食べきり協力店登録一覧
令和4年7月21日現在
店舗情報
店舗名

所在地

電話番号

ホームページ

取組内容

店舗区分

白鳳の里

米子市淀江町福岡1548-1

0859-56-6798 http://www.hakuhou.jp

加賀

米子市西倉吉町26

0859-33-4200

このみ

米子市茶町12番地

0859-34-3884 -

ラーメン

木の香り

米子市両三柳2788-11

0859-27-7789 -

その他

⑧その他の食べ残しを減らすための工夫

御食事処 松の江

米子市皆生温泉4-7-43

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

和食

②食べ残し削減の呼びかけ
⑥ポスター等による啓発

米子市西福原7-14-31

http://www.akindo0859-38-1272
sushiro.co.jp

寿司

⑥ポスター等による啓発

スシロー 米子店
ミスタードーナツ米子Ｒ431ショップ

米子市新開5-2-2

和食

http://www.facebook.com/oisii
中華
yakimeshi

0859-39-0187 -

⑥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
⑥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
⑧その他の食べ残しを減らすための工夫

喫茶・スイー
⑥ポスター等による啓発
ツ
喫茶・スイー
⑥ポスター等による啓発
ツ

ミスタードーナツイオン米子駅前ショップ 米子市末広町311番地

0859-35-0731 -

丸源ラーメン 米子中島店

米子市中島2丁目2-3

0859-30-4266 -

ラーメン

⑥ポスター等による啓発

ベビーフェイスプラネッツ米子中島店

米子市中島2丁目2-19

0859-30-3773 -

その他

⑥ポスター等による啓発

焼肉・韓国料
⑥ポスター等による啓発
0859-38-0760 理
http://www.facebook.com/kazu 焼肉・韓国料 ②食べ残し削減の呼びかけ
0859-34-5770
理
⑥ポスター等による啓発
omma
②食べ残し削減の呼びかけ
0859-23-2211 http://www.newurban.co.jp
ホテル・旅館
⑥ポスター等による啓発
http://www.chouchouイタリアン・フ ②食べ残し削減の呼びかけ
0859-30-2423
wedding.co.jp
レンチ
⑥ポスター等による啓発
②食べ残し削減の呼びかけ
0859-32-5212 その他
⑥ポスター等による啓発

炭火焼肉屋さかい米子米原店

米子市米原9丁目756-3

家庭料理 和

米子市富士見町2-24

米子ニューアーバンホテル

米子市中町28番地

バンケット＆ウェディングchou chou

米子市加茂町2-180 国
際ファミリープラザ9Ｆ

お好み焼き えびす

米子市道笑町1丁目39-1

登月

米子市加茂町1-21

0859-34-3060 -

米子市役所 ベルデ

米子市加茂町1-1

0859-34-6901 -

食彩 ぶしょん

米子市淀江町西原1182-3

0859-56-5550 -

②食べ残し削減の呼びかけ
ファミリーレス
⑥ポスター等による啓発
トラン・食堂
⑦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

