
しまねっこクーポン登録施設

p  1～p30・・・東部

p31～p38・・・西部

p39～p40・・・隠岐

店舗名 公表住所

お食事処　藤芳 安来市古川町

フジキ安来店 安来市安来町

安来グランパ 安来市安来町

レストラン やまさや 安来市広瀬町

え～ひだ市場 安来市広瀬町

え～ひだShopスマイル 安来市広瀬町

端泉堂・清水寺三重塔前店 安来市清水町

端泉堂・本店工場 安来市清水町

くいものや膳 安来市安来町

安来市観光交流プラザ　特産品コーナー 安来市安来町

山陰海鮮 炉端かば 安来店 安来市安来町

ホテルひさご家 安来市安来町

株式会社フーズマーケットホック　プラーナ店 安来市安来町

彩雲堂　プラーナ店 安来市安来町

今井書店 プラーナ店 安来市安来町

いちごの大森ファーム 安来市下坂田町

ローソン　安来吉佐店 安来市吉佐町

もみんちゅ是空 安来市宮内町

足立美術館　受付 安来市古川町

足立美術館　ミュージアムショップ 安来市古川町

竹葉 安来市古川町

足立美術館分館売店　清松庵 安来市古川町

お土産処　まるびし 安来市古川町

さぎの湯荘 安来市古川町

安来苑 安来市古川町

安来節演芸館 安来市古川町

夢ランドしらさぎ 安来市古川町

祖田風月堂 安来市広瀬町

吉田酒造株式会社 安来市広瀬町

しまねっこクーポン登録施設（東部）
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ファミリーマート 安来広瀬 安来市広瀬町

