
メンバーズ 特典一覧

業 種 名　　称 住　　所 電 話 番 号 特　典　内　容
米子市尾高町105 0859-22-5227
米子市道笑町4-140-2 0859-32-9373

米子市角盤町3-100 0859-32-3277
米子市中島2-1-32 0859-33-7733
米子市安倍795-1 0859-24-3617

商品代金の5％引き
（5,000円以上お買上げ時）

岡商店
悠翠館

仕出し料理　縁(ｴﾝ) 米子市上後藤7-323-4 0859-21-0433 仕出し料理 代金の10％引き

※10円の単位が0の場合は100円引き

米子市角盤町4-100-1 0859-37-3770 トッピング煮玉子サービス
米子市西福原9-19-40 0859-38-3880 （2名様まで）

京武うどん (ｷｮｳﾌﾞ) 米子市西福原9-7-11 0859-57-2057 アフターコーヒーサービス

飲食代金から1,000円引き(一組につき)
※平日の『サービス定食1,000円』は対象外

和菓子

 米子御菓子司 つるだや 商品代金の5％引き

「皆様に美味しい菓子を食べて頂きたい、そして喜んで頂きたい」という一心で菓子作りに励んで参りました。
大正14年創業の老舗の味を、どうぞご賞味ください。

和菓子
・

洋菓子

御菓子司 清月 (ｾｲｹﾞﾂ) 商品代金の5％引き

創業80年を迎えた御菓子屋でございます。和菓子ばかりでなく洋菓子も取り扱っております。特に「浜の芋太」を
贅沢に使った 『焼酎かすてら』の人気は抜群です。お客様に喜んでいただけるよう、真心を込めて作っています。

お食事処 日本海 境港市小篠津町257-2 0859-45-5560

0859-26-1511

☆人集うところに、米吾の味を☆
お客様と築いた伝統を大切にして、時代に歓迎される信頼の味を、心をこめてお届けします。

※米子駅吾左衛門店、及び、通信販売では特典のご利用はできません。

仕出し

仕出し
・
飲食

西伯郡南部町阿賀323 0859-66-3311
レストランでソフトドリンク1杯サービス

(1グループ)

悠翠館はランチ・ご宴会など最大40名様までご利用できます。イス・テーブル席でごゆっくりとお過ごしください
ませ。

（株）米吾 米子市奈喜良248-4

仕出し
四季折々の味、旬を生かし吟味した素材と味を、真心込めてお届けします。

飲食

本家 まねき堂 米子市吉岡125-1 090-4694-6318

業務スーパーがいな（日野橋店）の入り口に店舗を構えています。たこ焼き・たい焼きともに、定番の味はもちろん
のこと、美味しく楽しい商品もご提供しております。おやつに、お食事に、お土産に、ぜひご利用ください。

飲食

ゴクうまラーメン太陽軒

各種サービスご利用時に光風メンバーズカードをご提示いただくと、ご優待特典をお受けいただけます。
営業日・営業時間・詳しい特典内容等は各店舗にお問い合わせください。

　500円以上お買い上げ時、10円単位を
　切り捨て（値引き）

定休日：火曜日　　営業時間11:00～14:30（オーダーストップ）

飲食 香川県出身の主人が手打ちにこだわり、毎日切りたてゆがきたてを提供しています。また出汁には利尻昆布と2種類の
削りぶしいりこなどをゆっくりと煮出しています。

ランチタイム11:30～15:00（ラストオーダー14:00）。　夜は予約制です。

飲食
山陰・境港のとっておきの味をご堪能ください。店内にはいけすが有り、境港で水揚げされた新鮮な日本海の幸の鮮度
を保っています。水槽をご覧いただけるお部屋は、特にお子様に喜ばれています。

鳥取県産食材を多く使用した米子生まれのお店です。一押しは、鳥取県産丸大豆醤油にて毎日手づくりする『チャー
シュー』。そのうま味が詰まった秘伝の醤油ダレと厳選された豚背脂から作る『スープ』との相性は抜群です。

