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1 旅　館 木造りの宿　橋津屋 三朝886 43-0719 22 飲食店 たんたん 三朝897 43-2997

2 旅　館
健康づくりの宿
ブランナールみささ

三朝388-1 43-2211 23 飲食店 茶田屋 三朝903-3 43-0734

3 旅　館 依山楼 岩崎 三朝365 43-0111 24 飲食店 味賞　三朝屋 三朝924 43-0179

4 旅　館 旅館大橋 三朝302-1 43-0211 25 飲食店 お食事処　かじか亭 三朝309-9 43-0351

5 旅　館 古き良き湯の宿　木屋旅館 三朝895 43-0521 26 飲食店 居酒屋　ガキ大将 三朝821-2 43-2998

6 旅　館 旬彩の宿　いわゆ 三朝942 43-0124 27 飲食店 お食事処　かめや 三朝972-5 24-5330

7 旅　館 もみの木の宿　明治荘 三朝847 43-0234 28 飲食店 森の樹 三朝973-1 090-3745-8478

8 旅　館 旅館　中屋 三朝855 43-0859 29 飲食店 茶房　三朝亭 三朝911-3 090-9501-3321

9 旅　館 湯治宿 et café ゆのか 三朝800-1 43-1950 30 飲食店 スナック　めるへん 三朝923-3 43-1558

10 旅　館 三朝温泉　後楽 三朝972-11 43-0711 31 飲食店 クローバー 三朝909-1 43-3070

11 旅　館 清流荘 三朝309 43-0321 32 飲食店 居酒屋　味季 山田12-3 43-0233

12 旅　館 みささガーデンホテル 三朝696-1 43-1511 33 飲食店 お食事処　大八 大瀬1198-19 43-1304

13 旅　館 三朝館 山田174 43-0311 34 飲食店 スナック　みやこ 大瀬949-10 43-2948

14 旅　館 三朝薬師の湯　万翠楼 山田5 43-0511 35 飲食店 Ｃａｆｅ　いちまいのおさら 坂本1608-3 090-7997-3321

15 旅　館 渓泉閣 山田180 43-0828 36 理美容 平井理容室 三朝970-4 43-1603

16 旅　館 斉木別館 山田70 43-0331 37 理美容 梶川理髪館 三朝903-3 43-2126

17 旅　館 ちくま旅館 山田121-1 43-0050 38 理美容 ユリ美容室 三朝645-13 43-0556

18 旅　館 三朝ロイヤルホテル 大瀬1210 43-1231 39 理美容 カット・ザウルス 本泉294-9 43-0854

19 飲食店 遊食空間　きらく 三朝791-18 43-0043 40 理美容 理容　にしむら 大瀬1198-20 43-2258

20 飲食店 味処　華 三朝791-17 43-0006 41 理美容 Hair is Life 美容室マリ 大瀬1036-3 43-3145

21 飲食店 お酒と一品料理　ひょうたん 三朝972-11 43-0602 42 理美容 美容室　はいから 大瀬1054-9 43-3400
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43 理美容 福祉理美容・ヒオキ 倉吉市宮川町188 22-5101 66 小売り 三朝おひさま市 山田765-3 43-2355

44 理美容 びよう空間　Ｃｏｔａ（コタ） 大瀬1188-1 33-5161 67 小売り 道の駅　楽市楽座 大柿591 43-2286

45 サービス業 ＩＳＭ　Ｎａｉｌ 大瀬1188-1　2Ｆ 080-1634-3219 68 小売り ＪＡ大瀬給油所 大瀬1045 43-1411

46 サービス業 なかむら治療院 大瀬991-5 43-0633 69 小売り ＪＡ竹田給油所 曹源寺57-2 44-2626

47 サービス業
リンパデトックスサロン
Ｌｕｃｉａ（ルチア）

余戸375 090-7134-8994 70
自動車、農機
販売・修理

本田モータース 今泉1068-2 43-0303

48 小売り
㈲松原良明商店
楽寿夢庵

砂原278-11
三朝911-1

43-0911(良明商店）
43-0708（楽寿夢庵）

71
自動車、農機
販売・修理

㈲秀栄自動車 本泉667-4 43-3060

49 小売り ㈱魚春 三朝314-1 43-0831 72
自動車、農機
販売・修理

米広商事㈲ 今泉588-1 43-2101

50 小売り
さんすい
さんすい　三朝支店

三朝970-5
43-0604（本店）
43-0353（支店）

73 小売り 秋山自転車商会 片柴925 43-0456

51 小売り 藤井酒造（資） 三朝870-1 43-0856 74
各種

サービス
たまわりの湯 三朝910-7 43-0017

52 小売り ぷちショップ三朝温泉 山田197-1
43-0621（新藤本社）
43-0101（ぷちｼｮｯﾌﾟ）

75
各種

サービス
湯の村通りの店
～和紙灯り工房～

三朝910-7 43-0017

53 小売り サントマト　スーパーみささ 大瀬1030-1 43-1557 76
各種

サービス
アイザワフォトスタジオ 大瀬559-3 43-2424

54 小売り ローソン三朝温泉店 大瀬498-1 43-5757 77
各種

サービス
米原写真館 三朝645-8 43-0620

55 小売り 泉の里　くんせい工房 今泉316 43-0398 78
各種

サービス
トップドライ大瀬店 大瀬2001 43-1656

56 小売り おにぎり専門店　俵屋
倉吉パークスクエア
食彩館

050-3701-2243 79
各種

サービス
㈲三朝ビルクリーニング 大瀬1093-5 43-2733

57 小売り パン工房　papan
倉吉パークスクエア
食彩館

22-0757 80
各種

サービス
三朝バイオリン美術館 三朝199-1 43-3111

58 小売り ヒロヤ洋品店 倉吉市堺町3-14-3 22-0436 81 建設業 ㈲吉田建築工業 吉田650-2 43-0483

59 小売り 榎本民芸店 三朝924 090-5372-8626 82 建設業 福山建築
倉吉市山根539-1
maruwa39plaza2F

27-0112

60 小売り ㈲松原燃料店 山田772-1 43-1377 83 建設業 ㈲井田建装 本泉351-1 43-2444

61 小売り 三朝温泉給油所 山田687-2 43-0524 84 小売り ㈲ドラッグヘルスプラザ 大瀬1089-5 43-2002

62 小売り
ＪＡ鳥取中央　営農センター
三朝経済センター

本泉371 43-0915 85
各種

サービス
㈲やまびこ興業 三朝663-1 43-1345

63 小売り
ＪＡ鳥取中央
三朝支所　組合員課

本泉371 43-0931 86
各種

サービス
三朝温泉観光協会 三朝973-1 43-0431

64 小売り 竹田相談プラザ 穴鴨168 44-2007

65 小売り ポプラＪＡ三徳店 片柴1329 43-6660