株式会社フーズマーケットホック　広瀬店 安来市広瀬町

天野紺屋 安来市広瀬町

比田温泉 湯田山荘 安来市広瀬町

鍛冶工房弘光 安来市広瀬町

LOACH 安来市黒井田町

ローソン　安来黒井田町店 安来市黒井田町

ローソン　安来今津町店 安来市今津町

松琴館 安来市清水町

紅葉館 安来市清水町

深田豊隆堂 安来市清水町

ローソン　ローソン・ポプラ安来中海店 安来市西荒島町

ヤマト運輸　安来飯島センター 安来市赤江町

ローソン　安来折坂町店 安来市折坂町

ローソン　安来田頼店 安来市田頼町

あかな屋 安来市伯太町

カフェレストラン　クラフト 安来市伯太町

オーベルジュ天空　別邸母里 安来市伯太町

ウェルネス安来店 安来市飯島町

セブンイレブン安来飯島町店 安来市飯島町

メガネの三城　安来店 安来市飯島町

ハウジングランドいない　安来飯島店 安来市飯島町

ファミリーマート 安来飯島 安来市飯島町

エディオン安来店 安来市飯島町

スーパーセンタートライアル雲南店 雲南市加茂町

お好み焼鉄板焼　千両 雲南市加茂町

レスト　ショップ掛合の里 雲南市掛合町

ローソン　雲南掛合店 雲南市掛合町

ウェルネス掛合店 雲南市掛合町

ニュー掛合給油所 雲南市掛合町

株式会社竹下本店 雲南市掛合町

吉田ふるさと村 雲南市吉田町

奥出雲　前綿屋鐵泉堂 雲南市吉田町

稲わら工房 雲南市吉田町

レストランむらげ 雲南市吉田町

お土産屋　たたらっち 雲南市吉田町

ままたまご吉田本店 雲南市吉田町

奥出雲たなべ 雲南市吉田町

産直市よってごしな菜 雲南市吉田町



ヤマザキショップ　すまいる店 雲南市吉田町

国民宿舎清嵐荘 雲南市吉田町

しゃぶしゃぶと海鮮　炉端かば　雲南店 雲南市三刀屋町

ヤマト運輸　雲南センター 雲南市三刀屋町

しーじゃっく三刀屋店 雲南市三刀屋町

ウェルネス三刀屋店 雲南市三刀屋町

旬菜酒房　うさぎ組 雲南市三刀屋町

焼肉　さくら亭 雲南市三刀屋町

ハウジングランドいない　三刀屋店 雲南市三刀屋町

有限会社　紅梅しょうゆ 雲南市三刀屋町

ホテル上代 雲南市三刀屋町

ローソン　三刀屋木次インター店 雲南市三刀屋町

ウェルネス三刀屋中央店 雲南市三刀屋町

みしまや　三刀屋店 雲南市三刀屋町

ほっかほっか亭三刀屋店 雲南市三刀屋町

難波石油株式会社 Dr.Drive三刀屋店 雲南市三刀屋町

ウェルネス大東薬局 雲南市大東町

ローソン　島根大東店 雲南市大東町

台湾料理　鴻福園 雲南市大東町

ファミリーマート 雲南大東店 雲南市大東町

ウェルネス大東店 雲南市大東町

グッディー木次店 雲南市木次町

ホームプラザナフコ　雲南店 雲南市木次町

道の駅さくらの里きすき 雲南市木次町

たんびにきて家 雲南市木次町

Yショップ　きすき道の駅店 雲南市木次町

石照庭園 雲南市木次町

道の駅おろちの里　特産物直売所 雲南市木次町

難波石油株式会社 オートオアシス里方ＳＳ 雲南市木次町

株式会社フーズマーケットホック　雲南店 雲南市木次町

今井書店 木次マルシェリーズ店 雲南市木次町

オトナキチコーヒー 出雲市今市町

くいもん屋吾作代官町店 出雲市今市町

café&bar EN-BRIDGE 出雲市今市町

GUN'S屋 出雲市今市町

いずも神在月　印 出雲市今市町

株式会社　原寿園 出雲市今市町

Coffee&Cocktail Culture 出雲市今市町

カワシマ本店 出雲市今市町



センチュリオンホテル＆スパ　クラシック出雲 出雲市今市町

味処　すさのお 出雲市佐田町

いずも大社カントリークラブ 出雲市湖陵町

ニューウェルシティ出雲 出雲市塩冶有原町

ウエルシア出雲塩冶原町店 出雲市塩冶有原町

いずも駅前ラウンジさくら 出雲市駅北町

PLANT 出雲店 出雲市塩冶町

出雲駅前温泉 らんぷの湯 出雲市駅南町

たこ焼き・鉄板焼きの店　だんだん 出雲市駅北町

三代目網元　魚鮮水産　出雲市駅南口店 出雲市駅南町

天然温泉八雲の湯　ドーミーイン出雲 出雲市駅南町

しーじゃっく出雲駅南店 出雲市駅南町

和食居酒屋　神門（5/1～） 出雲市駅南町

笑笑　出雲市南口駅前店 出雲市駅南町

やおよろず 出雲市駅南町

居酒屋華もめん 出雲市駅南町

トヨタレンタリース島根　出雲駅南店 出雲市駅南町

ウェルネス出雲駅南店 出雲市駅南町

一畑電車　電鉄出雲市駅 出雲市駅北町

SRE卓球ショップ出雲店 出雲市駅北町

K・A 出雲市駅北町

ヒ-リングサロン桜本店 出雲市駅北町

ヴィ－クウォ－タ－アトネスいずも店 出雲市駅北町

カフェ・アトリオ 出雲市駅北町

出雲の國麺家　JR出雲市駅店 出雲市駅北町

ク－ズ・コンセルボ出雲 出雲市駅北町

アトネスいずも銘店会Ａコ－ナ－ 出雲市駅北町

中浦本舗アトネスいずも店 出雲市駅北町

アトネスいずも銘店会Bコ－ナ－ 出雲市駅北町

アトネスいずも銘店会Cコ－ナ－ 出雲市駅北町

しまね寶楽庵アトネスいずも店 出雲市駅北町

すうべにあ出雲 出雲市駅北町

セブン-イレブン ハートイン　JR出雲市駅店 出雲市駅北町

大阪屋台居酒屋山ちゃん 出雲駅前店 出雲市駅北町

モスバーガー出雲駅北町店 出雲市駅北町

ウェルネス出雲駅北店調剤 出雲市駅北町

ウェルネス出雲駅北店 出雲市駅北町

ＡＲＵＭＡＳ 出雲市駅北町

奥出雲そば処一福　出雲駅前店 出雲市駅北町



ツインリーブスホテル出雲 出雲市駅北町

一畑トラベルサービス　出雲営業所 出雲市駅北町

JR西日本レンタカー＆リース株式会社

駅レンタカー出雲市営業所
出雲市駅北町

セブン-イレブン 出雲市駅北店 出雲市駅北町

アリカフェ　駅前店 出雲市駅北町

ダイイチ株式会社　出雲南給油所 出雲市塩冶町

株式会社フーズマーケットホック　塩冶店 出雲市塩冶町

バジェット・レンタカー出雲駅前店 出雲市塩冶町

手造りうどん　たまき出雲店 出雲市塩冶町

グッディー医大通店 出雲市塩冶町

風月庵 出雲市塩冶町

蔵カフェ　おもひで屋 出雲市塩冶町

業務用食品スーパー　出雲店 出雲市塩冶町

自家焙煎珈琲　良寛 出雲市塩冶町

ぷちショップナガサワ１ 出雲市塩冶町

ラピタみなみ店 出雲市塩冶町

ウェルネス薬局医大北店 出雲市塩冶町

松江石油株式会社 出雲市駅前SS 出雲市塩冶町

Café Dining Lounge THE PARK 出雲市塩冶有原町

ウェルネス塩冶店 出雲市塩冶有原町

ウェルネス塩冶店調剤 出雲市塩冶有原町

フェアトレードfuku-mimi 出雲市塩冶有原町

ほっかほっか亭医大通り店 出雲市塩冶有原町

イエローハット出雲店 出雲市荻杼町

絶景の宿　御所覧場 出雲市乙立町

出雲の隠れ宿　八光園 出雲市乙立町

ウェルネス下古志店 出雲市下古志町

コメリハード＆グリーン古志店 出雲市古志町

藤増ストアー古志店 出雲市古志町

ホームプラザナフコ　湖陵店 出雲市湖陵町

ラピタ湖陵店 出雲市湖陵町

湖畔の温泉宿くにびき 出雲市湖陵町



ホームプラザナフコ　北出雲店 出雲市江田町

井山屋製菓　出雲店 出雲市江田町

ヤマト運輸　出雲高岡センター 出雲市高岡町

今井書店 出雲店 出雲市高岡町

ウエルシア出雲高岡店 出雲市高岡町

かにかに家 出雲市高岡町

ビストロヴルーテ 出雲市高岡町

篠原石油有限会社　コスモ石油　平田SS 出雲市国富町

ローソン　出雲国富店 出雲市国富町

手打ち出雲そば ほしえん 出雲市今市町

ハナガワ 出雲市今市町

粉家こん吉堂 出雲市今市町

鉄板焼　藤増 出雲市今市町

ホテルエリアワン出雲 出雲市今市町

Gyro 出雲市今市町

やきとり家すみれ出雲店 出雲市今市町

昭和酒場一番星 出雲市今市町

四季味処てんてん亭 出雲市今市町

桃花園 出雲市今市町

カワシマ サブズ店 出雲市今市町

富士酒造合資会社 出雲市今市町

牛豚馬鶏出雲店 出雲市今市町

グリーンリッチホテル出雲 出雲市今市町

レストランことのは 出雲市今市町

武志屋本店 出雲市今市町

ホテル武志山荘 出雲市今市町

北村酒店 出雲市今市町

献上そば羽根屋本店 出雲市今市町

ビストロB.C.倶楽部 出雲市今市町

ツバメヤ 出雲市今市町

槇野理容室 出雲市今市町

旭日酒造 出雲市今市町

THE STRUCTURE HOSTEL & CAFE BAR 出雲市今市町

Izumo Brewing Co. 出雲市今市町

凡蔵 出雲市今市町

出雲料理　おくに 出雲市今市町

美喰Ｌａｂｏ　我龍 出雲市今市町

お食事処　和（やわらぎ） 出雲市今市町

ラピタ本店 出雲市今市町



坂根屋本店 出雲市今市町

LIBERATE 出雲市今市町

善ちゃんラーメン　出雲店 出雲市今市町

鍋や中じい 出雲市今市町

大衆酒場 十五屋 出雲市今市町

いづものSAKABA 出雲市今市町

ホテル・アルファーワン出雲 出雲市今市町

山頭火 出雲市今市町

山陰魚酒場　丸善水産出雲店 出雲市今市町

ポプラ出雲駅前店 出雲市今市町

しゃぶしゃぶ銀の鍋出雲南店 出雲市今市町

仏壇の原田　出雲店 出雲市今市町

持田スポーツ 出雲市今市町

扇屋菓子舗 出雲市今市町

モッチモパスタ出雲店 出雲市今市町

ビッグボーイ出雲今市店 出雲市今市町

ダイイチ株式会社　ニュー出雲給油所 出雲市今市町

ウェルネス北本町薬局 出雲市今市町

ウェルネス北本町店 出雲市今市町

ローソン　出雲今市町本町店 出雲市今市町

ヤマザキショップ　あわや 出雲市佐田町

出雲須佐温泉ゆかり館 出雲市佐田町

