あなたもぜひ賛助会員に！

公益財団法人鳥取県国際交流財団

賛助会員 ＜特典＞提携先一覧
鳥取県国際交流財団では、下記の店舗及び施設等にご協力いただき、賛助会員の皆様だけが得られる特典をご用意しております。
賛助会員の皆様はぜひご活用ください。
ご利用の際は、必ず「会員証」をご提示いただきますよう、お願い申し上げます。
＊飲食店＊
エリア

名 称
アジパイ

住 所

電話番号

時

間

定休日
火曜日、第2月曜日

特

典

食事をされた方にホットチャイ、またはアイスチャイをサービス

鳥取市商栄町251-4

(0857)21-5881

patisserie&café drop

パティスリー アンド カフェ ドロップ

鳥取市川端1-118

(0857)29-1506

11:00-21:00

水曜日

創作ごはん＆ギャラリー ハチドリtable

鳥取市興南町45

(0857)21-4300

11:00-15:00、17:30-21:30

月曜日、第2・4日曜日

中部

寿司 くらま

倉吉市上井町1丁目9-1

(0858)26-5043

11:30-14:00、17:00-24:00

日曜日

5％割引

西部

鶏料理専門店 さんぽう

米子市角盤町1丁目72番地

(0859)22-5850

11:00-16:00、17:00-21:00

不定休

食後のコーヒー（ソフトドリンク）サービス(入店時に会員証をご提示ください）

西部

Ｔｏｋｙｏ食堂

米子市西福原４－９－２８

(0859)34-3456

7:00-3:00

火曜日

グラスワイン１杯サービス（2名様まで）

西部

玄米cafe 日々の糧

米子市明治町197
ホテル真田２Ｆ

(0859)34-3773

11:00-15:00、17:00-21:00
（ラストオーダー20:30）

日曜日

お１人様1,000円以上の食事で100円引き（4名様まで）

東部

カレー食堂 asipai

東部
東部

11:30-15:00、17:30-21:00

ご飲食料金を5％割引（ケーキ等テイクアウトも含む）
ワンドリンクサービス（お連れ様分も）

＊観光施設＊
エリア

名 称

住 所

電話番号

時

間

休館日
毎月第2水曜日
（祝日の場合は翌日）、
8月無休、年末年始

東部

鳥取砂丘こどもの国

鳥取市浜坂１１５７の１

(0857)24-2811

9:00～17:00（最終入館16:30）

東部

渡辺美術館

鳥取市覚寺堤下1-55-1

(0857)24-1152

平日10:00-15:00
土日・祝日10:00-17:00

東部

わらべ館

鳥取市西町3丁目202

(0857)22-7070

9:00-17:00（最終入館16:30）

東部

石谷家住宅

八頭郡智頭町智頭396

(0858)75-3500

10:00-17:00

中部

青山剛昌ふるさと館

東伯郡北栄町由良宿1414

(0858)37-5389

4-10月 9:30-17:30
11-3月 9:30-17:00

無休

第3水曜日(8月除く：祝日の場合は翌日）
年末年始

入館料 一般500円を2割引（同伴者5名まで）

水曜日(祝日の場合は翌日）
入館料を１００円割引
年末年始

中部

中国庭園 燕趙園

東伯郡湯梨浜町引地565-1

(0858)32-2180

9:00-17:00

西部

フラワーパーク とっとり花回廊

西伯郡南部町鶴田110

(0859)48-3030

4-11月 9:00-17:00
12-3月 9:00-16:30

4-11月 無休
12-3月 火曜日（祝日の場合は翌日）

4月-10月 9:00-17:30
11月-3月(土日・祝日) 7:00-17:30
11月-3月(平日) 8:30-17:30

火曜日、祝日の翌日

西部

入園料を2割引（会員本人＋4名が対象）

火曜日（祝日の場合は翌日）
入館料を割引（一般200円割引）
年末年始

12～3月の第4火曜日
（祝日の場合は翌日）

西部

特 典

米子水鳥公園

米子市彦名町新田665

(0859)24-6139

