
2021年10月21日現在
店舗名 住所 電話番号

華はうす 安来市安来町1968-1 華はうすビル1F 0854-23-1118
朝日館 安来市安来町1970 0854-22-2348
炉端かば安来店 安来市安来町2093-4 0854-23-1113
あめのちハレ 安来市安来町2093-6 0854-27-7501
竹葉 安来市古川町438 0854-28-6231
松琴舘 安来市清水町５２７ 0854-22-2002
紅葉館 安来市清水町528 0854-22-2530
喫茶　燈（あかり） 安来市伯太町東母里243-14 0854-26-4735

スナック　ズー 松江市伊勢宮町514 アクアビル1F 0852-24-4054
大正倶楽部 松江市伊勢宮町515-1 ソーワイセミヤビル2F 0852-26-6665
ラウンジ三樹 松江市伊勢宮町517-1 伊勢宮ユーアイビル2F 0852-67-3321
リフレックス（ＲＥ・ＦＬＥＸ） 松江市伊勢宮町528 新天地1 0852-23-6005
Ｃｈａｒｂｏｗ 松江市伊勢宮町534-8 ゆうぶんビルＢ１Ｆ 0852-24-4117
焼肉居酒屋　もく蓮 松江市伊勢宮町535 0852-27-2818
和暖 松江市伊勢宮町535－52 伊勢宮ビル２F 0852-22-2020
野津旅館 松江市伊勢宮町555 0852-21-1525
東京田園調布うなぎ圓　松江学園通り店 松江市学園2丁目25-28 0852-31-8181
焼肉丸喜　松江学園店 松江市学園２丁目33-5 0852-21-8929
CAFFE VITA 松江市学園2丁目5-3 0852-20-0301
佳翠苑皆美　出雲のれん 松江市玉湯町玉造1218-8 0852-62-0331
翠鳩の巣（アオバトノス） 松江市玉湯町玉造45-2 0852-61-0121
味皆美ふじな亭 松江市玉湯町布志名21-1 0852-62-0227
漁火 松江市御手船場町568 0852-28-8115
樂樂 松江市御手船場町568-10 0852-24-3956
松江堀川地ビール館 松江市黒田町509-1 0852-55-8877
モッチモ・パスタ　松江店 松江市山代町1017 0852-67-2259
やきとり　おおしま  松江市山代町475-1 0852-26-7143
焼鳥さえき 松江市寺町132-2 090-8825-2986
Dining樂旬 松江市寺町177 0852-21-3339
肉ノ匠　炭家 松江市寺町179-2 080-2938-8708
竹山焼肉店寺町店 松江市寺町206-15 0852-24-2317
大衆酒場　串かっちゃん 松江市寺町211-4 0852-61-8194
ダイニング　ねぎぼうず 松江市寺町99-1 クレセントヴィラ愛信Ⅱ1F 080-8233-0056
御食事処　五幸 松江市上乃木4丁目２１ー７ 0852-25-2112
Ｃａｆｅ　Ｂｒｏｗｎｉｅ（カフェ　ブラウニー） 松江市上乃木4丁目8-22 0852-61-0669
フランス菓子　クロード 松江市上乃木七丁目10-6 0852-26-7540
太助珈琲屋 松江市西川津町635-6 0852-65-0476
焼肉オオグニ屋 松江市西津田3丁目2-1 0852-59-2552
清松庵　たちばな 松江市袖師町58 0852-32-2345
かんべ茶屋 松江市大庭町1614番地 0852-28-0040
ＢＩＳＴＲＯ庵ＴＥＮＤＲＥ 松江市朝日町484-4 松江こだわり市場内 0852-67-5550
コリアレストラン　れんげ 松江市朝日町487-1 0852-21-9406
地方職員共済組合島根県支部物資部「スワン」 松江市殿町1番地 0852-22-5472
焼肉屋大平門　田和山店 松江市田和山町104 0852-60-7040
焼肉韓食房　だんだん　松江店 松江市田和山町20 0852-67-2929
お食事処ひだまり 松江市島根町大芦２１８７－４ 050-6869-8371
三四郎ラーメン　東出雲店 松江市東出雲町出雲郷548 0852-52-6253
お好み焼　てっちゃん 松江市東朝日町111 0852-25-0445
CafeTerrasseLinQ 松江市東朝日町123-7 ヨネザワ写真館2階 0852-67-3428
四六時中 松江市東朝日町151 イオン松江ショッピングセンタ－１Ｆ 0852-60-2260
味道園 松江市東朝日町78-7 0852-28-1000