株式会社今岡興産　エネオス佐田SS 出雲市佐田町

ラピタ佐田店 出雲市佐田町

一畑山コテージ 出雲市小境町

もんぜん 出雲市小境町

一畑石油 出雲市小境町

有限会社よふきや 出雲市小境町

癒し処きらく出雲本店 出雲市小山町

100満ボルト出雲店 出雲市小山町

ラピタはまやま店 出雲市松寄下町

相撲食堂ちゃんこちゃん 出雲市神西沖町

ウェルネス神門店 出雲市神門町

焼肉ビアムーン 出雲市西新町

レストランビアムーン 出雲市西新町

しっとりつるつる北山温泉 出雲市西林木町

見晴らしの丘公園キララコテージ 出雲市多伎町

多伎いちじく温泉 出雲市多伎町

井山屋製菓　多伎本店 出雲市多伎町



はたご小田温泉 出雲市多伎町

パン工房キララベーカリー 出雲市多伎町

道の駅キララ多伎 出雲市多伎町

海鮮丼屋　ごゑん 出雲市多伎町

らーめん工房海 出雲市多伎町

ラピタ多伎店 出雲市多伎町

タラソレストラン 出雲市多伎町

マリンタラソ出雲 出雲市多伎町

出雲一畑交通株式会社 出雲市常松町

大社観光ぶどう園 出雲市大社町

藏の美術館 手錢記念館 出雲市大社町

ぐるめ幸洋 出雲市大社町

okinogami blue stand 出雲市大社町

古代出雲歴史博物館　maru café 出雲市大社町

木村渡船（ごんげん丸） 出雲市大社町

寺子屋本舗　出雲大社店 出雲市大社町

山太 出雲市大社町

民宿ことぶき荘 出雲市大社町

共同店 出雲市大社町

いろは　雲のうえ出雲店 出雲市大社町

さかえ屋 出雲市大社町

八重垣写真館 出雲市大社町

開運堂 出雲市大社町

蕎麦処八雲　東店 出雲市大社町

観光センターいずも 出雲市大社町

そば処　おくに 出雲市大社町

蕎麦処八雲　本店 出雲市大社町

高田屋 出雲市大社町

ゆたか亭 出雲市大社町

出雲そば きずき 出雲市大社町

NAMI 出雲市大社町

割烹・和食堂　　看雲楼 出雲市大社町

出雲大社　御師の宿ますや旅館 出雲市大社町

御菓子とみや 出雲市大社町

LoTa森田屋 出雲市大社町

きんぐ　大社焼きそば 出雲市大社町

食事処小望月 出雲市大社町

千鳥そば 出雲市大社町

有限会社ビジネスホテル大社 出雲市大社町



古代出雲歴史博物館ミュージアムショップ一畑 出雲市大社町

ファミリーマート ＪＡいずも大社東 出雲市大社町

山崎酒店 出雲市大社町

めのや　出雲大社店 出雲市大社町

ベビーカステラ　松露庵　出雲大社店 出雲市大社町

えすこ 出雲市大社町

出雲そば　めぐみ。惠 出雲市大社町

一畑電車　出雲大社前駅売店 出雲市大社町

一畑電車　出雲大社前駅 出雲市大社町

いづも寒天工房　出雲大社参道本店 出雲市大社町

ENEOS大社SS 出雲市大社町

okinogami blue cacao's 出雲市大社町

(有)俵屋菓舗　神門店 出雲市大社町

御朱印帳専門店しるべ　出雲大社店 出雲市大社町

めのうの店　川島　出雲大社店 出雲市大社町

本格手打蕎麦　出雲　砂屋 出雲市大社町

彩雲堂　大社Ael店 出雲市大社町

綿屋彦左衛門 出雲市大社町

いずも縁結び本舗北店 出雲市大社町

KAnoZA大社店 出雲市大社町

UONOYA 出雲市大社町

遊膳出雲大社 出雲市大社町

出雲縁起屋白うさぎ 出雲市大社町

大社門前いづも屋 出雲市大社町

たまゆら　出雲大社店 出雲市大社町

出雲の國麺家　大社店 出雲市大社町

出雲大社門前 レンタルきもの「ご縁スタイル」 出雲市大社町

いずもちーずけーき本舗 出雲市大社町

みつばち工房　花の道　出雲大社店 出雲市大社町

MAMMA MIA IZUMO 出雲市大社町

神門通りカフェ　ポンム・ベエル 出雲市大社町

手打ちそば処　出雲えにし 出雲市大社町

おつまみ研究所大社門前ラボ 出雲市大社町

福乃和 出雲市大社町

縁結び箸ひらの屋 出雲市大社町

出雲かみしお. 出雲市大社町

漬もの匠 けんちゃん漬 出雲市大社町

そば庄 たまき 出雲市大社町

出雲ぜんざい餅 出雲市大社町



Izumo Brewing co. TAISHA 出雲市大社町

光海どり 出雲市大社町

出雲大社勢溜前　ぜんざい餅 出雲市大社町

そば庄たまき　ご縁横丁店 出雲市大社町

まがたまや雲玉 出雲市大社町

竹野屋旅館 出雲市大社町

甘味喫茶お好み焼きみちくさ 出雲市大社町

とんぼ玉工房いちの家大社店 出雲市大社町

奥出雲そば処 一福 神門通り店 出雲市大社町

いずも縁結び本舗南店 出雲市大社町

手ぬぐい・風呂敷専門店いわいやむすび 出雲市大社町

清松庵　出雲大社店　（EBINOYA） 出雲市大社町

ラピタ大社店 出雲市大社町

大社の紅うさぎ 出雲市大社町

出雲甘酒 出雲市大社町

有限会社　出雲二見　大社港SS 出雲市大社町

NIPPONIA出雲鷺浦漁師町 出雲市大社町

道の駅ご縁広場　そば処　吉兆 出雲市大社町

道の駅ご縁広場　出雲物産館 出雲市大社町

天然温泉大社の湯　いにしえの宿　佳雲 出雲市大社町

天然温泉大社の湯　お宿　月夜のうさぎ 出雲市大社町

セブンーイレブン出雲大社町中荒木店 出雲市大社町

日御碕ドライブイン・民宿西亀荘 出雲市大社町

柿谷商店 出雲市大社町

tatsuzawa misaki cafe 出雲市大社町

そのやま商店 出雲市大社町

坂根屋入南店kissa&co 出雲市大社町

株式会社フーズマーケットホック　大社浜山店 出雲市大社町

島根ワイナリー　シャトー弥山 出雲市大社町

島根ワイナリー　ユヌ・ベルジュ 出雲市大社町

島根ワイナリー　試飲即売館バッカス 出雲市大社町

ローソン　浜山店 出雲市大社町

ウェルネス出雲大社店 出雲市大社町

株式会社フーズマーケットホック　大社店 出雲市大社町

NAMIのはなれ 出雲市大社町

家族茶屋　夕やけこやけ 出雲市大社町

リビドー洋菓子店　出雲店 出雲市大津新崎町

カレーハウスCoCo壱番屋　出雲大津新崎店 出雲市大津新崎町

グッディー北部店 出雲市大津新崎町



京彩厨房　なが田 出雲市大津町

献上そば羽根屋大津店 出雲市大津町

串家物語 ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

まほろば出雲 出雲市大塚町

okinogami blue cacao's  ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

シャトレーゼ　出雲北店 出雲市大塚町

asian bodycare -ほぐし処- 出雲市大塚町

一畑百貨店 ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

ペッパーランチゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

はなまるうどん　ゆめタウン出雲 出雲市大塚町

ミスタードーナツゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

大戸屋ごはん処ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

ikkaゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

ゆめタウン出雲 出雲市大塚町

今井書店 ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

横浜家系ラーメン吉岡家　ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

坂根屋ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

ヤマダデンキ テックランドＮｅｗ出雲店 出雲市大塚町

ウェルネス大塚店調剤 出雲市大塚町

ウェルネス大塚店 出雲市大塚町

松江石油株式会社 サンドリーム出雲SS 出雲市大塚町

焼肉の藤増　大塚店 出雲市大塚町

坂根屋ゆめマート神西店 出雲市大島町

ゆめマート神西 出雲市大島町

カフェハウス　パステル 出雲市知井宮町

藤増ストアー知井宮店 出雲市知井宮町

ウェルネス出雲中野店 出雲市中野町

御食事処　仲野 出雲市中野美保北

スーパーナカノ 出雲市中野美保北

ごはんや出雲神立食堂 出雲市中野美保北

有限会社　藤原商店 出雲市長浜町

ヤマト運輸　出雲大社センター 出雲市長浜町

オートバックス いずも店 出雲市天神町

ジョリカドー 出雲市天神町

澤井珈琲　出雲店 出雲市天神町

焼肉TERRACCE 出雲市天神町

セブンイレブン出雲天神町店 出雲市天神町

御食事処神苑（ホテルリッチガーデン内） 出雲市天神町

イオンモール出雲 出雲市渡橋町



拉麺屋　ごっつお神楽　イオンモール出雲店 出雲市渡橋町

香園 出雲市渡橋町

釣具のポイント 出雲店 出雲市渡橋町

ヤマト運輸　出雲渡橋センター 出雲市渡橋町

くら寿司出雲店 出雲市渡橋町

イオンスタイル出雲 出雲市渡橋町

澤井珈琲　イオンモール出雲店 出雲市渡橋町

テモミジョーズ　出雲バイパス店 出雲市渡橋町

出雲石油株式会社　出雲給油所 出雲市渡橋町

マルイ浜山通り店 出雲市渡橋町

山陰海鮮 炉端かば 出雲店 出雲市渡橋町

シューズ愛ランド　出雲店 出雲市渡橋町

拉麺屋神楽出雲店 出雲市渡橋町

スポーツプラザ二協社 出雲市渡橋町

ミスタードーナツ出雲店 出雲市渡橋町

丸源ラーメン出雲店 出雲市渡橋町

