
しまねっこクーポン登録施設

p  1～p22・・・東部

p23～p29・・・西部

p30～p31・・・隠岐

店舗名 公表住所

ココカラファイン　安来店 安来市黒井田町1-5

まんま工房　さかえ家 安来市伯太町安田中157-3

ローソン安来広瀬店 安来市広瀬町石原9-1

安来グランパ 安来市安来町1058番地和銅博物館2階

ローソン安来南城谷町店 安来市安来町字八幡598-1

くいものや膳 安来市安来町1975-16

安来市観光交流プラザ　特産品コーナー 安来市安来町2093-3観光交流プラザ内

山陰海鮮 炉端かば 安来店 安来市安来町2093-4

ホテルひさご家 安来市安来町2403

ほっかほっか亭安来神田店 安来市安来町753-1

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761-4

彩雲堂　プラーナ店 安来市安来町761-4　プラーナ内

フジキ安来店 安来市安来町771-5

いちごの大森ファーム 安来市下坂田町屋敷331-1

ローソン　安来吉佐店 安来市吉佐町字宮ノ下１０１７‐１

もみんちゅ是空 安来市宮内町278-5

足立美術館　受付 安来市古川町320

足立美術館　ミュージアムショップ 安来市古川町320

竹葉 安来市古川町４３８

お食事処　藤芳 安来市古川町442-1

足立美術館分館売店　清松庵 安来市古川町445-1

お土産処　まるびし 安来市古川町455-1足立美術館分館内

さぎの湯荘 安来市古川町４７８－１

安来苑 安来市古川町478番地安来苑

安来節演芸館 安来市古川町534

夢ランドしらさぎ 安来市古川町835

祖田風月堂 安来市広瀬町広瀬1146

吉田酒造株式会社 安来市広瀬町広瀬1216

ファミリーマート 安来広瀬 安来市広瀬町広瀬１７９５番１

株式会社フーズマーケットホック　広瀬店 安来市広瀬町広瀬1818

天野紺屋 安来市広瀬町広瀬９６８

比田温泉 湯田山荘 安来市広瀬町東比田1373

鍛冶工房弘光 安来市広瀬町布部1168-8

レストラン やまさや 安来市広瀬町布部319

LOACH 安来市黒井田町

ローソン　安来黒井田町店 安来市黒井田町字油坪２３２‐１

ローソン　安来今津町店 安来市今津町字松ノ前６３２‐１

瑞泉堂・本店工場 安来市清水町155

松琴館 安来市清水町５２７

紅葉館 安来市清水町５２８

深田豊隆堂 安来市清水町５２８

瑞泉堂・清水寺三重塔前店 安来市清水町528

ローソン　ローソン・ポプラ安来中海店 安来市西荒島町１８２‐１

ヤマト運輸　安来飯島センター 安来市赤江町１８８５－４

ローソン　安来折坂町店 安来市折坂町字新開３４‐１３

中海の郷 安来市中海町128-1道の駅　あらエッサ内

ローソン　安来田頼店 安来市田頼町字本郷２８４‐１

あかな屋 安来市伯太町安田中157-3

上の台緑の村 安来市伯太町赤屋

しまねっこクーポン登録施設（東部）
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カフェレストラン　クラフト 安来市伯太町東母里1193