海座

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

旬門 米子本店

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

旅籠 まつや

米子市東倉吉町41

0859-21-5598

和食

⑧その他

和食

⑦食品廃棄物のリサイクルの実施

ビストロ・ド・スズキ

米子市西町90-3

0859-22-6080

皆生 つるや

米子市皆生温泉2-5-1

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

イタリアン・フ
⑧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

(有)皆生 菊萬

米子市皆生温泉4丁目271

0859-38-3300 http://www.kikuman.com

ホテル・旅館

ロッテリア 米子高島屋店

米子市角盤町1-27別館1F 0859-34-6088 http://lotteria.jp

その他

八剣伝 境港海岸通り店

境港市相生町3

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

居酒屋

(株)鳥取県庁食堂

鳥取市東町1丁目271

0857-26-7797

カフェ・ダール・ミュゼ

鳥取市東町2-124

0857-20-2520 http://www.tottori-musee.jp/

力寿司

倉吉市明治町1017-30

0858-23-2234

寿司

スナック ひさみ

倉吉市山根567-6 ﾉｱﾋﾞﾙ
1F

0858-26-6842

バー・カラオ
ケ

STANDARD

倉吉市上井町1丁目10-18

0858-26-4341

バー・カラオ
ケ

レストラン・リアン

倉吉市東昭和町150

0858-23-7180

喫茶・スイー
②食べ残し削減の呼びかけ
ツ

(有)柏葉商事 米子西高食堂

米子市大谷町200

0859-23-1258

(有)柏葉商事 境高食堂

境港市上道町3030

0859-44-2229

(有)柏葉商事 米子高校食堂

米子市橋本30-1

090-5700-5126

(有)柏葉商事 南高会館

米子市長砂町216

0859-32-0089

(有)柏葉商事 東高会館

米子市勝田町1

0859-34-3211

(有)柏葉商事 米工会館

米子市博労町4-220

090-7372-8608

道の駅お買物処「燕趙園」テイクアウト
コーナー

東伯郡湯梨浜町引地5651

りんごの樹

①小盛りメニュー等の導入
⑥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
⑥ポスター等による啓発
⑧その他の食べ残しを減らすための工夫
①小盛りメニュー等の導入
ファミリーレス
②食べ残し削減の呼びかけ
トラン・食堂
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
洋食
⑥ポスター等による啓発
⑧その他
①小盛りメニュー等の導入
②食べ残し削減の呼びかけ
⑦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
⑥ポスター等による啓発

ファミリーレス
トラン・食堂
ファミリーレス
トラン・食堂
ファミリーレス
トラン・食堂
ファミリーレス
トラン・食堂
ファミリーレス
トラン・食堂
ファミリーレス
トラン・食堂