かつや島根出雲店 出雲市渡橋町

エディオン出雲店 出雲市渡橋町

grappino 出雲市渡橋町

牛角　出雲渡橋店 出雲市渡橋町

食べ処　飲み処　さくらんぼ 出雲市渡橋町

出雲ロイヤルホテル 出雲市渡橋町

日本料理　無門 出雲市馬木北町

ほっかほっか亭浜山通り店 出雲市白枝町

カフェプラザ　サンラック 出雲市白枝町

セブンイレブン出雲浜山通り店 出雲市白枝町

スーパーセンタートライアル出雲白枝店 出雲市白枝町

ウェルネス白枝店調剤 出雲市白枝町

ウェルネス白枝店 出雲市白枝町

（有）伊藤石油 出雲市白枝町

セブンイレブン出雲白枝町店 出雲市白枝町

ローソン　出雲白枝堀西店 出雲市白枝町

湖静荘 出雲市斐川町

有限会社タナベ 出雲市斐川町

パステル 出雲市斐川町

ウェルネス斐川薬局 出雲市斐川町

鶴華　波積屋 出雲市斐川町

一畑百貨店 出雲空港売店 出雲市斐川町

出雲の國　麺家　出雲縁結び空港店 出雲市斐川町



湯元湯の川 出雲市斐川町

四季荘 出雲市斐川町

草菴 出雲市斐川町

松園 出雲市斐川町

コメリ ハード＆グリーン斐川店 出雲市斐川町

道の駅湯の川 出雲市斐川町

ローソン　斐川出西店 出雲市斐川町

La chocolaterie NANAIRO 出雲市斐川町

ガラス工房　IZUMO 出雲市斐川町

出西窯 出雲市斐川町

セブンイレブン出雲斐川町出西店 出雲市斐川町

Ｂｓｈｏｐ出西店 出雲市斐川町

イエローハット出雲斐川店 出雲市斐川町

スーパーホームセンターいない　斐川店 出雲市斐川町

ヤマト運輸　斐川センター 出雲市斐川町

（有）樋野石油店　斐川SS 出雲市斐川町

ゆめタウン斐川 出雲市斐川町

ウェルネス斐川店 出雲市斐川町

坂根屋ゆめタウン斐川店 出雲市斐川町

グッディー斐川店 出雲市斐川町

PLANT 斐川店 出雲市斐川町

ローソン　斐川中央店 出雲市斐川町

喫茶　軽食　チャコール 出雲市斐川町

トヨタレンタリース島根　出雲空港店 出雲市斐川町

縁福 出雲市斐川町

出雲空港ホテル 出雲市斐川町

手造りうどん　たまき直江本店 出雲市斐川町

スーパーセンタートライアル出雲斐川店 出雲市斐川町

福泉堂 出雲市斐川町

出雲キルト美術館 出雲市斐川町

MEGAドン・キホーテ出雲店 出雲市姫原

ｃａｆｅ　ＬＥＯＮ 出雲市姫原

BINGOYAスーパーショップ出雲店 出雲市姫原

TRANS 出雲市姫原

TECH. cycle build 出雲市姫原

スーパースポーツゼビオゆめタウン出雲店 出雲市姫原

コメダ珈琲店　出雲姫原店 出雲市姫原

居酒屋　舟島屋 出雲市姫原町

彩雲堂　出雲店 出雲市姫原町



株式会社中筋商事 出雲北給油所 出雲市姫原町

天然酵母パン　ルバーブ 出雲市浜町

伝承裡すぎはら 出雲市浜町

そば縁 出雲市浜町

献上そば羽根屋伝承館店 出雲市浜町

カフェ＆レスト FAVORI 出雲市浜町

（有）俵屋菓舗　浜山店 出雲市浜町

一畑電車　川跡駅 出雲市武志町

大虎 出雲市平田町

料理　以久満 出雲市平田町

焼肉まんまる 出雲市平田町

ホームプラザナフコ　平田店 出雲市平田町

ウェルネス平田西店 出雲市平田町

ハッピーランド三愛平田SS 出雲市平田町

株式会社フーズマーケットホック　平田店 出雲市平田町

ショッピングセンタ－ビバ店内　出雲菓匠風月堂店 出雲市平田町

ホテルほり江 出雲市平田町

高砂商会 出雲市平田町

一畑電車　デハニ５０形体験運転 出雲市平田町

一畑電車株式会社 出雲市平田町

ストロベリーカフェ 出雲市平田町

グッディー平田店 出雲市平田町

味処おかや 出雲市平田町

風風ラーメン平田店 出雲市平田町

ひらたメイプルホテル 出雲市平田町

RYUNOSU furniture 出雲市平田町

有限会社　風月堂　本店 出雲市平田町

ラピタひらた店 出雲市平田町

いずも縁結び温泉ゆらり 出雲市平田町

ウェルネス平田中ノ島店 出雲市平田町

麺創房天霧　中之島店 出雲市平田町

岩のり工房 出雲市平田町

來間屋生姜糖本舗 出雲市平田町

酒持田本店 出雲市平田町

持田醤油店 出雲市平田町

木綿街道交流館 出雲市平田町

有限会社岡茂一郎商店 出雲市平田町

そば処・喜多縁 出雲市平田町

NIPPONIA出雲平田木綿街道 出雲市平田町



文吉たまき 出雲市平田町

セブンイレブン出雲平田町薮崎店 出雲市平田町

ナフコ ツー・ワンスタイル 出雲市平野町

フジキ出雲店 出雲市平野町

広島鉄板焼 ＨＥＲＡ 出雲市平野町

ペッツパーク　出雲店 出雲市平野町

ハウジングランドいない　出雲ドーム東店 出雲市平野町

海都　出雲ドーム店 出雲市平野町

ウェルネス出雲ドーム北店 出雲市平野町

インテリアたなか 出雲市矢野町

株式会社パリサ 出雲市矢野町

モスバーガー出雲ドーム店 出雲市矢野町

コリアンダイニング武市 松江市伊勢宮町

ひなた 松江市伊勢宮町

旬菜・郷土料理　一隆 松江市伊勢宮町

海鮮鉄板やまおか食堂 松江市伊勢宮町

味処明島 松江市伊勢宮町

おおきに屋ぼちぼち 松江市伊勢宮町

じとっこ組合　松江駅前店 松江市伊勢宮町

大正倶楽部 松江市伊勢宮町

松江海鮮市場　鮨主水 松江市伊勢宮町

ごっつおらーめん　松江伊勢宮店 松江市伊勢宮町

茜どき　松江駅前店 松江市伊勢宮町

王さんの餃子　伊勢宮店 松江市伊勢宮町

有限会社　魚清 松江市伊勢宮町

阿雅紗　松江店 松江市伊勢宮町

地鶏焼処　とり酉 松江市伊勢宮町

松江巴庵 松江市伊勢宮町

北海肴市場かじゃぐう 松江市伊勢宮町

てまひま料理根っこや 松江市伊勢宮町

野津旅館 松江市伊勢宮町

松江着物レンタル堀川小町 松江市奥谷町

神代そば 松江市奥谷町

セブンイレブン松江嫁島町店 松江市嫁島町

ローソン　松江中原店 松江市外中原町

ほっかほっか亭　学園通り店 松江市学園

フジキ学園通り店 松江市学園

手造りうどん　たまき松江店 松江市学園

ホルモン焼肉がくえん横丁 松江市学園



ウェルネス学園店 松江市学園

ビッグボーイ松江学園店 松江市学園

コメダ珈琲店　松江学園店 松江市学園

くら寿司松江店 松江市学園

今井書店 学園通り店 松江市学園

みしまや　学園店 松江市学園

イオン菅田店 松江市学園

アリカフェ　学園店 松江市学園

食遊酒菜　風神 松江市学園

オートバックス 松江店 松江市学園

東京田園調布うなぎ圓 松江市学園

シューズ愛ランド　松江学園通店 松江市学園

ジョイクラブ　ナガサコ　学園通り店 松江市学園

澤井珈琲　松江店 松江市学園

焼肉丸喜　松江学園店 松江市学園

Top's   beautysalon 松江市学園

ローソン　松江学園南店 松江市学園南

日本茶cafeScarab136 松江市学園南

カレーハウスCoCo壱番屋　松江学園通り店 松江市学園南

イエローハット松江店 松江市学園南

ウェルネス学園南店調剤 松江市学園南

ヤマダ電機　テックランド松江学園南店 松江市学園南

ハッピーランド三愛 楽山SS 松江市学園南

拉麺屋神楽松江店 松江市学園南

Yori荘 松江市玉湯町

レストラン Rivage 松江市玉湯町

mame café 松江市玉湯町

めのうやしんぐう 松江市玉湯町

温泉ゲストハウス 翠鳩の巣 松江市玉湯町

マルタカ・エース 足つぼコーナー（ホテル玉泉内） 松江市玉湯町

地酒と器のひとしずく 松江市玉湯町

龍頭 松江市玉湯町

旅亭　山の井 松江市玉湯町

とんぼ玉工房いちの家 松江市玉湯町

縁くる 松江市玉湯町

清風荘 松江市玉湯町

保性館 松江市玉湯町

キッチン花音 松江市玉湯町

玉造酒販 松江市玉湯町



そば富 松江市玉湯町

松乃湯 松江市玉湯町

湯陣千代の湯 松江市玉湯町

有限会社　玉造皆美　佳翠苑皆美 松江市玉湯町

星野リゾート　界 出雲 松江市玉湯町

TOTONOL 松江市玉湯町

カフェと雑貨とリラックス　Minamin* 松江市玉湯町

玉造アートボックス　美肌マルシェ 松江市玉湯町

出雲神々縁結びの宿 紺家 松江市玉湯町

玉井別館 松江市玉湯町

ペットホテル糸 松江市玉湯町

松江市玉造温泉ゆーゆ 松江市玉湯町

湯之助の宿　長楽園 松江市玉湯町

たまゆら玉造 松江市玉湯町

森脇物産店 松江市玉湯町

玉井館 松江市玉湯町

玉造グランドホテル長生閣 松江市玉湯町

松浦鮮魚店 松江市玉湯町

たかしま食堂 松江市玉湯町

出雲・玉造温泉　白石家 松江市玉湯町

八百万マーケット 松江市玉湯町

櫻 松江市玉湯町

玉造温泉美肌研究所　姫ラボ 松江市玉湯町

ホテル玉泉 松江市玉湯町

ホテル玉泉　ラウンジ『土笛』 松江市玉湯町

ホテル玉泉　売店『万葉』 松江市玉湯町

若竹寿し 松江市玉湯町

宍道湖サービスエリア上り線売店 松江市玉湯町

宍道湖サービスエリア下り線売店 松江市玉湯町

玉造国際ホテル Rivage Choraku 松江市玉湯町

いずもまがたまの里　伝承館 松江市玉湯町

Ａコープたまゆ店 松江市玉湯町

ヤマト運輸　松江玉造センター 松江市玉湯町

湯町窯 松江市玉湯町

味皆美ふじな亭 松江市玉湯町

ローソン　松江玉湯町布志名店 松江市玉湯町

セブンーイレブン松江玉湯町布志名店 松江市玉湯町

ウェルネス古志原店 松江市古志原

ウェルネス古志原三丁目店調剤 松江市古志原



ウェルネス古志原三丁目店 松江市古志原

や台ずし松江駅前町 松江市御手船場町

餃子とレモンサワー　うさぎや 松江市御手船場町