オーベルジュ天空　別邸母里 安来市伯太町東母里468

ウェルネス安来店 安来市飯島町399

セブンイレブン安来飯島町店 安来市飯島町401セブンイレブン安来飯島町店

メガネの三城　安来店 安来市飯島町433-4

ハウジングランドいない　安来飯島店 安来市飯島町468-1

ファミリーマート 安来飯島 安来市飯島町藤木２７５－２

エディオン安来店 安来市飯島町藤木414-3

スーパーセンタートライアル雲南店 雲南市加茂町加茂中２－１

お好み焼鉄板焼　千両 雲南市加茂町加茂中884-2

レスト＆ショップ掛合の里 雲南市掛合町掛合1800-2

ローソン　雲南掛合店 雲南市掛合町掛合１８２６‐５

ウェルネス掛合店 雲南市掛合町掛合2150-16

ニュー掛合給油所 雲南市掛合町掛合2150-26

株式会社竹下本店 雲南市掛合町掛合９５５－１

吉田ふるさと村 雲南市吉田町吉田1047-2

奥出雲　前綿屋鐵泉堂 雲南市吉田町吉田2557-1

稲わら工房 雲南市吉田町吉田2725

レストランむらげ 雲南市吉田町吉田4378-31

お土産屋　たたらっち 雲南市吉田町吉田４３７８－３1

ままたまご吉田本店 雲南市吉田町吉田4378－31

奥出雲たなべ 雲南市吉田町吉田4378－31

産直市よってごしな菜 雲南市吉田町吉田4378-31

ヤマザキショップすまいる店 雲南市吉田町深野339-8

国民宿舎清嵐荘 雲南市吉田町川手161-4

ヤマト運輸　雲南センター 雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４

しーじゃっく三刀屋店 雲南市三刀屋町下熊谷1405

ウェルネス三刀屋店 雲南市三刀屋町下熊谷1666番2

旬菜酒房　うさぎ組 雲南市三刀屋町下熊谷1748-3

焼肉　さくら亭 雲南市三刀屋町下熊谷1748-3

ハウジングランドいない　三刀屋店 雲南市三刀屋町下熊谷1758-1

有限会社　紅梅しょうゆ 雲南市三刀屋町三刀屋1051-1

ホテル上代 雲南市三刀屋町三刀屋２０

ローソン　三刀屋木次インター店 雲南市三刀屋町三刀屋２５‐５

ウェルネス三刀屋中央店 雲南市三刀屋町三刀屋32-1

しゃぶしゃぶと海鮮　炉端かば　雲南店 雲南市三刀屋町三刀屋71-1

veg cafe & health store 菜の花 雲南市三刀屋町三刀屋71-1

みしまや　三刀屋店 雲南市三刀屋町三刀屋73-5

ほっかほっか亭三刀屋店 雲南市三刀屋町三刀屋７５－９

難波石油株式会社 Dr.Drive三刀屋店 雲南市三刀屋町三刀屋９８－４

ウェルネス大東薬局 雲南市大東町下阿用4-7

ローソン　島根大東店 雲南市大東町大東１４５３‐２

エネオスオートセンター大東ＳＳ 雲南市大東町大東2417-5

台湾料理　鴻福園 雲南市大東町大東951-2

ファミリーマート 雲南大東店 雲南市大東町大東９９４番１

ウェルネス大東店 雲南市大東町大東下阿用4-7

ガトーリビドー　雲南店 雲南市木次町下熊谷1258-3

グッディー木次店 雲南市木次町下熊谷1528-1

ホームプラザナフコ　雲南店 雲南市木次町下熊谷1531-1

道の駅さくらの里きすき 雲南市木次町山方1134-31

たんびにきて家 雲南市木次町山方1134-31

Yショップ　きすき道の駅店 雲南市木次町山方1134-31

石照庭園 雲南市木次町平田472

道の駅おろちの里　特産物直売所 雲南市木次町北原1603

難波石油株式会社 オートオアシス里方ＳＳ 雲南市木次町里方１０７２

株式会社フーズマーケットホック　雲南店 雲南市木次町里方30-2

今井書店 木次マルシェリーズ店 雲南市木次町里方30-2（木次マルシェリーズ2F）

