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～ 新 着 お 店 情 報 を チェック ～
みんな知りたい！最新オープン情報を毎月お届け！
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米子市
米　原

多目的フードコート 赤い風船
米子市米原2-1-1 ホープタウン１階　
10:00～20:00  定休日：無休

こちらの新着お店＆施設情報コーナー
では、あたらしくオープン、または
オープン予定の情報を募集しております。
掲載をご希望される方は、コムコム
マガジン編集部までご連絡下さいませ。
※枠数に限りがあり、掲載ができないこともございます。

お店＆施設 募集中！

コムコムマガジン編集部
株式会社 中海テレビ放送
TEL.0859-29-2854
株式会社 満開
TEL.0859-57-5753

掲載
無料

ペットホテル　犬の家わんダフル
米子市新開7-19-17   TEL 0859-22-9494
9:00～18:00（チェックインとチェックアウトの時間は事前予約で24時間いつでも可能）　定休なし

米子市
新　開

犬の家わんダフルでは、ドッグトレーナーなど
専門知識のあるスタッフが２４時間体制でワンちゃん
の健康状態をチェックし、広いスペースを自由に遊ば
せるなどストレスの少ない環境でお預かりしています。

山野愛子どろんこ美容　皆生店
米子市上福原3-3-7　TEL 090-4803-8481 ＊完全予約制
10：00～20：00（最終予約18：00）  定休日：火曜日

米子市
上福原

上福原に移転オープン。
大地の恵「どろんこ」で心とお肌のリフレッシュ
をしよう！
 

knot loom（ノットルーム）
米子市東倉吉町131-3  
12：00～19：00　定休日：火曜日

レディースの海外古着を中心にセレクトも
取り扱っているお店。メンズも多少取り扱
いしています。
ビンテージの照明や家具も入荷予定！

30代以上の方には懐かしい「赤い風船」のフード
コートが形を変えて復活。米粉クレープやバー
ガーメニューなど、食べて健康になるファスト
フードメニューが勢揃い。イベントも期待大。

東倉吉町
米子市

伯耆町吉長22-4　TEL 090-7540-7231
19:00～23:45（変動アリ）休：火曜日

スナック いいとも 

伯耆町
吉　長

「同じ地域の 違う世代が繋がって 仕事や文化を
紡ぐ店」を目指して。何かをしたい若者や、応援
したい年配をつなげてくれる お酒と雑貨を扱うお店
です。昼営業への準備も進めています。

