「とっとり食べきり協力店」登録店舗一覧
平成２６年６月３０日現在
店舗情報
連番

店舗名

代表者名

郵便番号

所在地

電話番号

ホームページ

店舗区分

1 白鳳の里

田口 勝蔵

689-3411 米子市淀江町福岡1548-1 0859-56-6798 http://www.hakuhou.jp

和食

2 加賀

松寺 正嘉

683-0816 米子市西倉吉町26

0859-33-4200 http://www.facebook.com/oisiiyakimeshi

中華

3 このみ

谷島 誠

683-0041 米子市茶町12番地

0859-34-3884

-

ラーメン

4 木の香り

升本 彰

689-3553

0859-27-7789

-

その他

5 御食事処 松の江

中村 章

683-0001 米子市皆生温泉4-7-43

6 スシロー 米子店
ミスタードーナツ米子Ｒ
7
431ショップ
ミスタードーナツイオン
8
米子駅前ショップ
9 丸源ラーメン 米子中島
ベビーフェイスプラネッツ
10
米子中島店
炭火焼肉屋さかい米子
11
米原店

西伯郡日吉津村日吉津
1160-1

取組内容
①小盛り、②呼びかけ
③ポスター等、④リサイクル、⑤その他
③ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
②食べ残し削減の呼びかけ
③ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
②食べ残し削減の呼びかけ
⑤その他の食べ残しを減らすための工夫
⑤その他の食べ残しを減らすための工夫
②食べ残し削減の呼びかけ
③ポスター等による啓発
③ポスター等による啓発

0859-22-3687 http://www.matsunoe.jp

和食

店長 久保有紗 683-0805 米子市西福原7-14-31

0859-38-1272 http://www.akindo-sushiro.co.jp

野津 祐治

683-0801 米子市新開5-2-2

0859-39-0187

-

野津 祐治

683-0043 米子市末広町311番地

0859-35-0731

-

野津 祐治

683-0005 米子市中島2丁目2-3

0859-30-4266

-

寿司
喫茶・スイー
③ポスター等による啓発
ツ
喫茶・スイー
③ポスター等による啓発
ツ
ラーメン
③ポスター等による啓発

野津 祐治

683-0005 米子市中島2丁目2-2-19 0859-30-3773

-

その他

野津 祐治

683-0804 米子市米原9丁目756-3

12 まちなかファーム

一色 正美

米子市西倉吉町57笑い庵
683-0816
0859-21-5510 http://community-farm.com/
1Ｆ

13 家庭料理 和

渡邊 和子

683-0055 米子市富士見町2-24

0859-34-5770 http://www.facebook.com/kazuomma

683-0822 米子市中町28番地

0859-23-2211 http://www.newurban.co.jp

(有)米子ニューアーバン
14
村岡 誠一
ホテル
バンケット＆ウェディング
15
村岡 誠一
chou chou
16 花いちもんめ

0859-38-0760

-

米子市加茂町2-180 国
0859-30-2423 http://www.chouchou-wedding.co.jp
際ファミリープラザ9Ｆ
683-0812 米子市角盤町2丁目46-1 0859-37-3939
683-0823

-

焼肉・韓国料
理
喫茶・スイー
ツ
焼肉・韓国料
理

③ポスター等による啓発
③ポスター等による啓発

①小盛りメニュー等の導入
④食品廃棄物のリサイクルの実施
②食べ残し削減の呼びかけ
③ポスター等による啓発
②食べ残し削減の呼びかけ
ホテル・旅館
③ポスター等による啓発
イタリアン・フ ②食べ残し削減の呼びかけ
レンチ
③ポスター等による啓発
和食
③ポスター等による啓発
②食べ残し削減の呼びかけ
その他
③ポスター等による啓発
ホテル・旅館 ③ポスター等による啓発
和食
④食品廃棄物のリサイクルの実施
ファミリーレ ②食べ残し削減の呼びかけ
ストラン・食 ③ポスター等による啓発
堂
④食品廃棄物のリサイクルの実施
①小盛りメニュー等の導入
和食

17 お好み焼き えびす

岩村 多美子

683-0064 米子市道笑町1丁目39-1 0859-32-5212

18 弓ヶ浜荘
19 登月

中田 勝利
池渕 良人

683-0001 米子市皆生温泉4丁目6- 0859-22-7476 http://www.yumisou.jp
683-0823 米子市加茂町1-21
0859-34-3060
-

20 米子市役所 ベルデ

戸田 留美子

683-0823 米子市加茂町1-1

0859-34-6901

-

21 食彩 ぶしょん

吹野 康晴

689-3403 米子市淀江町西原1182-3 0859-56-5550

-

22 海産

松田 淳一

683-0812 米子市角盤町1丁目152

0859-21-3200 http://www.shouyu.co.jp

居酒屋

①小盛りメニュー等の導入
②食べ残し削減の呼びかけ

23 旬門 米子本店

松田

683-0053 米子市明治町154-1

0859-21-7088 http://www.shouyu.co.jp

居酒屋

①小盛りメニュー等の導入
②食べ残し削減の呼びかけ

24 旅籠 まつや

神辺 勉

683-0815 米子市東倉吉町41

0859-21-5598

和食

⑤その他の食べ残しを減らすための工夫

-

「とっとり食べきり協力店」登録店舗一覧
平成２６年６月３０日現在
店舗情報
連番

店舗名

代表者名

郵便番号

所在地

電話番号

米子市角盤町2-61米子公
0859-33-7811
会堂内

ホームページ

25 カフェ・ド・スズキ

鈴木 勇

683-0812

26 ビストロ・ド・スズキ

鈴木 勇

683-0826 米子市西町90-3

0859-22-6080

27 皆生 つるや

宇田川英二

683-0001 米子市皆生温泉2-5-1

0859-22-6181 http://www.kaiketuruya.com

28 (有)皆生 菊萬

柴野 清

683-0001

29 ロッテリア 米子高島屋 懸谷 麻美
30

八剣伝 境港海岸通り
店

音田 良人

-

米子市皆生温泉4丁目270859-38-3300 http://www.kikuman.com
1
683-0812 米子市角盤町1-27別館1F 0859-34-6088 http://lotteria.jp
684-0011 境港市相生町3

0859-47-4715 http://hakken.exblog.jp/

店舗区分
その他

取組内容
①小盛り、②呼びかけ
③ポスター等、④リサイクル、⑤その他
①小盛りメニュー等の導入

イタリアン・フ
⑤その他の食べ残しを減らすための工夫
レンチ
①小盛りメニュー等の導入
ホテル・旅館 ②食べ残し削減の呼びかけ
ホテル・旅館
その他
居酒屋

①小盛りメニュー等の導入
③ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
②食べ残し削減の呼びかけ
③ポスター等による啓発
⑤その他の食べ残しを減らすための工夫