※米子角盤店と米子431号店にて特典をご利用いただけます。



メンバーズ 特典一覧

業 種 名　　称 住　　所 電 話 番 号 特　典　内　容
ワインまたはソフトドリンクサービス

（2名様まで）

米子市錦町2-3-1
ホテルアクシス1F

ランチ後のデザート１品サービス等
※詳細は来店時にお問合せ下さい

スタッフおすすめのパン１点プレゼント
（お食事をご注文の方）

 Non Cafe (ﾉﾝｶﾌｪ) 米子市米原6-1-14 0859-21-8700 通常メニューの10％引き

 non bar (ﾉﾝﾊﾞﾙ) 米子市角盤町2-10-5 0859-30-4500 通常メニューの10％引き

酒恵浪漫亭　凡 米子市角盤町1-27-15 0859-34-2534 ご飲食代の5％引き

旬彩　えん 米子市万能町198 0859-21-7550 ワンドリンクサービス

Asian Resort Dining ご飲食代（お会計）の5％引き
婀國 (ｱｸﾞﾆ) ※割引上限2,000円

※詳細はお問合せ下さい

飲食

当店のこだわりは大山前田牧場産和牛をはじめ鳥取県産和牛を使用しており、味はもちろん、霜降り加減、香り、
食感など、他では味わえない楽しみ方をご提供しております。

飲食

バリ島を思わせる開放感のある広い空間を一望し、美味しい料理とドリンクをゆっくりご堪能くださいませ。

焼き肉 黒 米子市角盤町2丁目
120-3

0859-30-2949
3,000円以上のお食事で壺漬けミックス

または ワンドリンクサービス

米子コンベンションセンター内にある、ガラス張りのお洒落なレストランです。人気はバイキングで、食べ放題・
飲み放題のテーブルバイキング(90分)と、6～8月のバイキング(120分)があります。単品からコースまで豊富なメニュー
が揃っています。

各種サービスご利用時に光風メンバーズカードをご提示いただくと、ご優待特典をお受けいただけます。
営業日・営業時間・詳しい特典内容等は各店舗にお問い合わせください。

境港市竹内団地56 0859-21-0317

気軽な洋食から本格コースまでお楽しみいただけます。各種宴会・パーティー、ケータリングや法要料理も、ご希望に
合わせて対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

定休日：日曜日　　営業時間　昼11:00～15:00(オーダーストップ14:00）　夜18:00～22:00(オーダーストップ21:00)

0859-36-0567 ワンドリンクサービス

飲食 旬の食材を使用した創作和食の料理店です。『料理長おまかせコース』2,000円～。山陰の日本酒もとりそろえており
ます。

定休日：月曜日　　席：座敷5名…1室、テーブル4名…2卓、カウンター…5席

飲食

ぱーどれ 米子市両三柳2976-1 0859-38-5267

食材にこだわり、お客様に喜んでいただけるパンを作っています。サンド弁当、オードブルなどご要望に合わせて
お作りします。お店でのパンバイキングが大人気です。
50種類の焼き立てのパンがお客様のお越しをお待ちしております。

※西福原(中曽産婦人科医院近く)に移転しました。

地元食材を使用しています。気軽にお楽しみいただけるフレンチレストランです。

Tokyo食堂 (ﾄｰｷｮｰ) 米子市西福原4-9-28 0859-34-3456

飲食

レストラン　ル・ポルト 米子市末広町294 0859-35-8166

飲食

SO-JU(ｿｰｼﾞｭ)

ランチからディナーまで楽しめるカフェレストランです。ビーフシチューやハンバーグのランチは、連日売り切れる
ほどの人気メニューで、多くの方が楽しまれています。

飲食

飲食 個室も完備した洋風居酒屋です。スイーツやカプチーノ・コーヒーも楽しめるのが最大の魅力です。通常メニューも
２ヶ月に１度 替えているので、あきのこないお店です。

飲食 大正浪漫の心地よい店内での洋風ダイニング。1F2名様～の個室スペースと2F50名様収容の宴会スペースをご用意して
おります。パーティーメニュー￥2,500～飲み放題￥1,500よりご予算に応じて承ります。