①小盛りメニュー等の導入
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
⑥ポスター等による啓発

0858-32-2180 http://www.encho-en.com

その他

⑥ポスター等による啓発

鳥取市湖山町北1-419 セ
レナール１Ｆ

0857-31-1224

①小盛りメニュー等の導入
ファミリーレス
②食べ残し削減の呼びかけ
トラン・食堂
⑥ポスター等による啓発

肴料理 おかげさま

倉吉市上井町1丁目10-22

0858-26-2629

和食

⑦食品廃棄物のリサイクルの実施

味彩 さかゑ

鳥取市商栄町397-5

0857-37-2100

その他

⑥ポスター等による啓発

食べきり協力店登録一覧
令和4年7月21日現在
店舗情報
店舗名

所在地

電話番号

ホームページ

取組内容

店舗区分

(民宿）ニュー大谷

岩美郡岩美町大谷838

0857-72-2782

その他

れすとはうすロマン

岩美郡岩美町大字浦富
1035

0857-72-2992

喫茶・スイー ②食べ残し削減の呼びかけ
ツ
⑥ポスター等による啓発

なじみ亭

鳥取市扇町21番地

0857-39-1663

ファミリーレス ①小盛りメニュー等の導入
トラン・食堂 ⑧その他の食べ残しを減らすための工夫

梅乃井

鳥取市元魚町1-215

0857-26-5268

和食

①小盛りメニュー等の導入
②食べ残し削減の呼びかけ
⑥ポスター等による啓発

中華

⑧その他の工夫

島忠花

鳥取市川端3-108

0857-26-2132

喫茶レインボウ

鳥取市富安2-138-4

0857-20-3865

丸豊食堂

鳥取市本町2-212

0857-22-4089

炉ばた割烹 森

鳥取市末広温泉町770

0857-27-5854

レストラン ほっとす

日野郡日南町生山386

0859-82-1707

コミュニティーカフェ 一歩

日野郡日南町生山153-2

0859-77-3200

ホームランド 多里

日野郡日南町多里783-10

0859-84-0246

料理 水川

日野郡日南町生山406-10

0859-82-6030

【本社】株式会社エスマート

鳥取市湖山町北3丁目303

0857-28-3721 http://www.smart-ds.com/

エスマート 食品研究所

鳥取市湖山町北3丁目301

0857-28-5639

エスマート 湖山店

鳥取市湖山町北6丁目262

0857-28-3939

エスマート 川端店

鳥取市川端2丁目206

0857-27-1611

エスマート 末広店

鳥取市末広温泉町462-5

0857-23-8222

エスマート 緑町店

鳥取市立川町6丁目325

0857-23-7076

エスマート 桜谷店

鳥取市正連寺109

0857-21-6666

エスマート 吉成店

鳥取市吉成字大曲779-1

0857-51-7117

エスマート つのい店

鳥取市桂木251-1

0857-37-4649

エスマート 浜村店

鳥取市気高町浜村783906

0857-82-4641

エスマート 徳尾店

鳥取市徳尾173-7

0857-36-4649

エスマート 田園町店

鳥取市田園町4丁目142-3

0857-39-4649

エスマート 打吹店

倉吉市住吉町74-1

0858-23-0511

エスマート 鳥取南ＩＣ店

鳥取市河原町布袋198-1

0858-85-3977

まるごう 東福原店

米子市東福原6丁目11-7

0859-39-0088

岡田商店 本店

境港市幸神町353

岡田商店 宗像店

米子市宗像530-1

鳥取県生活協同組合

鳥取市河原町布袋597番
地1

0858-85-0001 http://www.tottori.coop

セブン‐イレブン 琴浦逢束店

東伯郡琴浦町逢束1068-1

0858-49-0708

居酒屋田田

鳥取市栄町510

0857-27-2074 htttp://denden48.com

Repos レポ

東伯郡湯梨浜町はわい温
泉30-8 サンビレッジⅡ

炭火焼肉炭蔵

鳥取市古海618-1

0857-30-7029

レストラン仏区里屋

鳥取市湖山町北4丁目
237-1

0857-28-1593

鉄板焼 THE SYOYA

米子市明治町180 美保エ
ステート 第5ビル

0859-21-8388 https://shoya.owst.jp/

①小盛りメニュー等の導入

喫茶・スイー
ツ
ファミリーレス
トラン・食堂

①小盛りメニュー等の導入
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
⑥ポスター等による啓発
②食べ残し削減の呼びかけ
居酒屋
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等の導入
ファミリーレス
⑦食品廃棄物のリサイクル
トラン・食堂
⑧その他の工夫
ファミリーレス
⑧その他の工夫
トラン・食堂
①小盛りメニュー等の導入
ファミリーレス
②食べ残し削減の呼びかけ
トラン・食堂
⑧その他の工夫
①小盛りメニュー等の導入
和食
⑧その他の工夫
①小盛りメニュー等
④必要量を購入できる販売方法
スーパーマー
⑤割引販売等
ケット
⑥ポスター等による啓発
⑦食品廃棄物のリサイクル
スーパーマー
同上
ケット
スーパーマー
同上
ケット
スーパーマー
同上
ケット
スーパーマー
同上
ケット
スーパーマー
ケット
スーパーマー
ケット
スーパーマー
ケット
スーパーマー
ケット
スーパーマー
ケット
スーパーマー
ケット
スーパーマー
ケット
スーパーマー
ケット
スーパーマー
ケット

http://yonagoshow.sakura.ne.jp/okadahp/
http://yonago0859-39-7711
show.sakura.ne.jp/okadahp/
0859-45-6333

http://www.yakinikusumikura.com

同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上

①小盛りメニュー等
スーパーマー ④必要量を購入できる販売方法
ケット
⑤割引販売等
⑦食品廃棄物のリサイクル
スーパーマー
⑤割引販売等
ケット
スーパーマー
⑤割引販売等
ケット
⑥ポスター等による啓発
その他
⑧その他の工夫
コンビニエン ⑥ポスター等による啓発
スストア
⑦食品廃棄物のリサイクル
①小盛りメニュー等
②食べ残し削減の呼びかけ
居酒屋
④必要量を購入できる販売方法
⑤割引販売等
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等
②食べ残し削減の呼びかけ
その他
④必要量を購入できる販売方法
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等
②食べ残し削減の呼びかけ
焼肉・韓国料 ④必要量を購入できる販売方法
理
⑤割引販売等
⑥ポスター等による啓発
⑦食品廃棄物のリサイクル
①小盛りメニュー等
②食べ残し削減の呼びかけ
④必要量を購入できる販売方法
イタリアン・フ
⑤割引販売等
レンチ
⑥ポスター等による啓発
⑦食品廃棄物のリサイクル
⑧その他
①小盛りメニュー等
⑥必要量を購入できる販売方法(10g単位で
洋食
販売)
⑥ポスター等による啓発