咲楽 出雲市今市町1357スズキビル２階



居酒屋　だん暖家 出雲市今市町1397

居酒屋いずも 出雲市今市町930-3

酒房若竹 出雲市今市町931-2

日本海庄や　出雲市駅前店 出雲市駅南町2-3-1エイコー駅南ビル2階

出雲第一交通株式会社 出雲市塩冶町善行町11-3

ローソン出雲大塚店 出雲市大塚町742

ファミリーマートJAいずも湖陵店 出雲市湖陵町差海710-1

有限会社　出雲観光タクシー 出雲市大社町北荒木854-3

ファミリーマートJAいずも大社店 出雲市大社町北荒木940-1

出雲しんもん横丁　北斎グラフィック 出雲市大社町杵築南833-3（1号室）

出雲しんもん横丁　IMAYO 出雲市大社町杵築南836-2西小川屋

雲州人力社中 出雲市大社町修理免692-7

コメリハード＆グリーン 出雲大東店 出雲市大東町13-4-1

ローソン出雲知井宮店 出雲市知井宮182

ファミリーマートJAいずも長浜店 出雲市西園町267-1

ファミリーマートJAいずも西出雲店 出雲市西新町２丁目2458-3

カラオケBamBam　出雲北店 出雲市萩野長270-2

そば縁 出雲市浜町517-1

出雲縁結び空港　エアポートラウンジ 出雲市斐川町沖洲2633-1

出雲縁結び空港　総合案内所 出雲市斐川町沖洲2633-1

出雲路遊食　八雲 出雲市斐川町沖洲2633-1　出雲空港ターミナルビル3階

日産レンタカー出雲空港店 出雲市斐川町荘原2375-2

カラオケBamBam　出雲店 出雲市塩冶善行町14-1-2　2階

三代目網元　魚鮮水産　出雲市駅南口店 出雲市駅南町１－２－６　１Ｆ

天然温泉八雲の湯　ドーミーイン出雲 出雲市駅南町1-3-3

出雲駅前温泉　らんぷの湯 出雲市駅南町1-3-3

しーじゃっく出雲駅南店 出雲市駅南町1-3-5

U.IZUMO 出雲市駅南町1丁目3-2ユメックス出雲

和食居酒屋　神門（5/1～） 出雲市駅南町1丁目3-3

笑笑　出雲市南口駅前店 出雲市駅南町2-2-1　駅南だるまビル 1階

やおよろず 出雲市駅南町2-2-1だるまビル

日本海庄や出雲市駅前店 出雲市駅南町2-3-1エイコー駅南ビル1階

居酒屋華もめん 出雲市駅南町3-3-3

トヨタレンタリース島根　出雲駅南店 出雲市駅南町３－９－１

ウェルネス出雲駅南店 出雲市駅南町3丁目13-1

一畑電車　電鉄出雲市駅 出雲市駅北町１０－１

SRE卓球ショップ出雲店 出雲市駅北町１０番地３

K・A 出雲市駅北町１０番地３

ヒ-リングサロン桜本店 出雲市駅北町１０番地３

ヴィ－クウォ－タ－アトネスいずも店 出雲市駅北町１０番地３　アトネスいずも東館内

カフェ・アトリオ 出雲市駅北町１０番地３アトネスいずも東館内

出雲の國麺家　JR出雲市駅店 出雲市駅北町１１JR出雲市駅内

アトネスいずも西館　たこ焼き鉄板焼きの店だんだん 出雲市駅北町１１番地

ク－ズ・コンセルボ出雲 出雲市駅北町１１番地

アトネスいずも銘店会Ａコ－ナ－ 出雲市駅北町１１番地

中浦本舗アトネスいずも店 出雲市駅北町１１番地

アトネスいずも銘店会Bコ－ナ－ 出雲市駅北町１１番地

アトネスいずも銘店会Cコ－ナ－ 出雲市駅北町１１番地

しまね寶楽庵アトネスいずも店 出雲市駅北町１１番地

すうべにあ出雲 出雲市駅北町１１番地

セブン-イレブン ハートイン　JR出雲市駅店 出雲市駅北町１１番地 ＪＲ出雲市駅構内

大阪屋台居酒屋山ちゃん 出雲駅前店 出雲市駅北町１番

モスバーガー出雲駅北町店 出雲市駅北町１番

ウェルネス出雲駅北店調剤 出雲市駅北町１番

ウェルネス出雲駅北店 出雲市駅北町１番

ＡＲＵＭＡＳ 出雲市駅北町1番地

