
名前 名称 住所 電話番号 定休日 備考 サイトURL

レンタルふとん すいみんはうすKitaya 倉吉市昭和町１-22 0858-22-7185 水 http://nttbj.itp.ne.jp/0858227185/index.html

真木自動車リース河北店 倉吉市河北町160 0858-26-6411 無休

タイムズカーレンタル倉吉駅前店 倉吉市上井字長泓195-10 0858-26-1143 無休 http://www.nta.co.jp/rentacar/shop/index/ps_cd/1/branch_cd/7143

オリックスレンタカー倉吉駅前店 倉吉市上井212-4 0858-24-6110 無休 http://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=1020

ニコニコレンタカー倉吉駅前店 倉吉市山根620-2 0858-26-2524 無休 https://www.2525r.com/store-00079-001.php?key=00079-001

倉吉未来中心 倉吉市駄経寺町212-5 0858-23-5390 無休

東郷温泉　水明荘 東伯郡湯梨浜町旭132 0858-32-0411 無休 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/19369/gallery.html

Café ippo 東伯郡湯梨浜町南谷573 0858-35-6161 月 https://r.gnavi.co.jp/rnegv60b0000/

あやめ池スポーツセンター 東伯郡湯梨浜町藤津650 0858-32-2231 第3火曜日 https://www.its-mo.com/detail/DIDX_DKE-4586292/

ゆアシス東郷 龍鳳閣 東伯郡湯梨浜町引地560-7 0858-32-2622 第4火曜日 http://www.ryuhoukaku.jp/yuashisutop.html

はわい温泉・東郷温泉旅館組合 東伯郡湯梨浜町はわい温泉 0858-35-4052 無休 http://hawai-togo.jp/

レンタルバイク SBSとっとり 鳥取市南吉方３-109 0857-29-8505 火

ファミリーマート湯梨浜町店 東伯郡湯梨浜町大字龍島157-1 0858-24-4320 無休 24時間

ファミリーマートはわい長瀬店 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬761-10 0858-48-5166 無休 24時間

ローソン鳥取アロハ店 東伯郡湯梨浜町久留字船津13-1 0858-35-3710 無休 24時間

ローソン鳥取ハワイ店 東伯郡湯梨浜町田後340-1 0858-35-2138 無休 24時間

ローソン湯梨浜町長和田店 東伯郡湯梨浜町長和田1487-1 0858-32-0707 無休 24時間

ポプラはわい中央店 東伯郡湯梨浜町久留26-1 0858-47-5271 無休 24時間

ポプラはわい道の駅店 東伯郡湯梨浜町宇野2343 0858-47-5556 無休 24時間

ローソン・ポプラ湯梨浜松崎店 東伯郡湯梨浜町松崎370-31 0858-48-6736 無休 24時間

Ｙショップ湯梨浜リズム店 東伯郡湯梨浜町光吉236-1 0858-35-5118 無休 7:30-22:00

まるごう 羽合店 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬789-1 0858-48-5041 無休 9:00-22:00 http://www.marugo.or.jp/shop/list/shop_1.html

ハワイ夢マート 東伯郡湯梨浜町久留26-1 0858-35-3535 無休 9:00-18;00

新あじそうハワイ店 東伯郡湯梨浜町田後234-1 0858-35-3431 無休 9:30-22:00 http://tohokigyo.com/store/ajiso-hawai/

コメリハード＆グリーン東郷店 東伯郡湯梨浜町長和田1575 0858-48-6631 無休 9:00-19:30

ハウジングランドいない羽合店 東伯郡湯梨浜町田後455-1 0858-35-5171 無休 7:30-20:00

はわい温泉・東郷温泉観光案内所 東伯郡湯梨浜町はわい温泉5-22 0858-35-4052 無休 8:30-17:00 http://www.hawai-togo.jp/index.html

