
「くらよしプレミアムクーポン（飲⾷券）」の利⽤可能店舗・施設
2022.11.3時点 165店舗・施設 市外局番：0858
⽩壁⼟蔵群周辺 味政 22-9581
⽩壁⼟蔵群周辺 居酒屋 上⽉ 22-4733
⽩壁⼟蔵群周辺 居酒屋 たいへい 22-7626
⽩壁⼟蔵群周辺 居酒屋 たち九 22-0974
⽩壁⼟蔵群周辺 ⽯井旅館 22-5111
⽩壁⼟蔵群周辺 打吹回廊 カフェ 27-1120
⽩壁⼟蔵群周辺 うどんと⽢味「⻲の尾」 23-5161
⽩壁⼟蔵群周辺 縁 090-6410-4089
⽩壁⼟蔵群周辺 おにぎり専⾨店俵屋 050-3701-2243
⽩壁⼟蔵群周辺 CURRY SHOP てけてけ 22-6500
⽩壁⼟蔵群周辺 喜太亭万よし 22-2778
⽩壁⼟蔵群周辺 北前船蕎⻨街道 22-7475
⽩壁⼟蔵群周辺 くだものや 27-2827
⽩壁⼟蔵群周辺 久楽 23-1130
⽩壁⼟蔵群周辺 Coup! la café（クラカフェ） 22-8675
⽩壁⼟蔵群周辺 グリルダイバーnut'710 050-6866-0895
⽩壁⼟蔵群周辺 けずりひ たいら 少納⾔．G 22-2391
⽩壁⼟蔵群周辺 ケバブカフェ ZUCCA 24-5200
⽩壁⼟蔵群周辺 幸寿し 22-3929
⽩壁⼟蔵群周辺 ⼯房 おるすばん灯 22-0573
⽩壁⼟蔵群周辺 粉もんや 楽園 24-6368
⽩壁⼟蔵群周辺 茶房 花 23-0141
⽩壁⼟蔵群周辺 三福 22-4895
⽩壁⼟蔵群周辺 四季の花 打吹天⼥ 27-1120
⽩壁⼟蔵群周辺 松⾵荘旅館（要予約） 22-6363
⽩壁⼟蔵群周辺 ⾷事の関所 扇雀⾷堂 22-2747
⽩壁⼟蔵群周辺 ⽩壁倶楽部 24-5753
⽩壁⼟蔵群周辺 スナック COCO 22-2775
⽩壁⼟蔵群周辺 Sept 27-2995
⽩壁⼟蔵群周辺 中華料理 北京 23-0620
⽩壁⼟蔵群周辺 Tsudoi 33-5612
⽩壁⼟蔵群周辺 ティーラウンジ ダイアナ 22-1234
⽩壁⼟蔵群周辺 ⼿打ちそば処 打吹庵 23-7070
⽩壁⼟蔵群周辺 ⿃取⼆⼗世紀梨記念館フルーツパーラー 23-1174
⽩壁⼟蔵群周辺 ⽇本料理 ⾶⿃ 24-5575
⽩壁⼟蔵群周辺 バイキングレストランLOOSE 23-0234
⽩壁⼟蔵群周辺 パブハウス ガン 22-3440
⽩壁⼟蔵群周辺 パン⼯房papan 倉吉店 22-0757
⽩壁⼟蔵群周辺 BREW LAB KURAYOSHI 27-1432
⽩壁⼟蔵群周辺 ほっかほっか亭 うわなだ店 22-0600
⽩壁⼟蔵群周辺 ほっかほっか亭 昭和町店 23-6633
⽩壁⼟蔵群周辺 ぽん太 080-6318-2663
⽩壁⼟蔵群周辺 まきた旅館（要予約） 22-2056
⽩壁⼟蔵群周辺 町屋 清⽔庵 22-4759
⽩壁⼟蔵群周辺 松原旅館（要予約 22-2668
⽩壁⼟蔵群周辺 満州（まんしゅう） 22-8317
⽩壁⼟蔵群周辺 ⺠芸TAKAKI ⼟蔵そば 23-1821
⽩壁⼟蔵群周辺 夢倉（むそう） 47-1077
⽩壁⼟蔵群周辺 モダン 24-6885
⽩壁⼟蔵群周辺 ゆめや 倉吉店 24-0050