食べきり協力店登録一覧
令和4年7月21日現在
店舗情報
店舗名

所在地

電話番号

ホームページ

店舗区分

CAFETERIA LAND&YEARS

米子市四日市町44
2F&3F

0859-21-7799 -

夜長茶廊

倉吉市西町2698

0858-22-2083 http://yonagasarou.com

三代目鳥メロ 米子駅前店

米子市明治町140番地 米
子駅前パーキングビル1F

0859-37-5177 https://torimero.com/yonago/ 居酒屋

MIRAI restaurant&café

鳥取市末広温泉町163
MKビル2F・3F

日々の糧

米子市明治町197 ホテル
真田2F

喫茶咲

鳥取市行徳1-103

大阪屋 田中商店

鳥取市行徳1-103

大阪屋 山下商店

鳥取市安長252-1

料理屋てしお

鳥取市弥生町256

えんや淀江店

米子市淀江町西原1135-4

炭火焼肉炭蔵 吉成店

鳥取市吉成779-8

粉もんや楽園

倉吉市葵町729-1

ハレ・マカワオ

西伯郡大山町鈑戸154291

大漁丸 境港店

境港市竹内団地280-1

Tokyo食堂

米子市西福原4-9-28

中華飯店 大鳳

米子市大谷町1341-135-1

東家

八頭郡八頭町船岡214-1

あそびCafe コロン

米子市日ノ出町1-13-23 2
Ｆ

天津飯店

米子市西福原2-1-10 米
子しんまち天満屋4Ｆ

居酒屋美海

鳥取市弥生町388

くつろぎ亭ひこべえ

東伯郡琴浦町八橋171-8

Yakitori酒場トリコ

鳥取市末広温泉町318

田むら

米子市西倉吉町27-4

大山ユートピア

西伯郡大山町大山36-17

Royal Hotel大山

西伯郡伯耆町丸山中祖
1647-13

取組内容

イタリアン・フ ①小盛りメニュー等
レンチ
②食べ残し削減の呼びかけ
①小盛りメニュー等
その他
④必要量を購入できる販売方法
⑥ポスター等による啓発
⑧その他の工夫

喫茶・スイー
①小盛りメニュー等
ツ
①小盛りメニュー等
②食べ残し削減の呼びかけ
③食べ残しの持ち帰りへの対
ファミリーレス ④必要量を購入できる販売方法
0859-34-3773 http://hibinokate.com
トラン・食堂 ⑤割引販売等
⑥ポスター等による啓発
⑦食品廃棄物のリサイクル
⑧その他の工夫
喫茶・スイー
⑥ポスター等による啓発
ツ
ファミリーレス
0857-50-0861 ⑥ポスター等による啓発
トラン・食堂
喫茶・スイー
⑥ポスター等による啓発
ツ
①小盛メニュー等の導入
0857-21-0025 和食
②食べ残し削減の呼びかけ
④必要量を購入できる販売方法
①小盛メニュー等の導入
0859-56-1588 http://enyakitchen.jp
居酒屋
②食べ残し削減の呼びかけ
⑥ポスター等による啓発
①小盛りメニュー等
②食べ残し削減の呼びかけ
http://www.yakiniku焼肉・韓国料 ④必要量を購入できる販売方法
0857-53-1029
sumikura.com
理
⑥ポスター等による啓発
⑦食品廃棄物のリサイクル
⑧その他
②食べ残し削減の呼びかけ
③食べ残しの持ち帰りへの対応
0858-24-6368
その他
⑥ポスター等の掲示による食品ロス削減に
向けた啓発活動の実施
http://ohanahana@sea.chukai.n
①小盛りメニュー等
0859-48-5175
ホテル・旅館
e.jp
②食べ残し削減の呼びかけ
①小盛りメニュー等
その他
0859-45-0788 http:/www.tairyoumaru.com
③食べ残しの持ち帰りへの対応
イタリアン・フ ②食べ残し削減の呼びかけ
0859-34-3456
レンチ
④必要量を購入できる販売方法
①小盛りメニュー等
③食べ残しの持ち帰りへの対応
0859-39-1100
中華
④必要量を購入できる販売方法
⑥ポスター等による啓発
⑧その他
③食べ残しの持ち帰りへの対応
0858-72-0013
和食
⑥ポスター等による啓発
①小盛メニュー等の導入
http://www.asobicafecolon喫茶・スイー ②食べ残し削減の呼びかけ
0859-57-4447
yonago.com
ツ
⑥ポスター等の掲示による食品ロス削減に
向けた啓発活動の実施
①小盛りメニュー等
0859-35-1404
中華
③食べ残しの持ち帰りへの対応
①小盛りメニュー等
0857-24-4188
居酒屋
②食べ残し削減の呼びかけ
③食べ残しの持ち帰りへの対応
②食べ残し削減の呼びかけ
0858-52-1028
居酒屋
③食べ残しの持ち帰りへの対応
⑧その他
①小盛りメニュー等
③食べ残しの持ち帰りへの対応
0857-21-6629
居酒屋
④必要量を購入できる販売方法
⑤割引販売等による商品廃棄量の削減
①小盛りメニュー等
②食べ残しを減らすための呼びかけ実践
0859-34-3358
和食
③食べ残しの持ち帰りへの対応
④必要量を購入できる販売方法
0859-52-2437 http://daisen-utopia.com/
ホテル・旅館 ①小盛りメニュー等
https://
①小盛りメニュー等
0859-68-3233 www.daiwaresort.jp/daisen/inde ホテル・旅館
②食べ残しを減らすための呼びかけ実践
x.html
0857-68-1013 http://www.miraiwa.net