ホテル・アルファーワン松江 松江市御手船場町

山陰海鮮 炉端かば 松江駅前店 松江市御手船場町

温野菜　松江駅前店 松江市御手船場町

串カツ田中松江駅前店 松江市御手船場町

善ちゃんラーメン　松江店 松江市御手船場町

山陰魚酒場　丸善水産松江店 松江市御手船場町

居酒屋樂樂 松江市御手船場町

日本海の幸　漁火 松江市御手船場町

牛角　松江北店 松江市黒田町

Fée des cils 松江市黒田町

ウェルネス黒田店 松江市黒田町

カレーハウスCoCo壱番屋　松江城山西通り店 松江市黒田町

株式会社フーズマーケットホック　黒田店 松江市黒田町

赤から　松江黒田店 松江市黒田町

ぐるっと松江堀川めぐり 松江市黒田町

松江堀川・地ビール館 松江市黒田町

海鮮うまいもん料理京らぎ黒田店 松江市黒田町

セブン-イレブン松江春日店 松江市黒田町

ローソン　松江坂本町店 松江市坂本町

松江アーバンホテルレークイン 松江市雑賀町

有限会社 原田米穀 松江市雑賀町

みしまや　さいか店 松江市雑賀町

スーパーセンタートライアル松江店 松江市山代町

モッチモパスタ松江店 松江市山代町

焼肉＆グルメバイキングかたおか松江店 松江市山代町

彩雲堂　山代店 松江市山代町

株式会社フーズマーケットホック　山代店 松江市山代町

ローソン　湖東中前店 松江市山代町

in-comme 松江市寺町

食楽酒雅　松尾や 松江市寺町

ダイニングバーF-RUSH 松江市寺町

風流堂　寺町本店 松江市寺町

地酒屋 朔屋 松江市寺町

焼肉　とらじ 松江市寺町

多国籍市場カジャグー 松江市寺町

やきとり家すみれ松江店 松江市寺町



笑笑　松江駅前店 松江市寺町

旬彩亭　雷神 松江市寺町

海鮮・串焼き　満天 松江市寺町

寿司ダイニング　AYAMACHI 松江市寺町

Cafe&Bar FRANC 松江市寺町

山科　居酒屋赤ちょうちん 松江市寺町

日本酒cafe & 蕎麦 誘酒庵 松江市寺町

smoke bar 5150 松江市寺町

赤から　松江寺町店 松江市寺町

JAPANESQUE 松江市寺町

ベニヤ模型ステーションホビー 松江市寺町

炉端と串カツ　テツオ 松江市寺町

三英堂　寺町本店 松江市寺町

仏壇の原田　松江店 松江市寺町

和食居酒屋　旬門　松江店 松江市寺町

みしまや　鹿島店 松江市鹿島町

ふくまる寿司 松江市宍道町

Hashimoto向 松江市宍道町

松江市宍道ふるさと森林公園 松江市宍道町

モスバーガー宍道店 松江市宍道町

ウェルネス宍道店 松江市宍道町

セブンイレブン松江宍道大森店 松江市宍道町

モニュメント・ミュージアム来待ストーン 松江市宍道町

レストランナテュール 松江市宍道町

ローソン　ローソン・ポプラ松江宍道湖店 松江市宍道町

松江アーバンホテル 松江市春日町

松江石油株式会社 Dr.Drive サンドリーム春日SS 松江市春日町

ごはんや松江春日食堂 松江市春日町

ウェルネス薬局春日２号店 松江市春日町

ウェルネス春日店調剤 松江市春日町

ウェルネス春日店 松江市春日町

スーパーホームセンターいない　松江春日店 松江市春日町

みしまや　春日店 松江市春日町

ローソン　松江春日店 松江市春日町

ヨシカネ服装　喫茶TOM 松江市上乃木

ローソン　松江上乃木二丁目店 松江市上乃木

ラパン上乃木店 松江市上乃木

みしまや　上の木店 松江市上乃木

ウェルネス上乃木店 松江市上乃木



温野菜　松江上乃木店 松江市上乃木

松江石油株式会社 Dr.Drive 松江けやき通りSS 松江市上乃木

五幸 松江市上乃木

BINGOYA浜乃木店 松江市上乃木

酒屋の宇山 松江市上乃木

癒し処きらく松江店 松江市上乃木

イオンエクスプレス上乃木店 松江市上乃木

クロード洋菓子店 松江市上乃木

牛角　松江上乃木店 松江市上乃木

株式会社フーズマーケットホック　茶山店 松江市上乃木

ソムリエセレクトワインショップ TARUYA 松江市上乃木

セブンイレブン松江上乃木9丁目店 松江市上乃木

シューズ愛ランド　松江上乃木店 松江市上乃木

菅田菴 松江市菅田町

テモミジョーズ　松江橋北店 松江市菅田町

ローソン　松江花街道店 松江市西忌部町

松江一畑交通株式会社 松江市市上東川津町

松江石油株式会社Dr.Drive西川津SS 松江市西川津町

セブン-イレブン松江楽山店 松江市西川津町

みしまや　楽山店 松江市西川津町

一力堂　楽山支店 松江市西川津町

BINGOYAスーパーショップ松江店 松江市西川津町

セブンイレブン松江西川津東店 松江市西川津町

ヤマト運輸　松江西川津センター 松江市西川津町

モスバーガー松江西川津店 松江市西川津町

ジルコニア 松江市西川津町

セブンイレブン松江西川津町北店 松江市西川津町

ラパン川津店 松江市西川津町

ウェルネス川津店 松江市西川津町

松江ニューアーバンホテル 別館 松江市西茶町

米村本店 松江市西茶町

あじさい 松江市西茶町

松江ニューアーバンホテル売店 松江市西茶町

ポプラ松江ニューアーバンホテル店 松江市西茶町

スカイビューキャンドル 松江市西茶町

加島茶舗 松江市西茶町

松江石油株式会社Dr.Drive津田街道SS 松江市西津田

メルセデス・ベンツ島根 松江市西津田

アウディ山陰 松江市西津田



焼肉　若富 松江市西津田

ヤマト運輸　松江津田センター 松江市西津田

ココス松江西津田 松江市西津田

焼肉オオグニ屋 松江市西津田

ごはんや松江西津田食堂 松江市西津田

ウェルネス橋南店 松江市西津田

ウェルネス橋南店調剤 松江市西津田

ローソン　松江生協病院店 松江市西津田

ローソン　松江西尾町店 松江市西尾町

ローソン　松江西浜佐陀店 松江市西浜佐陀町

Restaurant&Wedding LAUT 松江市西浜佐陀町

李白酒造 試飲コーナー 松江市石橋町

オーガニックリラクゼーションサロン輪音Wa-On 松江市千鳥町

株式会社ホテル一畑内　カフェ・バー　ブリリオ 松江市千鳥町

株式会社ホテル一畑内　SHOP（売店） 松江市千鳥町

株式会社ホテル一畑内　レストラン　アヴァンシア 松江市千鳥町

ホテル白鳥 松江市千鳥町

株式会社一畑トラベルサービス（本社） 松江市千鳥町

ホテル一畑 松江市千鳥町

松江の台所　こ根っこや 松江市千鳥町

松平閣 松江市千鳥町

夕景湖畔　すいてんかく 松江市千鳥町

なにわ一水 松江市千鳥町

清松庵たちばな 松江市袖師町

袖師窯 松江市袖師町

いずも和紙 書遊 松江店 松江市袖師町

松江フォーゲルパーク 松江市大垣町

decolle 松江市大庭町

ウェルネス大庭店調剤 松江市大庭町

ウェルネス大庭店 松江市大庭町

セブン-イレブン松江大庭バイパス店 松江市大庭町

ローソン　松江大庭店 松江市大庭町



カフェレスト　フォーシーズン 松江市岡本町

雲瀬 松江市堅町

株式会社フーズマーケットホック　竪町店 松江市竪町

ホームプラザナフコ　松江店 松江市竹矢町

一般社団法人　松江観光協会 松江市中原町

平野醤油 松江市中原町

みしまや　中原店 松江市中原町

松江城観光ガイド　まつえ時代案内人 松江市中原町

一畑電車　Ｙショップ松江しんじ湖温泉駅店 松江市中原町

一畑電車　松江しんじ湖温泉駅 松江市中原町

フルール 松江市中原町

ジャイアントストア松江 松江市中原町

青山蒲鉾店 松江市中原町

ルクールブラン　シャミネ松江店 松江市朝日町

セポスターチス　シャミネ松江店 松江市朝日町

炭焼き牛たん東山　シャミネ松江店 松江市朝日町

エスパーク 松江市朝日町

奥出雲そば処一福　松江一畑店 松江市朝日町

コムサイズム イオン松江店2F 松江市朝日町

マリオンクレープ＆ポップマイズ 松江イオン店 松江市朝日町

四川担担麺虎嘯　松江店 松江市朝日町

諸国お勝手料理　根っこ 松江市朝日町

ホテル・アルファ－ワン第２松江 松江市朝日町

山陰炭焼ごっつぉ酒場　善次郎 松江市朝日町

白木屋　松江南口駅前店 松江市朝日町

米福　シャミネ松江店 松江市朝日町

ローソン　松江駅前店 松江市朝日町

一畑トラベルサービス 松江駅前営業所 松江市朝日町

ニクバルダカラ松江 松江市朝日町

やきとり番吉 松江市朝日町

龍馬 松江店 松江市朝日町

グリーンリッチホテル松江駅前 松江市朝日町

くいもの屋わん九州自慢松江駅前店 松江市朝日町

山ちゃん 松江駅前店 松江市朝日町

旅館　松江館 松江市朝日町

セブンイレブン松江朝日町店 松江市朝日町



ドーミーインＥＸＰＲＥＳＳ松江 松江市朝日町

松江エクセルホテル東急　レストランMOSORO 松江市朝日町

れすとらんヴェール 松江市朝日町

カースタレンタカー松江アーバンホテル店 松江市朝日町

一畑百貨店松江店 松江市朝日町

JR西日本レンタカー＆リース株式会社

駅レンタカー松江営業所
松江市朝日町

らあ麺ダイニング麺為セバ成ル。KAKERU　シャミネ松江店 松江市朝日町

鶏家ゑび寿　シャミネ松江店 松江市朝日町

出雲そば　たたらや　シャミネ松江店 松江市朝日町

はなの舞　シャミネ松江店 松江市朝日町

庄や　シャミネ松江店 松江市朝日町

花の店　Hirata　シャミネ松江店 松江市朝日町

BLOOM　シャミネ松江店 松江市朝日町

コクミンドラッグ　シャミネ松江店 松江市朝日町

JELLYBEANS　シャミネ松江店 松江市朝日町

Bee Zip　シャミネ松江店 松江市朝日町

眼鏡市場　シャミネ松江店 松江市朝日町