⽩壁⼟蔵群周辺 ⽶澤たい焼店 22-3565
⽩壁⼟蔵群周辺 拉麺やまねこ 27-0828
⽩壁⼟蔵群周辺 La QUEUE perdu 22-6399
⽩壁⼟蔵群周辺 Le Ciel deux 33-5516
⽩壁⼟蔵群周辺 レストラン 三⽇⽉ 22-3586
⽩壁⼟蔵群周辺 和カフェ茶屋 080-5751-6905
倉吉駅周辺 蒼居 26-6559
倉吉駅周辺 味処 進 26-9366
倉吉駅周辺 あぶり処 とれびーふ 26-2029
倉吉駅周辺 Ange 27-0318
倉吉駅周辺 居酒屋 巌 26-6630
倉吉駅周辺 居酒屋 さな 26-4548
倉吉駅周辺 居酒屋 だるま⾷堂 24-5253
倉吉駅周辺 ⼀蔵 26-1110
倉吉駅周辺 いわもと⾷堂 24-5708
倉吉駅周辺 うどんちよ志 倉吉店 26-0322
倉吉駅周辺 N 27-6866
倉吉駅周辺 Φllet（エレット） 24-5878
倉吉駅周辺 ⼤阪王将 倉吉店 24-6660
倉吉駅周辺 ⼤盛りの店 すぎちゃん 26-5022
倉吉駅周辺 お昼ごはん 味彩 26-8182
倉吉駅周辺 回転すし北海道 河北店 48-1577
倉吉駅周辺 Cafe SOURCE MID 24-6565
倉吉駅周辺 歌舞点⼼ 26-4434
倉吉駅周辺 君想うツバメの暮らし 26-2234
倉吉駅周辺 ⽜⾓ 倉吉店 47-4129
倉吉駅周辺 ⽜⾻ごっつおらーめん 倉吉本店 26-3813
倉吉駅周辺 餃⼦の王将 倉吉パープルタウン店 27-5101
倉吉駅周辺 倉吉・⼤⼈の癒し系ワインバルEl Agua Azul 26-7004

倉吉駅周辺
倉吉シティホテル
・Cafe Dining CREAS MERY
・⽇本料理 ふじ蔵･⽇本料理 ふじ蔵別邸

26-6111

倉吉駅周辺 くらよし弁当 22-8595
倉吉駅周辺 grimon 33-5218



倉吉駅周辺 クルクル 27-1895
倉吉駅周辺 ⼩⾈ 26-2985
倉吉駅周辺 サーティワンアイスクリーム倉吉店 23-8631
倉吉駅周辺 咲倉 26-8579
倉吉駅周辺 雑貨笛 070-5420-4512
倉吉駅周辺 Cherie 26-5035
倉吉駅周辺 志真 26-2036
倉吉駅周辺 しゃぶしゃぶ温野菜 倉吉店 26-0831
倉吉駅周辺 酒房りょう平 26-1959
倉吉駅周辺 酒楽家 のかた 26-7717
倉吉駅周辺 勝隆店 26-3525
倉吉駅周辺 S-六三四 26-7003
倉吉駅周辺 次郎⻑寿し 26-2408
倉吉駅周辺 新あじそうパープル店ぱくぱく 26-1121
倉吉駅周辺 寿し 味佳 26-2628
倉吉駅周辺 ストロベリーコーンズ倉吉店 48-1233
倉吉駅周辺 スナック⾚いカラス 26-3345
倉吉駅周辺 スナック奈美 26-3607
倉吉駅周辺 炭⽕焼⾁ 凛凛 26-2101
倉吉駅周辺 炭焼ちゃあしゅう ⼤⾹房 26-4468
倉吉駅周辺 SEVENDAYSCAFE 24-6877
倉吉駅周辺 蕎⻨酒房つなぎや 24-5114
倉吉駅周辺 だいなぽいんと 26-3961
倉吉駅周辺 DOUBLE 26-5445
倉吉駅周辺 Cherish 26-1433