JR西日本レンタカー＆リース株式会社　駅レンタカー出雲営業所出雲市駅北町2-1

奥出雲そば処一福　出雲駅前店 出雲市駅北町4-1



いずも駅前ラウンジさくら 出雲市駅北町4-1

ツインリーブスホテル出雲レストラン「カメーリア」 出雲市駅北町4-1ツインリーブスホテル出雲

一畑トラベルサービス　出雲営業所 出雲市駅北町4-1ツインリーブスホテル出雲1階

アリカフェ　駅前店 出雲市駅北町５－３

カチャカチャDo 平田店 出雲市園町1412-1

ウエルシア出雲塩冶原町店 出雲市塩冶原町1-5-35

ダイイチ株式会社　出雲南給油所 出雲市塩冶町１０６３－２

株式会社フーズマーケットホック　塩冶店 出雲市塩冶町1200

PLANT 出雲店 出雲市塩冶町1408番地2

バジェット・レンタカー出雲駅前店 出雲市塩冶町１５１５-１

手造りうどん　たまき出雲店 出雲市塩冶町2124

グッディー医大通店 出雲市塩冶町2125-1

風月庵 出雲市塩冶町765-2

蔵カフェ　おもひで屋 出雲市塩冶町773

業務用食品スーパー　出雲店 出雲市塩冶町952

自家焙煎珈琲　良寛 出雲市塩冶町963-1

ぷちショップナガサワ１ 出雲市塩冶町963-1

ラピタみなみ店 出雲市塩冶町９９０

ウェルネス薬局医大北店 出雲市塩冶町990-2-2

松江石油株式会社 出雲市駅前SS 出雲市塩冶町字海上1523-1

ニューウェルシティ出雲 出雲市塩冶町有原町2-15-1

Café Dining Lounge THE PARK 出雲市塩冶有原町2-10-1 2F

ウェルネス塩冶店 出雲市塩冶有原町5-11

ウェルネス塩冶店調剤 出雲市塩冶有原町5-11

フェアトレードfuku-mimi 出雲市塩冶有原町5-30

ほっかほっか亭医大通り店 出雲市塩冶有原町５－４０

イエローハット出雲店 出雲市荻杼町496-1

ほっかほっか亭おぎとち店 出雲市荻杼町511-1

絶景の宿　御所覧場 出雲市乙立町５２６９

出雲の隠れ宿　八光園 出雲市乙立町５２７３－８

ウェルネス下古志店 出雲市下古志町701-5

コメリハード＆グリーン古志店 出雲市古志町１０５１－１

藤増ストアー古志店 出雲市古志町１０５２

ホームプラザナフコ　湖陵店 出雲市湖陵町差海409番1

ラピタ湖陵店 出雲市湖陵町差海７０８－５

湖畔の温泉宿くにびき 出雲市湖陵町二部1230

ホームプラザナフコ　北出雲店 出雲市江田町47-4

井山屋製菓　出雲店 出雲市江田町73-3

ヤマト運輸　出雲高岡センター 出雲市高岡町１２３４

今井書店 出雲店 出雲市高岡町1237-1

ウエルシア出雲高岡店 出雲市高岡町1279番地1

日本海　高岡店 出雲市高岡町398

めんふぁん食堂出雲店 出雲市高岡町418-1

かにかに家 出雲市高岡町442-1

ビストロヴルーテ 出雲市高岡町595-1

篠原石油有限会社　コスモ石油　平田SS 出雲市国富町506-1

ローソン　出雲国富店 出雲市国富町字大向８０６

ハナガワ 出雲市今市町

粉家こん吉堂 出雲市今市町120-2

鉄板焼　藤増 出雲市今市町１２６１－１２

のどぐろ日本海 出雲市今市町1271-5

いずも神在月　印 出雲市今市町1271-8

お食事処　縁 出雲市今市町1274

Gyro 出雲市今市町1274-1STビル 2F

やきとり家すみれ出雲店 出雲市今市町１３０７

昭和酒場一番星 出雲市今市町1307-2

四季味処てんてん亭 出雲市今市町1310-9

オトナキチコーヒー 出雲市今市町134-4



マルクス 出雲市今市町1360

とり焼きだいにんぐ　鶏匠 出雲市今市町1376

桃花園 出雲市今市町１３８７－２

カワシマ サブズ店 出雲市今市町１３９６