※特典内容はその他の割引などとの併用不可

飲食



メンバーズ 特典一覧

業 種 名　　称 住　　所 電 話 番 号 特　典　内　容
アフターコーヒーサービス

（レストラン上淀にて、2名様まで）

一般入浴料金の50円引き
（1グループ）

バンガロー宿泊料金の500円引き
（平日限定）

宿泊時、朝食サービス
（和食・洋食をお選び下さい）

シングルルーム5,500円を5,100円に
ツインルーム8,800円を8,400円、ほか

商品代金の5％引き
（処方せんの薬代を除く）

わたしの看護婦さん 米子市旗ヶ崎2-10-21 0859-30-4856 入会金を1,000円引き

 ほうき小僧 米子市安部22-1 0120-538-534 お見積価格の10％引き

契約プランから1,000円引き
(新規契約から6ヶ月間)

みつわコンチェルト 米子市安倍22-1 0859-29-7903 お見積価格の5％引き

留守宅
管理 「転勤で家を長期間留守に…」「入院や施設入居のため自宅が無人に…」このようなとき、大切な留守宅をあなたに

代わって管理します。庭木など屋外の管理・室内の換気等・敷地内丸ごとお任せプラン、など1ヶ月4,000円～承り
ます。詳しくはお問合せ下さい。

0859-29-7891米子市安倍22-1みつわホームサービス

宿泊

ホテル アクシス 米子市錦町2-3-1 0859-22-1132

飲食
・
宿泊

米子ニューアーバンホテル 米子市中町28 0859-23-2211

「また泊まりに行きます。ありがとう。」そんなクチコミが多い、米子の下町ホテルです。1階にあるレストラン
では、地元の食材を使用した料理をお楽しみいただけます。

※マイクロバスでの送迎もできます。（ご利用条件にもよりますので、ご相談ください。）

飲食
・
宿泊

緑水園 0859-66-5111

玄関から全てバリアフリーになった緑水園。2階の宴会場へもエレベーターでお上がりいただけます。さらに宴会場は
椅子でもご使用いただけ、ゆっくりとお食事や談話がお楽しみいただけます。

西伯郡南部町下中谷606

ブライダルから各種イベントを素敵な音楽で彩ります♪　想い出の１ページに、ぜひ みつわコンチェルトの生演奏を
ご利用ください。

米子の繁華街 朝日町にほど近いホテルアクシス。眺めのいい最上階にスイートルームを設けました。宿泊以外にも、
仲間内のちょっとした集まりの場としても最適です。お気軽にお問合せ下さい。

不用品
回収
・
清掃

【不用品回収・ハウスクリーニング・遺品整理・解体】引越し・物の買替え・急な事情等々により自分で処分する
事が難しい物・遺品整理など、お困り事は ほうき小僧にお任せください。ハウスクリーニングは、換気扇・レンジの
油汚れ・トイレ・浴室の清掃、床のワックスがけなど、真心込めていたします。

処方せん受付、市販薬・健康関連商品の販売を通して地域の皆さまの健康生活をサポートいたします。お薬のこと
以外でも、お気軽にご相談ください。

介護 【病院受診・外出付添いサービス】【看護師訪問サービス】【病児シッター】【看護師電話訪問サービス】
あらゆる世代の方のお困りごとに医療・福祉の専門家がワンランク上のお手伝いをお約束いたします。

温泉

淀江ゆめ温泉（白鳳の里） 米子市淀江町福岡1547 0859-56-6801

豊富な湧湯量を活かした源泉掛け流しの温泉ですので、常時湧きたての新鮮なお湯を堪能いただけます。女性専用の
シルク風呂は、ミクロの泡によるマッサージ効果で肌がツルツルになると評判です。

各種サービスご利用時に光風メンバーズカードをご提示いただくと、ご優待特典をお受けいただけます。
営業日・営業時間・詳しい特典内容等は各店舗にお問い合わせください。

派遣

飲食
・

特産品

白鳳の里 どんぐり館 米子市淀江町福岡
1548-1

0859-56-6798

「淀江和傘」をイメージした天蓋のテラスがあるどんぐり館では、どんぐり焼酎・どんぐり味噌などの白鳳の里特産品
や地元の名産品をお土産としてお楽しみいただけます。名水豆腐も毎日生産しており、特に人気の「おぼろ豆腐」は
売切れ御免の逸品です。「レストラン上淀」では、大山山麓の山海の幸を白鳳の里ならではのアレンジで堪能いただい
ております。