倉吉駅周辺 CHITOSE 26-8608
倉吉駅周辺 ティーラウンジ マドンナ 26-5555
倉吉駅周辺 鉄板居酒屋 ころころ 24-6355
倉吉駅周辺 天ぷら海鮮 くら福 27-0383
倉吉駅周辺 ⿃取 鶏・とんこつラーメンつばさ 26-5277
倉吉駅周辺 とっ⿃屋 倉吉店 26-5858
倉吉駅周辺 とり甚 26-2390
倉吉駅周辺 ナイトラウンジ アカラ 26-0226
倉吉駅周辺 のの楽 26-2528
倉吉駅周辺 PARIS1981 レストランパリ 26-0315
倉吉駅周辺 Barcos Coffee 27-1365
倉吉駅周辺 BISHOP 26-3620
倉吉駅周辺 FOOD&COCKTAIL STANDARD 26-4341
倉吉駅周辺 furari 33-5881
倉吉駅周辺 PRIMO 26-0544
倉吉駅周辺 蓬莱軒 26-1449
倉吉駅周辺 ほっかほっか亭 上井南店 26-8238
倉吉駅周辺 ホテルセントパレス倉吉（要予約） 26-2323
倉吉駅周辺 ホルモンちづや 倉吉駅前店 24-6629
倉吉駅周辺 本格炭⽕焼⾁ 幸楽 26-3369
倉吉駅周辺 MIKI.Twinkle 26-8381
倉吉駅周辺 麺屋⼋兵衛 26-3555
倉吉駅周辺 モスバーガー 倉吉バイパス店 26-6023
倉吉駅周辺 やきとり⼤吉 倉吉店 26-5739
倉吉駅周辺 焼とり ひょうたん 26-1157
倉吉駅周辺 焼⾁⽜王 倉吉店 24-6667
倉吉駅周辺 焼⾁きらく 26-2587
倉吉駅周辺 焼⾁ 彩花 26-3210
倉吉駅周辺 焼⾁ 華 26-2051
倉吉駅周辺 焼⾁⼤平⾨ 倉吉本店 26-4082
倉吉駅周辺 焼⾁ちづや 26-4334
倉吉駅周辺 焼⾁ 華 26-2051
倉吉駅周辺 焼⾁まさしげ倉吉店 26-2919
倉吉駅周辺 やちよ 26-4598
倉吉駅周辺 横浜家系ラーメン吉岡家 倉吉駅前店 27-1822
倉吉駅周辺 ラーメン 幸雅 26-7288
倉吉駅周辺 らーめん豚⿓ 090-9166-5027
倉吉駅周辺 LaPaLa 26-9383
倉吉駅周辺 Re：Emi 26-5553
倉吉駅周辺 リシャール 26-4800
倉吉駅周辺 漁師料理 さと 26-2382
倉吉駅周辺 レストラン アムール 26-8088
倉吉駅周辺 恋仙 26-6858
関⾦ 居酒屋⼀⼼ 45-3353
関⾦ せきがね湯命館内 ⽩⾦⾷堂 45-2000
関⾦ サテンドール 45-1603
関⾦ ⿃飼旅館 （要予約） 45-2121
関⾦ 薬膳⾷堂 ⽝挟 45-1314
関⾦ わさびの家 45-2622
⻄倉吉・その他 カラオケスナックドレミファドン 28-4611
⻄倉吉・その他 喜⼋楽⼋ 倉吉店 28-1955
⻄倉吉・その他 燻製道楽 27-0019
⻄倉吉・その他 元 090-4898-9429
⻄倉吉・その他 中華料理 ⾦⿓ 29-5151
⻄倉吉・その他 ⽇曜⼯房 24-5724
⻄倉吉・その他 麺屋TASUKU 050-8880-4596
⻄倉吉・その他 焼⾁ミッキー 28-1003
⻄倉吉・その他 レストラン味喜 28-0530