メルティングポットスールス　シャミネ松江店 松江市朝日町

alfa　シャミネ松江店 松江市朝日町

中浦本舗　シャミネ松江店 松江市朝日町

ゴディバ　シャミネ松江店 松江市朝日町

福田屋　シャミネ松江店 松江市朝日町

鷦鷯屋　シャミネ松江店 松江市朝日町

桂月堂　シャミネ松江店 松江市朝日町

彩雲堂　シャミネ松江店 松江市朝日町

お菓子の壽城 シャミネ松江店 松江市朝日町

駅弁　一文字家　シャミネ松江店 松江市朝日町

風流堂　シャミネ松江店 松江市朝日町

KAnoZA シャミネ松江店 松江市朝日町

しまね寶楽庵　シャミネ松江店 松江市朝日町

お茶の三幸園　シャミネ松江店 松江市朝日町

三英堂　シャミネ松江店 松江市朝日町



一力堂　シャミネ松江店 松江市朝日町

リトルマーメイド　シャミネ松江店 松江市朝日町

マネケン　シャミネ松江店 松江市朝日町

コクミン　シャミネ松江店 松江市朝日町

MINiPLA シャミネ松江店 松江市朝日町

おみやげ楽市松江シャミネ店 松江市朝日町

セブン-イレブン ハートイン　JR松江駅シャミネ店 松江市朝日町

メガネ２１松江店 松江市津田町

彩雲堂　本店 松江市天神町

中村茶舗 松江市天神町

寺津屋 松江市天神町

菓子老舗 桂月堂 松江市天神町

らーめんとんてき大翔 松江市殿町

魚一蓬莱吉日庵 松江市殿町

かじゅまる弁当 松江市殿町

亀田山喫茶室 松江市殿町

コンセルボ　ふるさと館 松江市殿町

島根県物産観光館 松江市殿町

めのうの店　川島　本店 松江市殿町

Cafe & Sweets Matsue Chatte‘ 松江市殿町

おつまみ研究所松江殿町ラボ 松江市殿町

Guest house daisho  oshiro asobi 松江市殿町

ろんぢん松江本店 松江市殿町

喫茶きはる 松江市殿町

ミュージアムショップ縁雫 松江市殿町

サンラポーむらくも 松江市殿町

みしまや　中央店 松江市殿町

野津めのう店 松江市殿町

ちどり茶屋 松江市殿町

オリジナルアクセサリーグルグル 松江市殿町

ふれんち酒場びいどろ 松江市殿町

さきたまーkarakoroー　　　アトリエ 松江市殿町

さきたまーkarakoroー　　　物販フロア 松江市殿町

あとりえgtp　カラコロ工房店 松江市殿町

カラコロ手づくりのお店 松江市殿町

今井書店 TONOMACHI63 松江市殿町

壱龍ラーメン 松江市田和山町

フジキ田和山店 松江市田和山町



サーティーワンアイスクリーム　田和山店 松江市田和山町

焼肉屋大平門　田和山店 松江市田和山町

カレーハウスCoCo壱番屋　松江田和山店 松江市田和山町

麺創房天霧　田和山店 松江市田和山町

海鮮れすとらん四季庵　松江店 松江市田和山町

みしまや　田和山店 松江市田和山町

スーパーホームセンターいない　松江田和山店 松江市田和山町

今井書店 グループセンター店 松江市田和山町

今井書店 グループセンター店 STUDIO WONDER 松江市田和山町

民宿なかよし 松江市島根町

お食事処ひだまり 松江市島根町

ラパン城北店 松江市東奥谷町

ローソン　東出雲あだかえ店 松江市東出雲町

いやタクシー・東出雲観光 松江市東出雲町

ローソン　東出雲ホープフルタウン店 松江市東出雲町

らーめん雲 松江市東出雲町

ローソン　東出雲錦新町店 松江市東出雲町

モスバーガー東出雲アイパルテ店 松江市東出雲町

アイパルテ 松江市東出雲町

ヤマト運輸　松江東出雲センター 松江市東出雲町

サンドラッグ揖屋店 松江市東出雲町

株式会社フーズマーケットホック　揖屋店 松江市東出雲町

ほっかほっか亭東出雲店 松江市東出雲町

ローソン　揖屋駅前店 松江市東出雲町

B-BRIDGE 松江市東茶町

千茶荘 イオン松江店 松江市東朝日町

バッグショップかわた 松江市東朝日町

CL2 cofee 松江市東朝日町

サーティーワンアイスクリーム　イオン松江店 松江市東朝日町

日本交通株式会社 松江市東朝日町

株式会社クラウンタクシー 松江市東朝日町

お茶の森山園　イオン松江店 松江市東朝日町

イオン松江店 松江市東朝日町

福田屋 イオン松江ショッピングセンター 松江市東朝日町

アズアイムモチダ 松江市東朝日町



OWNDAYS　イオン松江店 松江市東朝日町

トピックス/スピンズ イオン松江店2F 松江市東朝日町

株式会社日本交通旅行社 松江市東朝日町

くいもんや遊食庭 松江市東朝日町

お好み焼きてっちゃん 松江市東朝日町

CafeTerrasseLinQ 松江市東朝日町

宍道湖遊覧船 松江市東朝日町

すし日和イオン松江店 松江市東朝日町

大戸屋ごはん処イオン松江店 松江市東朝日町

オルビス　イオン松江ショッピングセンター店 松江市東朝日町

タリーズコーヒー松江店 松江市東朝日町

お茶の森山園　本店 松江市東朝日町

フレンチトースト専門店せるくる 松江市東朝日町

トヨタレンタリース島根　松江駅南店 松江市東朝日町

釣具のポイント 松江店 松江市東朝日町

味道園 松江市東朝日町

しまね屋 松江市東津田町

カフェ・レスト　びぶるⅡ 松江市東津田町

中華蕎麦奨　津田本店 松江市東津田町

セブンイレブン松江東津田町 松江市東津田町

テモミジョーズ　松江東津田店 松江市東津田町

ウェルネス東津田店調剤 松江市東津田町

ウェルネス東津田店 松江市東津田町

株式会社フーズマーケットホック　津田店 松江市東津田町

松江石油株式会社Enejet松江八幡町SS 松江市八幡町

創作料理　来恩 松江市東本町

天然温泉　だんだんの湯　御宿野乃松江 松江市東本町

季節料理　湖粋 松江市東本町

酒匠の店　佐香や 松江市東本町

ありぺろ 松江市東本町

イタリア酒場 松江市東本町

キッチンおおはし 松江市東本町

旨味牛たん玉田屋 松江市東本町

季節の風　藏 松江市東本町



牛豚馬鶏松江店 松江市東本町

大衆割烹 なわのれん 松江市東本町

ホテルルートイン松江 松江市東本町

エディオン松江店 松江市東本町

株式会社　物部 松江市南田町

カフェブラン田和山店 松江市乃白町

TABLE HAUS 松江市乃白町

GROOM HAUS 松江市乃白町

HAUS 松江市乃白町

ウェルネス乃白店調剤 松江市乃白町

ウェルネス乃白店 松江市乃白町

ローソン　松江市立病院店 松江市乃白町

100満ボルト松江本店 松江市乃白町

モスバーガー松江乃白店 松江市乃白町

ウェルネス馬潟店 松江市馬潟町

拉麺屋神楽東松江店 松江市馬潟町

東武トップツアーズ　松江支店 松江市白潟本町

ゆうあい熊野館 松江市八雲町

安部榮四郎記念館 松江市八雲町

東岩坂珈琲店 松江市八雲町

優心タクシー 松江市八束町

平成の人蔘方 松江市八束町

日本庭園　由志園 松江市八束町

こんぺいとう 松江市八束町

由志園花木部 松江市八束町

みしまや　八束店 松江市八束町

彩雲堂　工場売店 松江市八束町

メテオプラザ 松江市美保関町

ローソン　美保関森山店 松江市美保関町

味処・民宿まつや 松江市美保関町

美保関観光ビュッフェ 松江市美保関町

かどや福田酒店 松江市美保関町

朝日館 松江市美保関町

明神館 松江市美保関町

美保館 松江市美保関町

福間館 松江市美保関町

美保関売店　なかうら 松江市美保関町



東光ホテル 松江市美保関町

(一社)松江観光協会美保関町支部 松江市美保関町

なべや別館 松江市美保関町

かたゑ庵　ゲストハウス 松江市美保関町

橋根旅館 松江市美保関町

サクセスロード 松江市美保関町

くいもんや遊食庭 松江市浜乃木

麦笛たまき　浜乃木店 松江市浜乃木

有限会社　宮本食肉店 松江市浜乃木

コメダ珈琲店　松江浜乃木店 松江市浜乃木

ローソン　松江浜乃木三丁目店 松江市浜乃木

株式会社フーズマーケットホック　乃木店 松江市浜乃木

アリカフェ　浜乃木店 松江市浜乃木町

株式会社中筋商事 浜乃木給油所 松江市浜乃木町

山京　平成店 松江市平成町

合資会社　一文字家 松江市平成町

セブンイレブン松江米子町店 松江市米子町

パティスリー・キュイール 松江市片原町

レストラン　西洋軒 松江市片原町

薬膳スープカレー８，０００，０００ 松江市片原町

リビドー洋菓子店　松江店 松江市母衣町

ラパン母衣町店 松江市母衣町

ウェルネス北田町店 松江市北田町

ウェルネス薬局北田町店 松江市北田町

セブン-イレブン松江北田町西店 松江市北田町

麵家　ひばり 松江市北堀町

紅茶専門店Pungency 松江市北堀町

ハナユイ 松江市北堀町

笑寿庵（寿隆蒲鉾　松江店） 松江市北堀町

しまねのぢげもん 松江市北堀町

塩見茶屋 松江市北堀町

キャンタル山陰 松江市北堀町

ぐらへるん 松江市北堀町

広瀬絣藍染工房 松江市北堀町

ユーカリ荘 松江市北堀町

松江石油株式会社 Dr.Drive サンライズ松江SS 松江市末次町

居酒屋　佐香や　カラコロ広場店 松江市末次本町

和創ダイニング　蒼の音 松江市末次本町

御朱印帳専門店しるべ　松江店 松江市末次本町



ベニヤ模型 松江市末次本町

おいでやすおおきに屋 松江市末次本町

皆美館 松江市末次本町

民芸茶房　鷦 松江市末次本町

民芸の店　鷦 松江市末次本町

大橋館 松江市末次本町

八雲塗やま本 松江市末次本町

一力堂　本店 松江市末次本町

くらしの器森脇 松江市末次本町

千茶荘京店本店 松江市末次本町

日本茶cafeScarab別邸 松江市末次本町

