
◆いただきグルメ店舗
店　舗　名 住　　　　所 営業時間・定休日 TEL

1 白鳳の里　ゆめ温泉レストラン 米子市淀江町福岡1548-1 11：00～21：00 （ラストオーダー）（定休日：第4水曜日） 0859-56-6798

2 BIKAI 西伯郡大山町長富159-1
11：00～22：00（LO21：30）ランチ営業、日曜営業

（定休日：水曜日、第2または第3火曜日）
0859-54-2665

3 地魚料理　恵比須 西伯郡大山町御来屋29-4
11：00～14：30  （定休日：火曜日）
※ラストオーダー 14:00

0859-54-5522

4 道の駅　大山恵みの里 西伯郡大山町名和951-6
9：00～18：00
冬時間（2月末日まで）　9：00～17：00

0859-54-6030

5 ㈱緑水園 西伯郡南部町下中谷606 9:00～21:00（定休日：第1・第3火曜日） 0859-66-5111

6 休暇村奥大山 日野郡江府町御机字鏡ヶ成790-1 11：30～13：30（定休日：無休） 0859-75-2300

7 門脇旅館 日野郡江府町江尾2064 11：30～14：00（定休日：水曜日） 0859-75-2053

8 そば道場たたらや 日野郡日野町根雨679-1 11：30～13：30（定休日：水曜日） 0859-72-2261

9 エミーズカフェ 日野郡江府町久連7 江美の郷内 9：30～15：00（定休日：土・日・祝日） 0859-72-3210

10 リバーサイドひの 日野郡日野町下榎1183 11：00～13：30（定休日：無休） 0859-77-0333

11 レストランもり 日野郡日野町根雨378-2 11：30～14：30（定休日：第２、第４火曜日） 0859-72-0463

12 ふるさと日南邑ファームイン 日野郡日南町神戸上2962-1 11：30～13：30（定休日：火曜日） 0859-83-1188

13 ビアホフ　ガンバリウス 西伯郡伯耆町丸山1740-30
2月、3月の土日祝 11:00～21:00
2月の金曜、3月平日（火～金） 11:00～14:30、17:30～21:00
営業日をご確認ください

0859-39-8033

14 KOMOREBITOサンセットカフェ 西伯郡大山町大山45-4
ランチ　11：00～14：00（定休日：水・木曜日）
カフェ　15：00～18：00

050-5241-2022

15 中浦食品㈱大山PA上り売店 西伯郡伯耆町久古1379 8：00～20：00（定休日：無休） 0859-68-4995

16 豪円湯院 西伯郡大山町大山25番地 11：00～20：00（定休日：無休） 0859-48-6801

17 なごみ茶屋　八光 西伯郡大山町所子254-1
10：30～18：30（定休日：月曜日）
※祝日の場合は翌日

0859-53-3053

18 ふれあい茶論　弥生の風 西伯郡大山町国信 11：30～15：30（定休日：土・日・祝日） 080-1901-4164

※ご飲食されるメニューに条件はございません。

大山の豊かな自然の恵みに育まれた食材を使用した、おいしい料理と大山周辺の観光をお楽しみ下さい！！

割引券が利用可能な道の駅　6箇所　
　にちなん日野川の郷、道の駅奥大山、物産観光センターみなとまち商店街、

　ふれあい村アスパル日吉津店、道の駅　大山恵みの里、大山PA上り売店

　※施設内の店舗や一部商品等利用できない場合がございます。店舗にてご確認下さい。

クリア条件・注意事項
　いただきグルメ店舗で飲食をしてスタンプを1つ集めて下さい。

　観光施設を2ヶ所まわり、それぞれの観光施設でスタンプを1つずつ集めて下さい。

　合計3つのスタンプがそろえば完成です。お一人様一回一枚の利用となります。

　割引券は換金することはできません。

　300円未満の割引券利用についてはおつりはでません。

　割引券利用は実施期間中に限ります。

実施期間：2018年2月20日（火）～3月20日（火）
先着500枚限り利用可能
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＜３つスタンプをゲット＞ まわる順番は自由です!!