営業  /  長谷川満

1 ■米子市文化ホール　メインホール
■お問い合せ 0859-24-5179

米子高専吹奏楽部 第25回定期演奏会

■13:30～日

4 ■～２月５日（木）
■お問い合せ 075-251-3210

2015年度 同志社大学一般選抜入学試験
■米子コンベンションセンター 国際会議室

■10:00～16:30水

■～２月８日（日）
■お問い合せ 0857-52-2700

第5期とっとりエコサポーターズ養成講座
■米子コンベンションセンター第6会議室

■10:00～17:00

7 ■お問い合せ 0857-59-6332

とっとり孫育てマイスター養成講座
■米子コンベンションセンター第4会議室
■13:20～16:30

土 26 ■～3月2日（月）
■お問い合せ 0859-31-0285

第10回　ビスターレ　春の小品展
■丸京庵市民ギャラリー

■10:00～18:00木

■お問い合せ 0859-39-4050

第4回ランチタイムレコード ♪想ひ出のシャンソン･ド･パリ-1
■12:15～13:00 ■米子市淀江文化センター　ロビー10

火

■13:00～16:20 ■お問い合せ 0859-38-7035

がんフォーラム
■米子コンベンションセンター国際会議室11

水

■14:00～15:30
■お問い合せ 0859-34-6251

第46回鳥取県西部医師会　一般公開健康講座
■米子市文化ホール　イベントホール12

木

FEBRUARY FEBRUARY

日
■お問い合せ 0859-22-2178

第18回米子東高等学校　
弦楽部・合唱部  合同定期演奏会
■米子市文化ホール　メインホール
■14:00～16:00

8

月 ■お問い合せ 0859-35-4171

童謡をみんなでうたう会　月曜コース
■米子市文化ホール　メインホール
■10:30～11:45

9

■14：30開場　15：00開演
■お問い合せ 0859-35-4171

ダンスフェス1　
DANCE‐fes　WAN～　ver．6
■米子市公会堂　大ホール

15
日

■9:00～16:00(平日)　※土日･祝日は除く
■お問い合せ 0859-32-4121

平成26年分確定申告会場
■～3/16(月)  ■米子コンベンションセンター国際会議室16

月

■木曜コース10:30～11:30
　 チャイルドコース11:30～12:00　　　

■お問い合せ 0859-35-4171

童謡をみんなでうたう会

■米子市文化ホール　イベントホール木
19

■開演19：00　開場18：30

とりアート2014　創作ミュージカル「アオイ」
■～2/22(日)　■米子市公会堂

■お問い合せ 0859-39-1977

■9:30～11:30

エルル保育園・エルルこども学園 発表会
■米子市文化ホール　メインホール

■お問い合せ 0859-21-0032

21
土 ■10:00～18:00

(有)進製作所工場直売卸売セール
■～2/22(日)　■米子コンベンションセンター情報プラザ

■お問い合せ 090-3281-7227

■9:00～11:00

学べる・広がる　ア・サ・カ・ツ　　
講師　春山哲朗氏
演題「失くしたものを数えるな！大丈夫や～！！」
■国際ファミリープラザ２F　ファミリーホール

■お問い合せ 0859-22-6622

米子市文化ホール童謡特別講座
「みんなで歌う童謡メドレー」
■米子市文化ホール　メインホール

■成果発表会　13：00～16：00 
　      交流会　16：30～18：30

暮らしとアートとコノサキ計画 
平成26年度成果発表会+交流会
■米子市公会堂

■お問い合せ 0857-30-6344

■14:00～
■お問い合せ 0859-35-4171

28
土

■10：30～12：00　■お問い合せ 0857-38-6704

鳥取環境大学公開講座
「ＣＯＰ20と今後の地球温暖化対策」
■西部サテライトキャンパス（中海テレビ放送センタ－ビル）

■14：30開場　15：00開演
■お問い合せ 0859-35-4171

ダンスフェス1　
DANCE‐fes　WAN～　ver．6
■米子市公会堂　大ホール

14
土





階







OPEN／11:00～14:00、17:00～22:00 (L.O.21:30)
定休日／木曜日　駐車場有り

お
い
し
い
お
食
事
は

　
　
済
ま
せ
ま
し
た
か
。





お肉と惣菜のお店　ミート＆デリ いまがわ

伯耆町溝口の「肉の今川」が

いままでにない! 鳥取県産の牛・豚・鶏肉 を
中心に扱う お肉の宝庫‼

「ミート＆デリ いまがわ」として生まれ変わりました！　

鳥取県西伯郡伯耆町大殿 977-1（スーパーいしかわさん隣り）

TEL・FAX／0859-57-5505
営業時間／10:00～19:00　定休日／火曜日

お肉と惣菜のお店　ミート＆デリ いまがわ

鳥取和牛
一頭買い

■牛めし ■肉厚ハンバーグ ■フライドチキン
■サクサクポテトコロッケ ■メンチカツ など

スーパー　いしかわ
カーブス

イエローハット

肉の今川
（旧店舗）

まるごう溝口店

ミート＆デリ
いまがわ

至 溝口 旧店舗からクルマで10分

～～

HOK

おかじまや
パチンコクレイジーチャンス

ローソン

ジュンテンドー

南大門

チャングム

アサヒスーパードライ（390円）など
ソフトクリーム、コーヒーもご用意しています。

イートインスペースもできました！
※店内で精肉をご購入の方に
　無料でご利用いただけます

焼き台
《セルフサービス》