カワシマ 本店 出雲市今市町１３９６

富士酒造合資会社 出雲市今市町１４０３

牛豚馬鶏出雲店 出雲市今市町1439

グリーンリッチホテル出雲 出雲市今市町1489-2

レストランことのは 出雲市今市町1489-2グリーンリッチホテル出雲1階

武志屋本店 出雲市今市町１６２６－２

ホテル武志山荘 出雲市今市町２０４１

株式会社　原寿園 出雲市今市町2076番地

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2081

café&bar EN-BRIDE 出雲市今市町2081センチュリオンホテル出雲1階

カフェビートル 出雲市今市町288-1

うな昇 出雲市今市町42-30

北村酒店 出雲市今市町5

献上そば羽根屋本店 出雲市今市町５４９番地

ビストロB.C.倶楽部 出雲市今市町570-6

海山 出雲市今市町596

ツバメヤ 出雲市今市町651

槇野理容室 出雲市今市町６５３

旭日酒造 出雲市今市町662

THE STRUCTURE HOSTEL & CAFE BAR 出雲市今市町702

Izumo Brewing Co. 出雲市今市町703-1

凡蔵 出雲市今市町738

出雲料理　おくに 出雲市今市町755－1

美喰Ｌａｂｏ　我龍 出雲市今市町822-10

お食事処　和（やわらぎ） 出雲市今市町864-5ホテルながた内

ラピタ本店 出雲市今市町８７

坂根屋本店 出雲市今市町890

LIBERATE 出雲市今市町904

Coffee&Cocktail Culture 出雲市今市町916-8　ハナガワビル1-A

華満出雲駅前店 出雲市今市町928-13

善ちゃんラーメン　出雲店 出雲市今市町928-2

くいもん屋吾作代官町店 出雲市今市町928-2　ユーアイビル1F

ワイナリー奥出雲葡萄園 出雲市今市町930-3

居酒屋いずも 出雲市今市町930-3居酒屋いずも

鍋や中じい 出雲市今市町930-7佐々木ビル１F

大衆酒場 十五屋 出雲市今市町９５４－５

すし居酒屋日本海 出雲市今市町971-16

いづものSAKABA 出雲市今市町971-27

ホテル・アルファーワン出雲 出雲市今市町971-3

山頭火 出雲市今市町971-34

山陰魚酒場　丸善水産出雲店 出雲市今市町971-3ホテルα-1出雲　1階

ポプラ出雲駅前店 出雲市今市町971-3大平ビル

手打ち出雲そば ほしえん 出雲市今市町駅通り905-18

しゃぶしゃぶ銀の鍋出雲南店 出雲市今市町南本町20-4

仏壇の原田　出雲店 出雲市今市町北本町３－１－１７

持田スポーツ 出雲市今市町北本町3丁目2-7

扇屋菓子舗 出雲市今市町北本町３丁目４番地14

モッチモパスタ出雲店 出雲市今市町北本町5-4-13

ビッグボーイ出雲今市店 出雲市今市町北本町5丁目1-1

ダイイチ株式会社　ニュー出雲給油所 出雲市今市町北本町５丁目１－１４

ウェルネス北本町薬局 出雲市今市町北本町5丁目2-7

ウェルネス北本町店 出雲市今市町北本町5丁目2-7

ローソン　出雲今市町本町店 出雲市今市町本町５７２

味処　すさのお 出雲市佐田町原田735-14



ヤマザキショップ　あわや 出雲市佐田町原田735-5

出雲須佐温泉ゆかり館　だんだん食堂 出雲市佐田町原田737出雲須佐温泉ゆかり館

株式会社今岡興産　エネオス佐田SS 出雲市佐田町反辺1445-10

ラピタ佐田店 出雲市佐田町反辺１５８６－１２

お好み焼肉道とん堀出雲店 出雲市枝大津町20-1お好み焼肉道とん堀出雲店

もんぜん 出雲市小境町2117-3

一畑石油 出雲市小境町405番地２

