓦一号館 渡部商店
ふしみや 本店
赤瓦三号館 中野竹藝
BREW LAB KURAYOSHI
赤瓦十二号館 久和
ペットのおみやげ かんだや、
赤瓦十八号館（打吹回廊1Fショップ） りんりんや
石谷精華堂
Le Ciel
いなしま酒店
Retro Mix
お菓子処 まんばや
お菓子処 かわしま
倉吉駅周辺エリア
お香とうらなひ ひフみ
おもちゃと駄菓子の店 たいら
くらよし駅ヨコプラザ
金田屋 かねちく
倉吉観光物産館 長生堂
岸田呉服店
スイーツショップ ボストン
きしだ農園直売所
パティスリー ミノウラ
ギフトやぶき
バルコス本店
ぎゃらりぃ和
◉ パープルタウン内
CANDY☆POT
アウトドア・スポーツ ACTIVIT
倉吉白壁土蔵群観光案内所
シューズショップ コマツ
倉吉ふるさと工芸館
Rodzina Kitchen -ロジーナキッチン 倉吉ワイナリー

白壁土蔵群周辺エリア

▼ 観光専用クーポンがもらえる！

上のステッカーを掲示する飲
食店では飲食代金 2,000円
（税込）
ごとに右欄の店舗・施
設でつかえる500円クーポン
1枚を配布。各店舗にあるクー
ポン券は数に限りがあり、な
くなり次第に順次配布を終了
します。
関金周辺エリア
居酒屋 一心
せきがね湯命館内 白金食堂
サテンドール
薬膳食堂 犬挟
わさびの家

西倉吉・その他エリア
カラオケスナック ドレミファドン
喜八楽八 倉吉店
燻製道楽
中華料理 金龍
日曜工房
焼肉ミッキー
レストラン味喜
La Pa La
漁師料理 さと
レストラン アムール
ROYAL CROWN
炉ばた焼 文

くるくら
桑田醤油醸造場
元帥酒造
COCOROSTORE
後藤荒物店
con Leche
サダルチョーク
Sugar_tree
鶴乃觜
てぬぐい工房らっぷ

関金・その他周辺エリア
スウィートランド TAKARA
道の駅 犬挟
旬鮮プラザ満菜館
野球用品 NORIA

■ 観光・体験施設
白壁土蔵群周辺エリア
赤瓦十一号館 陶芸館
円形劇場くらよしフィギュアミュージアム
鳥取二十世紀梨記念館 なしっこ館
はこた人形工房
Voyage
まととや
ミタ写真館

関金・その他周辺エリア
宿坊 地蔵院 ※宿泊料金には使えません
せきがね湯命館
やまもり温泉キャンプ場
竹灯籠工房

くらよし観光専用クーポン券

つかえます！
狐面（倉吉張子）

有効期間が１０月１日まで
の「くらよし観光専用クー
ポン」も、令和４年１月３１
日まで引き続き利用でき
ます。

■タクシー
日本交通（タクシー）
倉吉交通（タクシー）
日ノ丸ハイヤー（タクシー）

■運転代行サービス
アサヒ代行社
代行ヤマト
代行ワールド
ファミリー代行

当チラシは 9 月 27 日時
点の情報です。最新は
当協会のホームページ
をご覧ください。

