
Tomato soup 
 Cream cheese 

Kenbimen

月替パフェ～恋文のパフェ 
lettre d'amour parfait（2023.2）

Info.

アート飯

● 住所／鳥取県倉吉市昭和町 2-111
● 電話番号／ 0858-27-2995
● 営業時間／［ランチ］11:00 ～ 14:00 ・ ［カフェ］14:00 ～ 17:00
● 定休日／月曜日（たまに臨時休業あり）　● 席数／ 24席
[instagram]  https://www.instagram.com/sept.1989/

Sept

倉吉市と倉野川市を結んだあの名物パフェ

が、今度は県立美術館と繋がった。彩り鮮

やかなスタンダードスタイルのパフェに存

在感たっぷりのとうふちくわを添える手法

は、既成概念にとらわれない倉吉を代表す

るポップアート作品と言えよう。メインの

ちくわは抹茶アイスを添えていただくのが

個人的な好みである。

作り手の造形美に対するこだわりや思いを

ひと目で感じることのできるスイーツはパ

フェを置いて他にはない。Sept さんの月

替わりパフェは季節にまつわるストーリー

が地元の旬な食材を通じてひと目ひと口に

伝わってくる。

2月は苺の甘酸っぱさとチョコのほろ苦さ

が心の奥底で溶け合う恋の創作パフェ。

Info.

アート飯

● 住所／鳥取県倉吉市米田町 801
● 電話番号／ 0858-22-1234
● 営業時間／ 8:30 ～ 20:00
● 定休日／日曜日　● 席数／ 30席
[HP]https://www.diana-cafe.com/
[Facebook] https://www.facebook.com/dianaweb21/
[Twitter] https://twitter.com/Yamane059322461

ティーラウンジ ダイアナ

ちくわパフェ
Chikuwa　parfait

Septティーラウンジ ダイアナ

バタフライピーというタイ原産の花を煮出

して金粉を贅沢に散りばめたハーブティー

は、まるでローヌ川の星月夜のようである。

花の風味を楽しんだ後に、特製の鳥取県産

二十世紀梨果汁入りシロップを注ぐと、夜

空はいつの間にか明け方の暁色に変わって

いた。まったりとした夜長を楽しみたいあ

なたへ。

Info.

アート飯

● 住所／鳥取県倉吉市山根 635-3 ポールポジション 2F
● 電話番号／ 0858-26-9383
● 営業時間／［昼］11:30 ～ 14:00・［夜］17:00 ～ 24:00
● 定休日／月曜日　● 席数／ 70席
[HP] https://lapala.net/
[Twitter] https://twitter.com/LaPaLa269383
[Instagram] https://www.instagram.com/lapala269383/?hl=ja

星空の華
flower of the starry sky

アンディ・ウォーホルの作品で有名な某社

のトマトスープ缶をベースに、鳥取県が誇

る大山乳業 (協 ) のクリームチーズをマシ

マシに盛った県立美術館応援ラー麺「県美

麺」は、爽やかな酸味の後にまろやかな甘

みが口の中いっぱいに広がる至福の一杯で

ある。県立美術館のブリロの箱を見る前に

まずは県美麺をご堪能あれ。

中華料理 北京 Info.

アート飯

● 住所／鳥取県倉吉市宮川町 177-32
● 電話番号／ 0858-23-0620
● 営業時間／［昼］11:00～14:00・［夜］17:00～21:00
● 定休日／水曜日　
● 席数／席数 64席（椅子 19席／座敷 45席）畳個室 6室あり

県美麺
tottori museum noodles

中華料理 北京

LaPaLa

LaPaLa

営
業
中 玉川

倉吉市役所第2庁舎

大岳院

トミヤ楽器店

観光駐車場

北　京

鳥取名物で〆一杯を。 元祖アート飯！
ポップアート地元食材コラボ麺

県立美術館から徒歩 8 分の場所にあるダイアナさん。ゆったりとした雰
囲気の店内には、冬は薪ストーブが。ちくわパフェ以外にも、世界各国
から取り寄せたコーヒー豆を使用した自家焙煎のコーヒーや、ボリュー
ム満点の日替わりランチも大人気。倉吉市民はもちろん、全国の倉野川
市民にも愛されているお店です。

県立美術館から徒歩3分の場所にあるSept さんは、施工・インテリア、
器や食材も地元の物を中心に取り入れ、倉吉の良い物を伝える事をコン
セプトとされたお店です。お食事以外にも、音楽イベントや、ギャラリー
イベントも開催されています。どこを切り取っても美しい店内でゆった
りと倉吉の時間をお楽しみください。