有限会社よふきや 出雲市小境町411-4

一畑山コテージ 出雲市小境町803

癒し処きらく出雲本店 出雲市小山町２６０－１３

100満ボルト出雲店 出雲市小山町468-4

スシロー出雲小山店 出雲市小山町小山町105-1

ラピタはまやま店 出雲市松寄下町２９８－２

出雲一畑交通株式会社 出雲市常松町353-3

相撲食堂ちゃんこちゃん 出雲市神西沖町2129-8

ウェルネス神門店 出雲市神門町880

レストランビアムーン 出雲市西新町1丁目2548番地1

しっとりつるつる北山温泉・お食事処 出雲市西林木町６１－１

見晴らしの丘公園キララコテージ 出雲市多伎町久村182-1

多伎いちじく温泉 出雲市多伎町久村654

井山屋製菓　多伎本店 出雲市多伎町口田儀846-3

はたご小田温泉 出雲市多伎町小田208-3

パン工房キララベーカリー 出雲市多伎町多岐135-1

道の駅キララ多伎 出雲市多伎町多岐135-1

海鮮丼屋　ごゑん 出雲市多伎町多岐１３５－１道の駅キララ多伎

らーめん工房海 出雲市多伎町多岐157ー1

ラピタ多伎店 出雲市多伎町多岐８５３－１

レストランタラソ 出雲市多伎町多岐859-1

マリンタラソ出雲 出雲市多伎町多岐859-1

藏の美術館　手錢記念館 出雲市大社町杵築西2450-1

共同店 出雲市大社町杵築東195

いろは　雲のうえ出雲店 出雲市大社町杵築東243

八重垣写真館 出雲市大社町杵築東260

開運堂 出雲市大社町杵築東262番地

そば処八雲　東店 出雲市大社町杵築東264-2

観光センターいずも 出雲市大社町杵築東２７３

そば処　おくに 出雲市大社町杵築東２７６

そば処八雲　本店 出雲市大社町杵築東276番地1

山太 出雲市大社町杵築東283-2

ゆたか亭 出雲市大社町杵築東384

出雲そば きずき 出雲市大社町杵築東387－1

NAMI 出雲市大社町杵築東４３７ー３

割烹・和食堂　看雲楼 出雲市大社町杵築東489番1地

出雲大社　御師の宿ますや旅館 出雲市大社町杵築東493

御菓子とみや 出雲市大社町杵築東571

LoTa森田屋 出雲市大社町杵築東576

きんぐ　大社焼きそば 出雲市大社町杵築東５９９

食事処小望月 出雲市大社町杵築東620

千鳥そば 出雲市大社町杵築東655

有限会社ビジネスホテル大社 出雲市大社町杵築東67-3

古代出雲歴史博物館marucafe 出雲市大社町杵築東99-4

古代出雲歴史博物館ミュージアムショップ 出雲市大社町杵築東９９－４島根県立古代出雲歴史博物館

ファミリーマート ＪＡいずも大社東 出雲市大社町杵築東字ヨセ代４０番

ベビーカステラ　松露庵　出雲大社店 出雲市大社町杵築南 833-3 しんもん横丁 5 区画

えすこ出雲大社前 出雲市大社町杵築南 841

okinogami blue stand 出雲市大社町杵築南1342-5

出雲そば　めぐみ。惠 出雲市大社町杵築南1342-6

一畑電車　出雲大社前駅売店 出雲市大社町杵築南１３４６－９



一畑電車　出雲大社前駅 出雲市大社町杵築南１３４６－９

いづも寒天工房　出雲大社参道本店 出雲市大社町杵築南1364-11

ENEOS大社SS 出雲市大社町杵築南１３８６－１３

めのや　出雲大社店 出雲市大社町杵築南731

okinogami blue cacao's 出雲市大社町杵築南765-1

(有)俵屋菓舗　神門店 出雲市大社町杵築南771

御朱印帳専門店しるべ　出雲大社店 出雲市大社町杵築南772

めのうの店　川島　出雲大社店 出雲市大社町杵築南772

本格手打蕎麦　出雲　砂屋 出雲市大社町杵築南772-2F

出雲ぜんざい本舗 出雲市大社町杵築南774?2 アエル(Ael)