松江市

安来市
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ステーキ館　和（さわ） 松江市東津田町1109-2 0852-31-0338
居酒屋　大河 松江市東津田町410ー6 0852-28-3252
来恩（らいおん） 松江市東本町1-66 090-8240-4497
かどや 松江市東本町1丁目78 青山ビル1F 0852-27-5752
よびこ 松江市東本町3丁目６１ 0852-24-4092
旬料理　いたさん 松江市東本町一丁目35 0852-25-9557
大衆割烹　なわのれん 松江市東本町二丁目16 0852-27-7800
ｗａｇｇｉｎｇ　ｔａｉｌ（ワギング　テイル） 松江市南田町185 0852-67-2960
松本蕎麦店 松江市白潟本町43 スティックビル1F 0852-28-7131
しいの実カフェ 松江市八雲町平原４８１－１ 0852-54-2400
食事処　禅 松江市八束町波入1260-2 0852-76-2255
茶房一望 松江市八束町波入1260-2 0852-76-2255
福間館 松江市美保関町美保関５８６番地 0852-73-0011
有限会社　松江皆美館 松江市末次本町14 0852-21-5131
そば遊山 松江市末次本町18 レインボ－ビル１Ｆ 0852-27-5467
シルクロード 松江市末次本町４９ 0852-23-4690
かわばた 松江市末次本町80 福間ビル１Ｆ 0852-28-5885
Ｂｉｓｔｒｏ　Ｃｏｅｕｒ（ビストロ　クール） 松江市末次本町８－８ 0852-67-3418
金魚 松江市和多見町112 0852-23-6980

有限会社　ワタナベ石油　カチャカチャＤＯ平田店 出雲市園町1412-6 0853-62-0930
あおぞら 出雲市湖陵町三部615-5 0853-43-2035
粉家　こん吉堂 出雲市今市町120-2 0853-30-1909
スナックボギー 出雲市今市町1261-6 0853-21-7253
藤 出雲市今市町1300 0853-25-9050
すなっく華（はな） 出雲市今市町1310-4 白銀ビル2F 0853-23-1984
KINGLOUNGE 出雲市今市町1357 スズキビル1階 0853-25-9335
lounge EMU 出雲市今市町1357 スズキビル2F 0853-25-9335
ことのは 出雲市今市町1489-2 グリーンリッチホテル出雲1階 0853-24-0001
やきとり松本 出雲市今市町271-10 0853-25-2571
凡蔵 出雲市今市町738-13 0853-24-2096
出雲料理　おくに 出雲市今市町755-1 0853-25-0923
和（やわらぎ） 出雲市今市町８６４－５ 0853-23-1700
吉栗の食処おちらと 出雲市佐田町一窪田６５７番地 0853-85-8020
ゆかり館 出雲市佐田町原田737番地 0853-84-0800
よふきや 出雲市小境町４１１－４ 0853-67-0804
一畑山コテージ 出雲市小境町８０３ 一畑寺宗務本庁 0853-67-0211
ランコントレ 出雲市小山町163 0853-24-2477
kitchen 魚見坂 出雲市多伎町久村1581番地の2  0853-77-5542
有限会社　小田温泉 出雲市多伎町小田208-3 0853-86-2016
らーめん工房　海 出雲市多伎町多岐157-1 0853-86-7311
Maredorato(マーレドラート) 出雲市大社町杵築西1648-2 0853-21-8172
ゆたか亭 出雲市大社町杵築東384 0853-53-2208
割烹　看雲楼 出雲市大社町杵築東489-1 0853-53-2017
LoTa森田屋 出雲市大社町杵築東576 0853-27-9653
有限会社　きんぐ 出雲市大社町杵築東599 0853-53-2473
有限会社ビジネスホテル大社 出雲市大社町杵築東67-3 0853-53-2194
出雲の味　健菜厨房 出雲市大社町修理免818-1 0853-53-8155
アンジェグレースガーデン　ラ・マール 出雲市大社町入南584-1 0853-25-3066
カフェ　ファヴォリ 出雲市大社町入南584-1 0853-25-3066
有料試飲コーナー ワインバル バッカス 出雲市大社町菱根264-2 0853-53-5577
リビドー洋菓子店 出雲市大津新崎町１丁目23－2 0853-22-5899
お食事処　はま田 出雲市大津朝倉3丁目2-1 0853-21-7400

出雲市
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T・ジョイ出雲 出雲市大塚町 650-1  ゆめタウン出雲東館3F 0853-24-6113
串家物語　ゆめﾀｳﾝ出雲店 出雲市大塚町650-1 ゆめﾀｳﾝ出雲1F 0853-25-8597
天神寿司 出雲市天神町６５５ー１ 0853-21-8252
炉端　かば 出雲市渡橋町1211 0853-22-7000
出雲空港ホテル 出雲市斐川町荘原2891番地3 0853-72-7800
あがわ 出雲市斐川町富村870-1 0853-72-0372
伝承裡すぎはら 出雲市浜町283番地1 0853-23-3688
アンジェグレースガーデン　セルジュ 出雲市浜町540-3 0853-25-3066
STRINGS COFFEE ROASTERS 出雲市武志町764-1  0853-21-2131
ハイヒール 出雲市平田町1445-1 0853-62-2010
居酒屋　明日香 出雲市平田町2233-5 0853-27-9199
ストロベリーカフェ 出雲市平田町2247-1 アタゴビル２F 0853-62-5850
ひらたメイプルホテル 出雲市平田町2451 0853-62-9595
ラルカンシェル 出雲市平田町2560-1 0853-63-8117
広島鉄板焼 ＨＥＲＡ 出雲市平野町20-1 0853-24-2423
レストハウス出雲 出雲市平野町610 0853-20-1735