JR倉吉駅内観光案内所 倉吉市上井195 (倉吉駅１階) 0858-24-5370 無休 9:00-17:00 https://www.jalan.net/kankou/spt_31203aa1032067372/
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子どもクリニック 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬549-14 0858-35-5474 日・祝 木曜日午前診のみ https://byoinnavi.jp/clinic/265515

みはらクリニック 東伯郡湯梨浜町田後222-1 0858-35-2733 日・祝 木・土曜日午前診のみ https://byoinnavi.jp/clinic/175077

土井医院 東伯郡湯梨浜町大字龍島508-1 0858-32-0717 日・祝 木・土曜日午前診のみ https://byoinnavi.jp/clinic/91460

吉田医院 東伯郡湯梨浜町泊750 0858-34-2020 日・祝 月・金・土午前診のみ https://byoinnavi.jp/clinic/91459

上原整形外科医院 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬680-13 0858-35-3811 日・祝 土曜日午前診のみ https://byoinnavi.jp/clinic/91456

こどもクリニックおんだ 東伯郡湯梨浜町田後340-5 0858-47-5181 日・祝 木曜日午前診のみ https://byoinnavi.jp/clinic/109230

細川内科胃腸科医院 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬611-1 0858-35-5150 日・祝 木・土曜日午前診のみ https://byoinnavi.jp/clinic/91455

鳥取県立厚生病院 倉吉市東昭和町150 0858-22-8181 http://www.pref.tottori.lg.jp/kouseibyouin/

清水病院 倉吉市宮川町129 0858-22-6161 http://www.shimizuhospital.jp/

野島病院 倉吉市瀬崎町2714-1 0858-22-6231 http://nojima-hospital.jp/

くらしげ歯科クリニック 東伯郡湯梨浜町田後221-6 0858-35-5160 木・日・祝 https://byoinnavi.jp/clinic/135746

さくら歯科診療所 東伯郡湯梨浜町泊1254-1 0858-34-6221 日・祝 火・木・土午前診のみ https://byoinnavi.jp/clinic/152170

あだち歯科医院 東伯郡湯梨浜町中興寺358-1 0858-32-2181 日・祝 土曜日午前診のみ https://byoinnavi.jp/clinic/135749

音田歯科医院 東伯郡湯梨浜町旭77-2 0858-32-0304 木・日・祝 https://byoinnavi.jp/clinic/135748

谷口歯科医院 東伯郡湯梨浜町久留181 0858-35-2071 日・祝 土曜日午前診のみ https://byoinnavi.jp/clinic/135747

田中薬局松崎店 東伯郡湯梨浜町龍島486 0858-48-6866 日・祝
月～金　　　　8:30-17:30
土　　　　　　　8:30-12:00

https://byoinnavi.jp/pharm/233859

ハワイ調剤薬局 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬615-6 0858-35-6060 日・祝
木・土　　　　　8:30-12:30
月・火・水・金　8:30-18:00

https://byoinnavi.jp/pharm/233857

トーゴー薬局 東伯郡湯梨浜町旭400 0858-32-0307 日
水・土　　　　　 8:30-12:30
月・火・木・金　8:30-18:00

https://byoinnavi.jp/pharm/233860

アイ調剤薬局 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬680-15 0858-35-3877 日
月～金　　　　8:00-19:00
土 　　　　　　 8:00-13:00

https://byoinnavi.jp/pharm/233858

のぞみ薬局 東伯郡湯梨浜町田後223-1 0858-47-5077 日
水・土　　　　 8:30-12:30
月・火・木・金8:30-18:00

https://byoinnavi.jp/pharm/233856

ディスカウントドラッグコスモス湯梨浜店 東伯郡湯梨浜町大字田後534-1 0858-35-5539 無休 10;00－21;00 http://sasp.mapion.co.jp/b/cosmospc/info/00085/

ドラッグストアウェルネスハワイ店 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬791-2 0858-48-5188 無休 9;00-22:00 http://www.wellness-web.co.jp/shop/?cm=v&id=1375
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