水木しげる記念館

境港市本町5番地
本町アーケード通り

(0859)42-2171

9:30-17:00

無休
第2水曜日
（祝日の場合は翌日）

西部

夢みなとタワー

境港市竹内団地255-3

(0859)47-3800

4-9月 9:00-18:00
10-3月 9:00-17:00

西部

海とくらしの史料館

境港市花町8-1

(0859)44-2000

9:30-17:00（受付16:30まで）

毎週火曜日
（祝日の場合は翌水曜日）

西部

海鮮物専門店 境港さかなセンター

境港市竹内団地259番地2

(0859)45-1111

8:30-17:00

水曜日(祝日は営業）

西部

物産観光センター みなとまち商店街

境港市竹内団地255-3
夢みなとタワー１F

(0859)47-3710

4-9月 9:00-18:00
10-3月 9:00-17:00

第2水曜日

西部

大漁市場 なかうら

境港市竹内団地209

(0859)45-1600

8:15-16:30

無休
（12/31 10:00～1/4は除く）

入館料を１００円割引
入園料を2割引（3名様まで）
入園料を１０％割引(会員と同伴者３名まで）
大人(高校生～69歳)入館料割引（100円割引）、その他は無料
入館料１００円割引
入館料1割引（１グループ）
入館料を１０％割引
1,000円以上お買い上げの方に、ちょっぴりプレゼント（海鮮せんべい）
粗品進呈
お買い物をされた方に粗品進呈

＊物販店＊
エリア
中部
西部
西部
西部

名 称
アジア雑貨店 KRUKRAくるくら

倉吉市魚町2516

電話番号
(0858)27-0015

時 間

定休日

特 典

10:00-18:00

火曜日

お買い上げの方は、合計金額から5％オフ
お買い上げの方は、合計金額から10％オフ

米子市上福原4-8-19

(0859)35-7306

11:00-20:00

水曜日
(祝日と重なる日は営業）

ポップ

米子市両三柳597-2

(0859)24-2434

平日 13:00-18:00
土日 11:00-18:00

火曜日

1万円以上お買い上げの方は、5％オフ

レインディア

米子市勝田町334

(0859)33-2007

10:00-19:00

不定休

1万円以上お買い上げの方は、5％オフ

ジャランズ

雑貨 JALANS 米子店
トイ

住 所

あそびの専門店 TOY POP

北欧インテリアショップ Reindeer

＊旅行会社＊
エリア

時 間

定休日

東部

日本旅行 Tis鳥取支店

名 称

鳥取市東品治111-1

住 所

(0857)24-7322

電話番号

10:00-18:00

土日、祝日、年末年始

東部

トップツアー鳥取支店

鳥取市富安２丁目１５９番地
久本ビル６F

(0857)23-2001

―

―

特 典
パック旅行を３％割引（国内：赤い風船、海外：マッハ・ベスト）
５％オフ→【国内宿泊パック（トップツアー）、海外パッケージ商品、海外JALPAK商品（I'll)】

３％オフ→【海外JALPAK商品（AVA)】

＊宿泊施設＊
エリア

名 称

住 所

電話番号

時 間

定休日

特 典

住 所

電話番号

時 間

定休日

特 典

募集中
＊教室＊
エリア
東部
東部

名 称
多文化交流教室 日華ふれんず

鳥取市新町２０１

090-7541-9725

―

―

語学教室の入会費3,000円から1,000円割引

パソコン教室 ナレッジサポート

鳥取市湖山町東5丁目206
花木ビル３F

(0857)30-2333

9:00-18:00

―

一般講座受講料10％オフ、個人会員3か月間会費10％オフ、
初回無料体験あり（要電話予約）

時 間

定休日

8:45-17:30

日曜日、祝日

＊その他＊
エリア
東部

名 称
自動車整備 鳥取オートガラス

住 所
鳥取市千代水1丁目84番地2

電話番号
(0857)27-4421

特 典
フィルム施工、車用ガラス関連作業を通常価格より5％割引

２０１７年６月２１日現在