彩雲堂　大社Ael店 出雲市大社町杵築南774-2

綿屋彦左衛門 出雲市大社町杵築南774-2 神門通りAel内1F

いずも縁結び本舗北店 出雲市大社町杵築南７７５－１

KAnoZA大社店 出雲市大社町杵築南７７５－１

ｕONOYA 出雲市大社町杵築南775-14

遊膳出雲大社店 出雲市大社町杵築南775-14

寺小屋本舗　出雲大社店 出雲市大社町杵築南775-14

縁起屋白うさぎ 出雲市大社町杵築南775-16

大社門前いづも屋 出雲市大社町杵築南775-5

たまゆら　出雲大社店 出雲市大社町杵築南７７６

出雲の國麺家　大社店 出雲市大社町杵築南７８０－１０

出雲大社門前 レンタルきもの「ご縁スタイル」 出雲市大社町杵築南784-1

いずもちーずけーき本舗 出雲市大社町杵築南833-3

甘味処鎌倉 出雲市大社町杵築南833-3 しんもん横丁

みつばち工房　花の道　出雲大社店 出雲市大社町杵築南833-3-7出雲しんもん横丁

MAMMA MIA IZUMO 出雲市大社町杵築南833-3しんもん横丁４

神門通りカフェ　ポンム・ベエル 出雲市大社町杵築南835-5

手打ちそば処　出雲えにし 出雲市大社町杵築南836-1

おつまみ研究所大社門前ラボ 出雲市大社町杵築南836-2

福乃和 出雲市大社町杵築南837-2

縁結び箸ひらの屋 出雲市大社町杵築南838-6

出雲かみしお. 出雲市大社町杵築南838番地6

漬もの匠 けんちゃん漬 出雲市大社町杵築南840-1

出雲日本海　大社店 出雲市大社町杵築南840-1

出雲ぜんざい餅（有限会社坂根屋大社店） 出雲市大社町杵築南840-1 出雲大社勢溜前ご縁横丁

Izumo Brewing co. TAISHA 出雲市大社町杵築南840-1 出雲大社勢溜前ご縁横丁

光海どり 出雲市大社町杵築南840-1 出雲大社勢溜前ご縁横丁

出雲大社勢溜前　ぜんざい餅 出雲市大社町杵築南840-1ご縁横丁内

そば庄たまき　ご縁横丁店 出雲市大社町杵築南840-1ご縁横丁内

まがたまや雲玉 出雲市大社町杵築南840-1出雲市大社勢溜前ご縁横丁

竹野屋旅館 出雲市大社町杵築南857

甘味喫茶お好み焼きみちくさ 出雲市大社町杵築南859-3

とんぼ玉工房いちの家大社店 出雲市大社町杵築南８５９－３

奥出雲そば処 一福 神門通り店 出雲市大社町杵築南８６０－３

いずも縁結び本舗南店 出雲市大社町杵築南８６０－７

手ぬぐい・風呂敷専門店いわいやむすび 出雲市大社町杵築南860‐7

清松庵　出雲大社店　（EBINOYA） 出雲市大社町杵築南861-1

山崎酒店 出雲市大社町杵築南987-2

ラピタ大社店 出雲市大社町杵築南９９６

大社の紅うさぎ 出雲市大社町杵築南神門中833-3

出雲甘酒 出雲市大社町杵築北2844番地34神ＴＥＲＡＳＵ

ＩＺＵＭＯ　ＰＩＺＺＡ　ｍａｉｎａ 出雲市大社町杵築北2844番地34神ＴＥＲＡＳＵ

有限会社　出雲二見　大社港SS 出雲市大社町杵築北3176

NIPPONIA出雲鷺浦漁師町 出雲市大社町鷺浦126-1

道の駅ご縁広場　そば処　吉兆 出雲市大社町修理免７３５－５

道の駅ご縁広場　出雲物産館 出雲市大社町修理免７３５－５

天然温泉大社の湯　いにしえの宿　佳雲 出雲市大社町修理免字本郷1443-1

天然温泉大社の湯　お宿　月夜のうさぎ 出雲市大社町修理免字本郷1443-1



大社観光ぶどう園 出雲市大社町中荒木224-2

セブンーイレブン出雲大社町中荒木店 出雲市大社町中荒木757-1

日御碕ドライブイン・民宿西亀荘 出雲市大社町日御碕1022

柿谷商店 出雲市大社町日御碕１０８９－２９

tatsuzawa misaki cafe 出雲市大社町日御碕1089-30

ぐるめ幸洋 出雲市大社町日御碕1089-48

そのやま商店 出雲市大社町日御碕381

民宿ことぶき荘 出雲市大社町日御碕621

木村渡船（ごんげん丸） 出雲市大社町日御碕649-5

坂根屋入南店 café kissa&co 出雲市大社町入南622-2

株式会社フーズマーケットホック　大社浜山店 出雲市大社町八南608-1

島根ワイナリー　シャトー弥山 出雲市大社町菱根264-2

島根ワイナリー　ユヌ・ベルジュ 出雲市大社町菱根264-2