スタンプを集めたこの用紙をお買物の
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※1　有料観光施設については入場が条件となります。
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◆観光施設
施　設　名 地　区 住　　　　所 営業時間・定休日 TEL

1 米子水鳥公園

米子市

米子市彦名新田665

8：30～17：30（平日）
7：00～17：30（土・日・祝日）
休館日：毎週火曜日（祝日と重なった場合は、その翌日）
　　　 祝日の翌日（土曜日、日曜日を除く）

（例年臨時開園をしています。詳しくは、お問い合せ下さい。）

0859-24-6139

2 米子市観光センター 米子市皆生温泉3-1-1
9：00～18：00
無休

0859-35-0175

3 米子市観光案内所 米子市弥生町　JR米子駅構内 9：00～18：00 0859-22-6317

4 白鳳の里（どんぐり館） 米子市淀江町福岡1548-1

どんぐり館　10：00～17：00
　　　　　（1月1日～2月29日　10：00～16：00）
レストラン上淀　11：00～15：00
第4水曜日休館（臨時休館あり）

（1月1日～2月29日：毎週水曜日休館）

0859-56-6798

5 境港市観光案内所

境港市

境港市大正町215　
みなとさかい交流館1F

9：00～18：00（3～10月）
9：00～17：00（2月）
年中無休

0859-47-0121

6 水木しげる記念館 境港市本町5番地
9：30～17：00（入館受付 16：30まで）
年中無休

0859-42-2171

7 海とくらし史料館 境港市花町8-1
9：30～17：00（受付時間は16：30まで)
定休日：火曜日（祝日の場合翌日）

0859-44-2000

8 夢みなとタワー 境港市竹内団地255-3　

展望室・展示室
　9：00～17：00
　※受付終了は、閉館30分前まで
　定休日：毎月第2水曜日（祝日の場合は翌日）
喫茶 《 TOWER's CAFE 》
　10：00～16：00（オーダーストップ15：30）
　定休日：毎週水曜日（祝日の場合は翌日） 
みなとまち商店街（利用店舗） 
　9：00～17：00
　定休日：毎月第2水曜日（祝日の場合は翌日） 

0859-47-3800　

9 とっとり花回廊

南部町

西伯郡南部町鶴田110
2月～3月 　9：00～16：30（最終入園16：00）
　　　　　休園日：火曜日
　　　　　※ただし2017年度の3/20・27は開園 

0859-48-3030

10 ㈱緑水園 西伯郡南部町下中谷606
9：00～21：00
定休日：第1・第3火曜日

0859-66-5111

11 大山ガーデンプレイス

伯耆町

西伯郡伯耆町丸山1800-26
9：00～17：00
定休日：水曜日（祝日の場合は翌日）

0859-39-8111

12 大山望 西伯郡伯耆町金屋谷1801

10:00～15:00
（土日祝）10:00～16:00
（レストラン）11:00～15:00

定休日：毎週火曜日（祝祭日の場合は翌日）

0859-62-7577

13 大山火の神岳温泉豪円湯院

大山町

西伯郡大山町大山25番地
月～木（11：00～20：00）　最終受付19：30
金～日、祝前日（11：00～21：00）　最終受付20：30
年休無休

0859-48-6801

14 森の国
西伯郡大山町赤松634
(大山観光道路沿い　県道24号線沿い)

9：00～17：30 0859-53-8036

15 大山観光案内所 西伯郡大山町大山45-5
8：30～17：00
無休

0859-52-2502

16 道の駅　大山恵みの里 西伯郡大山町名和951-6
9：00～18：00
冬時間（2月末日まで）　9：00～17：00
年中無休

0859-54-6030

17 道の駅奥大山
江府町

日野郡江府町佐川908-3
9：00～17：00
定休日：年末年始

0859-75-3648

18 休暇村奥大山 日野郡江府町御机字鏡ヶ成790-1 9：00～20：00 0859-75-2300

19 道の駅にちなん日野川の郷 日南町 日野郡日南町生山386番地
9：00～18：00
定休日：第2水曜日

0859-82-1707

※参画施設の変更がある場合もございます。予めご了承下さい。施設内スタンプ設置場所につきましては、現地にてご確認下さい。
　有料施設においては有料入場が条件となります。

お問い合わせ先：いただきグルメプロジェクト事務局　㈱JTB中国四国IC事業部　担当：菅田　TEL0859－33－5821