居酒屋　永和 雲南市加茂町加茂中884 0854-49-7806
かげやま 雲南市掛合町掛合2150-96 0854-62-1000
国民宿舎　清嵐荘 雲南市吉田町川手161-4 0854-75-0031
明石ふれあい館 雲南市三刀屋町坂本８７０ 0854-45-5678
炉端かば雲南店 雲南市三刀屋町三刀屋71-1 0854-45-2911
曽田屋 雲南市大東町須賀295-8 0854-43-2458
珈琲 　めん屋 　ふぁ～すと 雲南市大東町飯田36-12 0854-47-7711
ガトーリビドー 雲南市木次町下熊谷1258-3 0854-42-5808
天野館 雲南市木次町木次51 0854-42-0006

奥出雲屋 奥出雲町下横田89-4 0854-52-2468
「玉峰山荘」 奥出雲町亀嵩3609-1 0854-57-0800
曽田旅館 奥出雲町三成282 0854-54-1018
ガトーリビドー 奥出雲町三成665-8 0854-54-1077
斐乃上荘 奥出雲町竹崎1843-2 0854-52-0234
美好乃 奥出雲町八川33‐12番地 0854-52-0221

ルートゴーヨンプラス 飯南町下赤名2903-9 0854-76-2509

のがわや旅館 大田市温泉津町温泉津ロ30 0855-65-2811
三瓶バーガー 大田市三瓶町多根1125-2 0854-86-0200
湯迫温泉旅館 大田市仁摩町天河内853 0854-88-2558
平和亭 大田市大田町大田イ１０２-１ 0854-82-0423
はたの 大田市大田町大田イ313-13 0854-82-8677
Queens Cafe 大田市大田町大田イ413番地1 0854-82-7200
金子旅館 大田市波根町1345  0854-85-7130

ＫＯＴＯＫＯＴＯ 邑南町下田所260-3 070-4355-0572
茶と糀　梅田屋 邑南町日貫3039 0855-97-0087

桜江そば一心 江津市桜江町市山314-7 0855-92-0123
株式会社　石見麦酒 江津市桜江町長谷2696 0855-25-5740
居酒屋　やすなが 江津市都野津町2323-2 0855-53-2325
ティールーム優花 江津市都野津町2342-1 0855-53-4811

十久利 浜田市栄町43番 0855-22-4536
浜田市

雲南市

奥出雲町

大田市

飯南町

邑南町

江津市
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国民宿舎　千畳苑 浜田市下府町2164-85 0855-28-1255
リフレパーク　きんたの里 浜田市金城町七条イ980-1 0855-42-3555
とらや旅館 浜田市金城町追原11-甲 0855-42-1550
有限会社　鈴蘭別館 浜田市港町186-5 0855-22-2381
民宿しまや 浜田市国分町600番地 0855-28-0574
津茂谷　旅館 浜田市紺屋町83-16 0855-22-0223
Cafe.Ballon d'Or（カフェバロンドール） 浜田市新町57-3 0855-28-7526
和風スナック宮川 浜田市杉戸町2595 0855-22-1818
福新楼 浜田市浅井町８６－２７ 0855-23-0670
すしゆう 浜田市浅井町86-33 キクヤビル1F 0855-25-5251

ホテルルートイン益田 益田市あけぼの西町10-4 050-5576-7900
寿司処みのり１Ｆ 益田市駅前町11-7 0856-22-1356
目利きの銀次 益田市駅前町17-1 益田駅前ビルEAGA A棟 1F 0856-23-5488
キタノイチバ 益田市駅前町17-1 益田駅前ビルEAGA A棟 2F 0856-23-6388
さかなや道場　益田駅前店 益田市駅前町17-1 益田駅前ビルEAGA　A棟1Ｆ 0856-31-4011
ホルモン　たけちゃん 益田市駅前町19-11 0856-22-0129
レストランジャルダン 益田市乙吉町イ336-7 大石ビル1F 0856-23-1172
有限会社上田 益田市高津一丁目46番-2 0856-22-0826
天竜 益田市東町3-32 0856-24-8393
TB RESORT MITO 益田市美都町仙道556-6 050-3448-4485
民宿レストラン　とみ 益田市木部町イ833-1 0856-27-2225
レストラン　ポニイ 益田市有明町5ー15 グラントワ内 0856-31-1873

美加登家（スナックあい） 津和野町日原221の2 0856-74-0341
ペンション　北斗星 津和野町枕瀬801-8 0856-74-1010

ピザ＆パスタ　ポモドーロ 隠岐の島町西町八尾の一、39 08512-2-3015
サカ～タブロス    隠岐の島町中町目貫の四54-7 090-1535-0434
ホテル海音里 隠岐の島町南方1933-1 08512-5-3211

津和野町

隠岐の島町

益田市
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