末広刃物店 松江市末次本町

パスタファクトリーオルタッジョ 松江市末次本町

松江月ヶ瀬 松江市末次本町

地産料理　あお山 松江市末次本町

風流堂　京橋店 松江市末次本町

長岡名産堂 松江市末次本町

道の駅本庄 松江市野原町

風流堂 矢田店 松江市矢田町

姫のそば ゆかり庵 仁多郡奥出雲町稲原

たたらタクシー 仁多郡奥出雲町稲原

奥出雲屋 仁多郡奥出雲町下横田

café　シナトラ 仁多郡奥出雲町横田

キッチン　焚菜 仁多郡奥出雲町横田

賀松園　横田店 仁多郡奥出雲町横田

ポプラ横田中央店 仁多郡奥出雲町横田

ファミリーマート 奥出雲横田 仁多郡奥出雲町下横田

奥出雲讃菓 松葉屋 仁多郡奥出雲町下横田

ヤマト運輸　仁多横田センター 仁多郡奥出雲町下横田

ウェルネス横田店 仁多郡奥出雲町下横田

協同組合　横田ショッピングセンター 仁多郡奥出雲町下横田

玉峰山荘特産市 仁多郡奥出雲町亀嵩

道の駅 酒蔵奥出雲交流館 仁多郡奥出雲町亀嵩

亀嵩温泉　玉峰山荘 仁多郡奥出雲町亀嵩

ポプラ仁多亀嵩店 仁多郡奥出雲町亀嵩



木次線亀嵩駅扇屋 仁多郡奥出雲町郡

佐白温泉長者の湯 仁多郡奥出雲町佐白

奥出雲多根自然博物館 仁多郡奥出雲町佐白

お食事処　大衆 仁多郡奥出雲町三成

吾妻そば 仁多郡奥出雲町三成

奥出雲町サイクリングターミナル 仁多郡奥出雲町三成

仁多特産市 仁多郡奥出雲町三成

ガトーリビドー　奥出雲本店 仁多郡奥出雲町三成

ファミリーマート 奥出雲三成 仁多郡奥出雲町三成

可部屋集成館 仁多郡奥出雲町上阿井

櫻井家住宅・庭園 仁多郡奥出雲町上阿井

絲原記念館　売店 仁多郡奥出雲町大谷

公益財団法人絲原記念館 仁多郡奥出雲町大谷

茶房十五代 仁多郡奥出雲町大谷

かたくりの里 民宿たなべ 仁多郡奥出雲町竹崎

斐乃上温泉斐乃上荘 仁多郡奥出雲町竹崎

株式会社丸共　奥出雲セルフ 仁多郡奥出雲町馬馳

道の駅奥出雲おろちループ軽食コーナー 仁多郡奥出雲町八川

道の駅奥出雲おろちループ売店 仁多郡奥出雲町八川

株式会社舞茸奥出雲 仁多郡奥出雲町八川

八川そば 仁多郡奥出雲町八川

山県そば 仁多郡奥出雲町大呂

株式会社赤名酒造直売店 飯石郡飯南町赤名

難波石油株式会社 来島ＳＳ 飯石郡飯南町上来島

琴引フォレストパークスキー場 飯石郡飯南町佐見

琴引ビレッジ山荘 飯石郡飯南町佐見

憩いの郷衣掛 飯石郡飯南町上赤名

松江石油株式会社Dr.Drive新赤名SS 飯石郡飯南町下赤名

奥出雲そば処一福　本店 飯石郡飯南町佐見

道の駅頓原/レストハウスやまなみ 飯石郡飯南町花栗



店舗名 公表住所

ホテルルートイン益田 益田市あけぼの西町

トヨタレンタリース島根　石見空港店 益田市あけぼの西町

トヨタレンタリース島根　益田駅北店 益田市あけぼの西町

ヤマト運輸　益田あけぼのセンター 益田市あけぼの東町

瑞穂イン石見益田　１Fレストラン 益田市あけぼの東町

益田ボウル 益田市あけぼの東町

瑞穂イン石見益田 益田市あけぼの東町

とん亭 益田市あけぼの東町

鶏卵堂 益田市あけぼの本町

レストランポニイ 益田市有明町

キッチンそらら 益田市内田町

目利きの銀次　益田駅前店 益田市駅前町

キタノイチバ　益田駅前店 益田市駅前町

三代目網元　さかなや道場　益田駅前店 益田市駅前町

一大 益田市駅前町

焼鳥屋　とりげん 益田市駅前町

いいかげんや益田店 益田市駅前町

亀甲屋 益田市乙吉町

ガネーシャ　益田店 益田市乙吉町

ちる亭高津店 益田市高津

匹見峡レストパーク 益田市匹見町

アイリスSETTER株式会社 益田市元町

おみやげ楽市益田店 益田市駅前町

きもの むらたや 益田市駅前町

益田市観光協会 益田市駅前町

ウエルシア益田駅前店 益田市駅前町

ローソン　益田駅前店 益田市駅前町

MASCOS HOTEL 益田市駅前町

ローソン　益田駅南店 益田市駅前町

株式会社石見エアサービス 益田市駅前町

ENEOS大畑石油石見横田サービスステーション 益田市横田町

ローソン　益田横田店 益田市横田町

ウェルネス薬局益田日赤病院前店 益田市乙吉町

三松堂　益田店 益田市乙吉町

ホームプラザナフコ　益田店 益田市乙吉町

しまねっこクーポン登録施設（西部）
R4.10.1現在



ローソン・ポプラ益田乙吉店 益田市乙吉町

イオン益田店 益田市乙吉町

金吉屋商店 益田市久城町

ホームプラザナフコ　益田北店 益田市久城町

株式会社イワミツアー 益田市幸町

石見交通株式会社 益田市幸町

ローソン　益田高津店 益田市高津

エディオン益田店 益田市高津

ウェルネス益田高津店 益田市高津

Dr.Drive緑ヶ丘サービスステーション 益田市高津

ゆめタウン益田 益田市高津

エアポートいわみSS 益田市高津

益田石油株式会社本社 益田市高津

スーパーセンタートライアル益田店 益田市須子町

荒磯温泉　荒磯館 益田市西平原町

ウェルネス益田中吉田店 益田市中吉田町

Dr.Drive中吉田サービスステーション 益田市中吉田町

ローソン　益田中吉田店 益田市中吉田町

レフティーズレザークラフト 益田市津田町

ローソン　益田土井町店 益田市土井町

Dr.Drive東町サービスステーション 益田市東町

エアポートショップ萩・石見 益田市内田町

道の駅 サンエイト美都 益田市美都町

美都温泉　湯元館 益田市美都町

お食事処　ゆずのき 益田市美都町

あったか市 益田市美都町

ローソン・ポプラ美都仙道店 益田市美都町

Ｙショップ　ＪＡしまね　ラーバン 益田市美都町

みと自然の森 益田市美都町

民宿レストランとみ 益田市木部町

株式会社　石見エネパワー　益田中央給油所 益田市有明町

レストランディナー 江津市嘉久志町

さかい珈琲　江津店 江津市嘉久志町

ゆめタウン江津 江津市嘉久志町

ウエルシア江津嘉久志店 江津市嘉久志町

モスバーガーゆめタウン江津店 江津市喜久志町

コメリハード＆グリーン 江津店 江津市敬川町

Shell舞乃市給油所 江津市後地町

石見神楽劇場「舞乃座」 江津市後地町



大黒食堂 江津市後地町

麺やオロチ 江津市後地町

手作り工房　万象 江津市後地町

神楽の里　舞乃市 江津市後地町

ごはん処　雅家 江津市江津町

武田石油店　江津給油所 江津市江津町

桜江そば一心 江津市桜江町

温泉リゾート  風の国 江津市桜江町

MORI KAZE KITCHEN 江津市桜江町

有限会社　スーパー山下やま茶屋 江津市松川町

民泊川の宿（やま茶共同体） 江津市松川町

お食事処　あさり亭 江津市浅利町

ENEOS浅利観光給油所 江津市浅利町

ヤマト運輸　江津渡津センター 江津市渡津町

武田石油店　都野津給油所 江津市都野津町

旨いとんかつ　糸吉 江津市二宮町

セブンイレブン江津二宮店 江津市二宮町

れすとらん異瑠香 江津市波子町

森トピア 江津市波子町

有福BIANCO 江津市有福温泉町

旅館ぬしや 江津市有福温泉町

三階旅館 江津市有福温泉町

Showcase Hotel KASANE 江津市有福温泉町

エディオン江津店 江津市和木町

ウェルネス江津店 江津市和木町

あさひグリーンヴィレッジ 浜田市旭町市木

旭温泉　あさひ荘 浜田市旭町

源泉かけ流し宿　山根旅館 浜田市金城町

ヤマダ電機テックランド浜田港町店 浜田市港町

居酒屋さくら 浜田市旭町

ホテル川隅 浜田市旭町

かくれの里ゆかり 浜田市旭町

訪問リフレ 浜田市旭町木田

有限会社ニシタニ　下府ＳＳ 浜田市下府町

国民宿舎千畳苑 浜田市下府町

しまね海洋館アクアス 浜田市久代町

アクアスミュージアム喫茶 浜田市久代町

アクアスミュージアムショプ 浜田市久代町

むさしの寿司 浜田市錦町



かなぎウェスタンライディングパーク 浜田市金城町

金城カントリークラブ 浜田市金城町

ローソン・ポプラ浜田金城店 浜田市金城町

ベリーネカフェ 浜田市金城町

きんた農園ベリーネ 浜田市金城町

リフレパークきんたの里 浜田市金城町

美又温泉とらや旅館 浜田市金城町

美又温泉国民保養センター 浜田市金城町

金城観光ホテル 浜田市金城町

かめや旅館 浜田市金城町

旅館みくにや 浜田市金城町

モスバーガー　ゆうひパーク浜田店 浜田市原井町

道の駅ゆうひパーク浜田　会津屋八右衛門 浜田市原井町

道の駅ゆうひパーク浜田　五地想市場 浜田市原井町

有限会社　やなぎ水産 浜田市原井町

セルフシーサイド原井 浜田市原井町

ほっかほっか亭原井店 浜田市原井町

はまだお魚市場（ここマーケット） 浜田市原井町

有限会社　鈴蘭別館 浜田市港町

今井書店 ゆめタウン浜田店 浜田市港町

ゆめタウン浜田 浜田市港町

セブンイレブン浜田国分店 浜田市国分町

お魚のなかだ 浜田市国分町

ローソン　浜田国分店 浜田市国分町

東光ホテル 浜田市黒川町

ようき屋 浜田市黒川町

フルーツジャム　パレット 浜田市黒川町

島根浜田ワシントンホテルプラザ 浜田市黒川町

三代目網元　魚鮮水産　浜田駅前店 浜田市黒川町

有限会社　ホテル松尾 浜田市黒川町

日本海酒造株式会社 浜田市三隅町

スーパーセンタートライアル浜田店 浜田市周布町

オートバックス ・浜田店 浜田市周布町

ヤマト運輸　浜田周布センター 浜田市周布町

ホームプラザナフコ　浜田店 浜田市周布町

ヤマト運輸　浜田上府センター 浜田市上府町

麺虎 浜田市浅井町

ＣＡＬレンタカー浜田 浜田市浅井町

ボウルＪＡＣ 浜田市浅井町