薬

かも調剤薬局 米子市両三柳1890-2 0859-30-0888
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業 種 名　　称 住　　所 電 話 番 号 特　典　内　容

(有)木村生花店 境港市明治町8 0859-44-0374 商品代金の5％引き（一部商品を除く）

(有)花の館 米子市両三柳15-217 0859-22-8700 商品代金の10％引き
クルード・フルール 米子市角盤町1-178 0859-38-8787 （一部商品を除く）

商品代金の10％引き
（現金にてお支払い時）

商品代金の10％引き
（一部商品を除く）

(有)福井製茶 米子市淀江町福井183-1 0859-56-2127 商品代金の5％引き

税抜2,000円以上お買上時5％引き
（一部商品を除く）

ながた茶店 岩倉町本店 商品代金の8％引き
（しょうじき村店） （一部商品を除く）

リンパデットクスサロン
Graces(ｸﾞﾚｲｼｽ)

2017年4月現在

生花

5,000円以上の施術料金の5％引き090-6408-7463
米子市両三柳151-13
フレグランスＢ208

※旗ヶ崎(内浜産業道路 寿司みなと の向かい)に移転しました。

境小学校前に店を構えて半世紀近く。おかげ様で地域の皆様にご贔屓いただいております。日頃よりお客様にご満足
いただけるような店を心掛けておりますので、ご入用のおりには是非当店をご利用願います。

生花
おひとりおひとりに合ったお花を心のこもった色彩でお造りします。一本のお花でも心よりお待ちしています。
冠婚葬祭・ガーデニング・フラワーアレンジメントなどお気軽にお越しください。『よみかずみ 花・あしらい教室』
を開催しています。

※本店（両三柳）及び、クールド・フルール店（米子やよいデパート横）にて特典をご利用いただけます。

リンパ
デトッ
クス 深層のリンパまで浸透する特別のクリームを使って全身を流す、本格リンパマッサージです。体のちょっとした不調を

抱えている方、または、リンパダイエットに興味のある方におすすめです。

お茶 米子市淀江町の自園茶園にて日本茶を栽培し、製造加工しています。自園自製ならではの安心安全で美味しいお茶を
お楽しみください。

お茶

ますや　髙橋茶店 米子市道笑町1-57 0859-22-2388

江戸時代から薬種問屋を営み、明治初期に茶専門店として独立。大正13年に会社設立、以来90年。現在は抹茶専門店
として営業しています。北海道から九州まで『ますやの抹茶』を通販しています。

※厳選した茶葉で挽きたてのお抹茶をお届するため在庫は控えめです。200g以上のご注文は1週間程度お待ちくだ
さい。

お茶

米子市岩倉町76 0859-22-7602

1801年に岩倉町に店を構えて以来、創業215年の日本茶専門店。岩倉町本店は「茶道具専門店」として山陰では一番の
取扱品目を誇ります。ながた茶店は生命への思いやりを基本理念とし、イキイキとした土作りがからだに優しいお茶を
作ると考え、日々努力しております。

flavor flower (ﾌﾚｰﾊﾞｰﾌﾗﾜｰ) 米子市旗ヶ崎7丁目4-1 0859-21-2135

冠婚葬祭のお花、ガーデニング・室内用の花鉢、ギフト用のフラワーアレンジメントも取り扱っております。皆様に
喜んでいただけるよう、お花に想いを込めてお届けさせていただきます。

生花

(株)結フローラ 米子市東町224
フラワービルひらた

0859-33-8783

(有)平田生花米子店が(株)結フローラとしてスタートしました。
これまで以上に皆様に親しまれるお店にさせて頂きますので、ご愛顧の程よろしくお願いします。引き続き、経験豊富
なスタッフがどのようなご相談にも丁寧に対応させて頂きます。お気軽にお立ち寄り下さい。

各種サービスご利用時に光風メンバーズカードをご提示いただくと、ご優待特典をお受けいただけます。
営業日・営業時間・詳しい特典内容等は各店舗にお問い合わせください。

生花