LaPaLa さんでは、ゆったりとした店内で鳥取県中部の産地直送のお野
菜や県内産のお肉を思う存分楽しめます。日替わりクラフトビールや自
然派ワイン、ウイスキーなど地元ならではのドリンクも充実。ランチ営
業もされており、お友達同士やカップル、お子様連れ…たくさんのお客
様が倉吉の食を堪能されております。

人気メニューはビールと相性バッチリの鶏の唐揚げや、ホクホクでパリッ
とした食感が楽しめる芋の飴炊きなどなど、幅広いメニューが楽しめる
街の中華屋さん。ほとんどのメニューはお持ち帰りができ、オードブルや、
ランチ弁当も人気です。地元食材を中心に使用した美味しい中華がそろ
う北京さんには今日も地元の元気があふれています。

Lapala

パープルタウン

ウエルネス

倉吉シティホテル

あじそう

お店紹介 お店紹介

ジャンボロブスターフライ
jumbo-size lobster fries

上質なフレンチを堪能できる白壁倶楽部さ

んの一皿は、あの高級食材ロブスターを豪

快に一尾丸ごとフライした剥製アートを思

わせる逸品。ひと口目の「サクッ」が館内

の天井まで響き渡ったあとは、夢の食感と

味わいを心ゆくまで楽しんでいただきた

い。希少な食材につきオーダーできるかは

その時次第。事前にお電話にてご確認を。

Info.

アート飯

● 住所／鳥取県倉吉市魚町 2540-1
● 電話番号／ 0858-24-5753
● 営業時間／［昼］10:30 ～ 17:00 ・［夜］18:00～21:00
● 定休日／水曜日、毎月第 3火曜日　● 席数／ 38席
[HP] http://shirakabeclub.jp
[Facebook] https://www.facebook.com/ 白壁倶楽部 -263352090511188/
[Instagram] https://www.instagram.com/shirakabe_official/
[Twitter] https://twitter.com/shirakabeclub1

白壁倶楽部

もはや倉吉を代表する名物料理となった清

水庵さんの餅しゃぶ。まずは十二単をイ

メージした色とりどりのお餅を目で楽し

み、お鍋の中にお餅をさっとくぐらせ、お

出汁と絡めて優しい風味とコシを堪能す

る。そこでホッと一息ついて店内の趣ある

風景を見渡し、後味とともに余韻に浸る。

県立美術館を訪れた後にセットで行きたい

最高に贅沢な場所です。

Info.

アート飯

● 住所／鳥取県倉吉市堺町 1-876
● 電話番号／ 0858-22-4759
● 営業時間／［昼］11:00 ～ 14:00・［夜］17:00 ～ 21:00
　　　　　　［喫茶］11:00 ～ 21:00
● 定休日／火曜日、水曜日夜　● 席数／ 60席
[HP] http://seisuian.jp/

町屋 清水庵

餅しゃぶ
Mochi　shabu

白壁倶楽部町屋 清水庵

観光案内所

白壁倶楽部元帥酒造

石井旅館

大岳院

玉川

倉吉市役所北庁舎

清水庵

観光案内所

元帥酒造

石井旅館

大岳院

玉川

倉吉市役所北庁舎

清水庵
白壁倶楽部

明治モダン香ル　
夢のひとさら

創業100年！十二単の彩り。
十二種の味わい。

創業から百余年、餅一途に商ってきた餅屋さんならではの名物「餅しゃぶ」
は清水庵さんでしか味わえません。もちろん、餅しゃぶだけでなく、ラ
ンチ・ディナー・宴会など、四季折々のお料理も堪能でき、また餅しゃぶや、
栃餅などはお取り寄せでご自宅でもお楽しみいただけます。令和のこれ
からも地域を華やかに彩るお店です。

白壁倶楽部さんは社会福祉法人 和さんが運営されているレストランで、
町の中で障がいのある人もない人も一緒に働く共生社会を目指してい
らっしゃいます。古き良き町並に明治 41 年からほぼ原型のまま存在す
る文化財指定の建物と、新しい文化拠点となる県立美術館が倉吉の過去
から未来までの歴史を物語っています。

お店紹介 お店紹介 お店紹介 お店紹介

季節の彩と器のなかで
出会うパフェ

二次元と三次元を紡ぐ味

ダイアナ

いない

上灘小

合同庁舎

Sept

鳥取県立美術館（建設中）

香湯館

倉吉郵便局

グラナビル

谷口歯科