目利きの銀次　浜田南口駅前店 浜田市浅井町

魚民　浜田南口駅前店 浜田市浅井町

ホテルルートイン浜田駅前 浜田市浅井町

浜田市観光協会特産品販売所 浜田市浅井町

セブン-イレブン ハートイン　JR浜田駅店 浜田市浅井町

グリーンリッチホテル浜田駅前 浜田市浅井町

いいかげんや浜田店 浜田市浅井町

山陰海鮮 炉端かば 浜田店 浜田市浅井町

トヨタレンタリース島根　浜田駅北口店 浜田市浅井町

セブンイレブン浜田浅井町店 浜田市浅井町

株式会社石見観光浜田営業所 浜田市浅井町

ゆめマート浜田 浜田市相生町

浜田の夜神楽週末公演 浜田市相生町

有限会社　江木蒲鉾店 浜田市朝日町

串焼　串ひろ 浜田市天満町

海鮮焼き浜心 浜田市殿町

浜田ニューキャッスルホテル 浜田市殿町

株式会社　石見エネパワー　田町給油所 浜田市田町

ウエルシア浜田田町店 浜田市田町

手造りうどん　たまき浜田店 浜田市田町

エディオン浜田店 浜田市田町

ウェルネス浜田西店 浜田市日脚町

セブンイレブン浜田熱田店 浜田市熱田町

ウェルネス片庭店 浜田市片庭町

和田珍味　本店 大田市五十猛町

さかい珈琲　大田店 大田市大田町

島根日本交通株式会社 大田市大田町

とりの助　大田店 大田市大田町

天霧 大田店 大田市大田町

竹田屋本舗 大田市大田町

海都　大田店 大田市大田町

春光園 大田市大田町

そば工房　木の香 大田市三瓶町志学

三瓶こもれびの広場木工館 大田市山口町

温泉津 やきもの館 大田市温泉津町

森山窯 大田市温泉津町

椿窯 大田市温泉津町

有限会社　椿窯 大田市温泉津町

ゆうゆう館 大田市温泉津町



なかのや旅館 大田市温泉津町

輝雲荘 大田市温泉津町

路庵 大田市温泉津町

旅館ますや 大田市温泉津町

スーパーおがわ 大田市温泉津町

若林酒造 大田市温泉津町

ENEOS福光給油所 大田市温泉津町

WATOWA 大田市温泉津町

温泉津庵 大田市温泉津町

昭和シェル石油大田給油所 大田市久手町

道の駅ロード銀山 大田市久手町

風風ラーメン大田店 大田市久手町

有限会社岡富商店 大田市久手町

ローソン　大田久手町波根西店 大田市久手町

国民宿舎さんべ荘 大田市三瓶町

さひめ野 大田市三瓶町

石見ワイナリー 大田市三瓶町

島根県立三瓶自然館サヒメル　ミュージアムショップひめのが（売店） 大田市三瓶町

ローソン・ポプラ石見銀山店 大田市仁摩町

湯迫温泉旅館 大田市仁摩町

仁摩サンドミュージアム 大田市仁摩町

ふれあい交流館 大田市仁摩町

琴ヶ浜の『チーナカ豆』 大田市仁摩町

ちいさなお宿　泉弘坊 大田市川合町

石見銀山世界遺産センター 大田市大森町

羅漢寺　五百羅漢 大田市大森町

鳩庵 大田市大森町

石見銀山ガイドの会　事務所 大田市大森町

石見銀山おみやげ処 大田市大森町

有馬光栄堂 大田市大森町

群言堂  石見銀山本店（カフェ） 大田市大森町

群言堂　石見銀山本店 大田市大森町

お食事処 おおもり 大田市大森町

株式会社　石見観光　大田営業所 大田市大田町

ウェルネス大田中央店 大田市大田町

さつだや 大田市大田町

銀山みやげＪＲ大田市駅店 大田市大田町

一宮酒造有限会社 大田市大田町

エディオン石見大田店 大田市大田町



グッディー大田店 大田市大田町

ローソン　大田宮崎店 大田市大田町

ローソン　島根大田町店 大田市大田町

ローソン　大田町柳井店 大田市大田町

スカイホテル大田＆ＮＥＷスカイホテル 大田市大田町

ウェルネス大田店調剤 大田市長久町

ウェルネス大田店 大田市長久町

みしまや　大田長久店 大田市長久町

ハウジングランドいない　大田店 大田市長久町

ホームプラザナフコ　大田店 大田市長久町

イエローハット大田長久店 大田市長久町

焼肉屋さかい　大田店 大田市長久町

ヤマト運輸　大田長久センター 大田市長久町

ローソン　大田長久店 大田市長久町

イオン大田店 大田市長久町

松江石油株式会社Dr.Drive長久SS 大田市長久町

フジキ大田店 大田市長久町

ヤマト運輸　川本センター 邑智郡川本町

松江石油株式会社Dr.Drive川本SS 邑智郡川本町

湯谷温泉 みせん荘 邑智郡川本町

ローソン　ローソン・ポプラ川本因原店 邑智郡川本町

ウエルシア邑智川本店 邑智郡川本町

ウェルネス川本店 邑智郡川本町

石見ワイナリーホテル美郷 邑智郡美郷町

湯抱温泉　中村旅館 邑智郡美郷町

千千香 邑智郡美郷町

濁酒蔵元 邑川 邑智郡美郷町

民宿田中 邑智郡邑南町

いこいの村しまね 邑智郡邑南町

有限会社野田久 邑智郡邑南町

いわみプラザショッピングセンター 邑智郡邑南町

矢上石油 邑智郡邑南町

香木の森クラフト館 邑智郡邑南町

コメリハード＆グリーン邑南店 邑智郡邑南町

あいタウンアベル 邑智郡邑南町

居酒屋肴 邑智郡邑南町

ヤマト運輸　六日市センター 鹿足郡吉賀町

道の駅むいかいち温泉　産直・物産館やくろ 鹿足郡吉賀町

むいかいち温泉ゆ・ら・ら 鹿足郡吉賀町



ローソン　六日市インター店 鹿足郡吉賀町

ウェルネス六日市店 鹿足郡吉賀町

澄川酒店 鹿足郡吉賀町

ヤマト運輸　津和野センター 鹿足郡津和野町

株)財間酒場 鹿足郡津和野町

三松堂　菓心庵 鹿足郡津和野町

城市酒店 鹿足郡津和野町

津和野石油有限会社 鹿足郡津和野町

釜井商店 鹿足郡津和野町

お食事処 みのや 鹿足郡津和野町

山田竹風軒本店　新店 鹿足郡津和野町

城下町の小さな農家レストラン ちしゃの木 鹿足郡津和野町

分銅屋　七右衛門 鹿足郡津和野町

古橋酒造株式会社 鹿足郡津和野町

河田家具店 鹿足郡津和野町

倉益開正堂 鹿足郡津和野町

華泉酒造合資会社 鹿足郡津和野町

山田竹風軒本店　海老舎 鹿足郡津和野町

山田竹風軒本店　本町店 鹿足郡津和野町

有）峰月堂 鹿足郡津和野町

かめりあ 鹿足郡津和野町

山本風味堂 鹿足郡津和野町

青山窯 鹿足郡津和野町

のれん宿　明月 鹿足郡津和野町

津和野温泉宿わた屋 鹿足郡津和野町

山田竹風軒本店　絢店 鹿足郡津和野町

民宿みやけ 鹿足郡津和野町

沙羅の木 鹿足郡津和野町

杜塾美術館 鹿足郡津和野町

三松堂　津和野本店 鹿足郡津和野町

「道の駅」シルクウェイにちはら 鹿足郡津和野町

道の駅　津和野温泉なごみの里 鹿足郡津和野町



店舗名 公表住所

MSHome 隠岐の島町

ジオリゾートシンフォニー 隠岐の島町卯敷

第２清光丸 隠岐の島町北方

ROWSOKUN(ローソクん) 隠岐の島町北方向田

有限会社おき精肉店 隠岐の島町栄町

ウェルネス隠岐の島店 隠岐の島町下西

羽衣荘 隠岐の島町都万

ヤマザキＹショップ隠岐都万店 隠岐の島町都万

山陰観光開発株式会社 隠岐の島町中町

隠岐汽船株式会社 隠岐の島町中町

ウェルネス西郷店 隠岐の島町西町

隠岐ふるさと直売所あんき市場 隠岐の島町西町

月あかりカフェ 隠岐の島町西町

隠岐レンタ・リース 隠岐の島町西町

隠岐空港売店 隠岐の島町岬町

隠岐シーサイド岬 隠岐の島町岬町

七輪本店 隠岐の島町岬町

B-Stone Garden 隠岐の島町岬町

民宿喜兵衛 隠岐の島町港町

隠岐プラザホテル 隠岐の島町港町

アイランドホテルしまじ 隠岐の島町港町

みすみ酒店 隠岐の島町城北町

民宿　吉岡 隠岐の島町城北町

実演手打ちうどん　水車 隠岐の島町城北町

テックランド隠岐店 隠岐の島町城北町

サンテラス 隠岐の島町城北町

有限会社　あずま家具住建センター

シャディサラダ館　西郷店
隠岐の島町城北町

秀月堂 隠岐の島町西町

焼き肉　酔仙 隠岐の島町西町

隠岐汽船商事フェリーおき売店 隠岐の島町中町

隠岐汽船商事フェリーくにが売店 隠岐の島町中町

隠岐汽船商事フェリーしらしま売店 隠岐の島町中町

一畑トラベルサービス　隠岐営業所 隠岐の島町中町

サカータブロス 隠岐の島町中町

R4.10.1現在

しまねっこクーポン登録施設（隠岐）



フィッシャーマンズワーフ隠岐 隠岐の島町中町

一般社団法人　隠岐の島町観光協会 隠岐の島町中町

隠岐汽船商事西郷売店 隠岐の島町中町

マスヤ 隠岐の島町中町

七輪中町店 隠岐の島町中町

Fun House MERRY 隠岐の島町中町

隠岐の島リゾート あいらんどパークホテル 隠岐の島町津戸

ホテル海音里 隠岐の島町南方

ヤマト運輸　隠岐の島センター 隠岐の島町平

さくらや 西ノ島町

コンセーユ 西ノ島町

Yショップ西ノ島店 西ノ島町

真璃音 西ノ島町

西ノ島町観光協会 西ノ島町

隠岐汽船商事別府売店 西ノ島町

有限会社安藤本店 西ノ島町

リゾ隠岐ロザージュ 西ノ島町大字美田

だるまや 西ノ島町美田

旅館みつけ島荘 西ノ島町美田

隠岐シーサイドホテル鶴丸 西ノ島町美田

D-STYLE（だるまや） 西ノ島町美田

ヤマト運輸　西ノ島センター 西ノ島町浦郷

国賀荘 西ノ島町浦郷

隠岐観光（株）浦郷 西ノ島町浦郷

ホテル知夫の里 知夫村

なかはま 知夫村

知夫里島観光協会 売店 知夫村

プライベート空間　壱番館 知夫村

お土産と手仕事のお店つなかけ 海士町

島じゃ常識商店 海士町

船渡来流亭 海士町

島の駅キンニャモニャセンター　しゃん山 海士町

Entô（エントウ） 海士町福井

一般社団法人　海士町観光協会 海士町福井

島生まれ島育ち隠岐牛店 海士町福井

ヤマト運輸　海士センター 海士町福井

きくらげちゃかぽんMotekoiyo 海士町福井


