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大蓮寺

鉄道記念館

緑の彫刻プロムナード

打吹公園

赤瓦・白壁土蔵

▲

堺町新町

白壁土蔵群前 市役所・打吹公園入口

（倉吉駅、三朝温泉、はわい・東郷温泉）

▲ 赤瓦・白壁土蔵
（西倉吉、関金温泉）

倉吉淀屋 有料

豊田家住宅 倉吉白壁土蔵群
　　観光案内所

24
地元の食材を使った手打ち蕎麦。細麺
のツルっとした食感と喉越しが特長。

休

赤瓦八号館  2 階　

打  吹  庵

11:30～15:00
(無くなり次第終了)
火・水曜
0858-23-7070

休

赤瓦五号館　

久　楽22
豆を石臼で挽く石臼コーヒーが名物。
ボトルでテイクアウトもできる。

く　ら

9:00～17:00(LO16:45)
不定休
0858-23-1130

＜発行＞　一般社団法人 倉吉観光MICE協会　☎0858-24-5371    ＜お問合せ＞　倉吉白壁土蔵群観光案内所　☎0858-22-1200

一つ一つ金型で焼く、昔なが
らの白いたい焼き。

休

米澤たいやき店13

10:00～18:00
火曜
0858-22-3565

洋館風建築のレトロなカフェ。
手づくりのケーキやパンもあります。
11:00~17:00
火曜
0858-23-0101

休

混智恵流都1 こんちぇると

南総里見八犬伝に
ちなんで、犬の石像が8匹
境内に隠れているよ

春には桜、
夏には森林浴。

倉吉最古の
町家建築。
入館料無料。

休

地元の食材を使った
レストラン＆カフェ。

赤瓦十三号館　

白壁倶楽部10

10:30～16:00
18:00～21:00
ランチ 11:30～14:00
水曜・第3火曜
0858-24-5753

レトロポップな雑貨が
店内にずらり。

休

Retro Mix3 れとろみっくす

10:00～17:00
水曜
0858-27-0235
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豊富な種類の手ぬぐいを
販売しています。 

休

てぬぐい工房
　　　　らっぷ26

10:00～18:00
不定休
0858-22-8970

17
嘉永年間創業。うまい酒を造り
続けている元帥酒造本店。
嘉永年間創業。うまい酒を造り
続けている元帥酒造本店。

休

赤瓦七号館 

元帥酒造 げんすいしゅぞう

8:30～17:30
元日
0858-22-5020

ふんわりとしたパンに肉や野菜を
挟んだ、唯一無二のサンドイッチ。

休

　

shirakabe sandwich31

10：00～20：00
（水曜は15:00まで）
無休
0858-33-4141

倉吉赤瓦

カラフル、可愛いをテーマに
個性的な雑貨や衣類を販売。

休

くるくら6

10:00～17:00
火曜 （祝日の場合はその翌日）
0858-27-0015

10:00～17:00
火曜 （祝日の場合はその翌日）
0858-27-0015

7種類の味が楽しめる
一口たい焼きが人気。 

休

りんりんや5

8:00～18:00
無休
090-9415-6042

30
四季の和菓子を中心に、お土産に
最適な志ば栗も販売。

休

お菓子処 まんばや

8:30～18:30
月曜
0858-22-3261

8:30～18:30
月曜
0858-22-3261

伝統を受け継いで作られて
いる倉吉いか（凧）を販売。
制作体験もできます。

休

凧工房18

11:00～17:00
火曜
0858-23-3453

『しょうゆアイスクリーム』など
醤油を使った甘味がおすすめ。

休

赤瓦六号館　

桑田醤油醸造場19

9:00～18:00
無休
0858-22-2043

醤油の仕込み蔵を改装した店
内に特産品、雑貨など、モダン
な空間が広がります。

休

赤瓦一号館(1階)21

9:00～17:00
無休
0858-23-6666

18

アツアツの天ぷらやちくわのお店。
食べ歩きにもおすすめ。

休

ちくわの金田屋23

10:30～17:00
無休
0858-55-0251

オリジナルの竹製バッグ、花入れ
雑貨を多数ご用意。

休

赤瓦三号館 / 赤瓦一号館 2階

創作工房 中野竹藝16
なかのちくげい

9:00～17:00
無休
0858-23-7500

29
旬の魚介が楽しめる割烹料理店。

休

割 烹

喜太亭 万よし

11:30～14:00
17:30～21:00
月曜
0858-22-2778

29

かつおダシで食べる
「餅しゃぶ」が大人気！！

休

町屋 清水庵11 まちや　せいすいあん

11:00～21:00
ランチ 11:00～14:00
夜　17:00～21:00
火曜
0858-22-4759

11:00～21:00
ランチ 11:00～14:00
夜　17:00～21:00
火曜
0858-22-4759

8
歴史ある建物内で味わう
自家製豆腐料理がおすすめ。

休

夢　倉
む そ う

11:30～16:00
日曜
0858-47-1077

7
鳥取産の季節の果実と豆乳
で作る手作りスムージー。
鳥取産の季節の果実と豆乳
で作る手作りスムージー。

休

くだものや

11:00～16:00
火・水曜
0858-27-2827

9
日本料理や郷土料理など、地元の食材
を使用したメニューをご用意。

休

日本料理　飛鳥

11:00～14:30（LO14:00）
17:00～21:00（LO20:00）
月曜
（祝日の場合は翌日）
0858-24-5575

お香・お線香など約500種類
を取り揃えています。

休

お香とうらなひ　

ひ フ み14

11:00～18:00
木曜
070-5300-3021

11:00～18:00
木曜
070-5300-3021

ペットのおやつや雑貨など。
ワンワン甲冑が人気のお店。

休

ペットのお土産　

かんだや、4

9:30～17:30
火曜
050-3564-0345
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唐揚げと、朝採れ無農薬野菜の
お店。

休

　

TSUDOI ～集～15

10：30～16：00
月曜
0858-33-5612

天然石を使ったオリジナル
グッズを販売。 

Voyage12

休
11:00～18:00
水曜
0858-27-2542

2021.06

2
砂丘長いもを使用した、こだ
わりの関西風お好み焼き。

休

粉もんや 楽園

11:00～LO20:30
水曜14:00～
0858-24-6368

2

23

伝統工芸の因州和紙や手作り
雑貨、アクセサリーを販売
伝統工芸の因州和紙や手作り
雑貨、アクセサリーを販売

休

ふみ子の手作り工房21 赤瓦一号館 2階

9:30～16:30
火曜
090-3372-5422

9:30～16:30
火曜
090-3372-5422

31

32
世界の国々から集めた小物などを
豊富に取り揃えています。

休

サダルチョーク

9:30～18:00 
水曜・木曜
0858-22-6445

9:30～18:00 
水曜・木曜
0858-22-6445

32

食事処・喫茶 食べ歩き・テイクアウト買い物・お土産店

オリジナルのクラフトビール
と、ビールに合う料理をご用意。
オリジナルのクラフトビール
と、ビールに合う料理をご用意。

休

BREW LAB
 　KURAYOSHI33

11:00～20:00
水曜
0858-27-1432

33

地場産ワインと食材を味わえる
ワインバー。
地場産ワインと食材を味わえる
ワインバー。

休

倉吉ワイナリー34

11:00～21:00
不定休
0858-27-1381

34

35
氷と自家製のシロップに
こだわった、ふわふわかき氷。

休

けずりひ
たいら少納言 .G

11:00～17：00
5月～9月 水・木曜
10月～4月 月～金曜
0858-22-2391

11:00～17：00
5月～9月 水・木曜
10月～4月 月～金曜
0858-22-2391

35