島根ワイナリー　試飲即売館バッカス 出雲市大社町菱根264-2

ローソン　浜山店 出雲市大社町北荒木１０５７‐１

ウェルネス出雲大社店 出雲市大社町北荒木1212-2

株式会社フーズマーケットホック　大社店 出雲市大社町北荒木625-2

NAMIのはなれ 出雲市大社町北荒木６２５ー２ショッピングタウン　エル内

家族茶屋　夕やけこやけ 出雲市大社町北荒木935-1

リビドー洋菓子店　出雲店 出雲市大津新崎町１－２３－２

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4-1

グッディー北部店 出雲市大津朝倉1-6-6

カジュアル&シューズアベイル　出雲店 出雲市大津朝倉2-4-3カジュアル&シューズアベイル　出雲店

京彩厨房　なが田 出雲市大津町2096-20

はかたや！ 出雲市大津町2096-２８はかたや

献上そば羽根屋大津店 出雲市大津町６９９番地

一畑百貨店 ゆめタウン出雲店 出雲市大塚650-1

ペッパーランチゆめタウン出雲店 出雲市大塚町

ファッションセンターしまむら　出雲北店 出雲市大塚町1106-3ファッションセンターしまむら　出雲北店

シャトレーゼ出雲北店 出雲市大塚町623-3

カボチャ食堂出雲店(4/29から　Joy Luster出雲店） 出雲市大塚町650ー1ゆめタウン出雲店

はなまるうどん　ゆめタウン出雲 出雲市大塚町650-1

ミスタードーナツゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1

大戸屋ごはん処ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1

ikkaゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1

ゆめタウン出雲 出雲市大塚町650-1

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

earth music＆ecology ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1　ゆめタウン出雲2F

今井書店 ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1（ゆめタウン出雲店2F）

ムラサキスポーツゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1ゆめタウン出雲２F

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６５０－１ゆめタウン出雲２Fフードコート内

okinogami blue cacao's ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1ゆめタウン出雲本館1階

坂根屋ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1ゆめタウン出雲本館一階

asian bodycare -ほぐし処- 出雲市大塚町722-1

まほろば出雲 出雲市大塚町722-1

ヤマダデンキ テックランドＮｅｗ出雲店 出雲市大塚町731-1

ウェルネス大塚店調剤 出雲市大塚町750-1

ウェルネス大塚店 出雲市大塚町750-1

松江石油株式会社 サンドリーム出雲SS 出雲市大塚町774-3

焼肉の藤増　大塚店 出雲市大塚町７８５－１

坂根屋ゆめマート神西店 出雲市大島町0821ゆめマート神西内

ゆめマート神西 出雲市大島町24番1号

カフェハウス　パステル 出雲市知井宮町185

藤増ストアー知井宮店 出雲市知井宮町９７３

ウェルネス出雲中野店 出雲市中野町265-1

御食事処　仲野 出雲市中野美保北１丁目３－３

スーパーナカノ 出雲市中野美保北１丁目３－３

ごはんや出雲神立食堂 出雲市中野美保北３丁目５－１



有限会社　藤原商店 出雲市長浜町1372-28

ヤマト運輸　出雲大社センター 出雲市長浜町６５９－３８

オートバックス いずも店 出雲市天神町10-3

トリ吉印のきいろいお店 出雲市天神町154-3トリ吉印のきいろいお店

ジョリカドー 出雲市天神町２３３－２８

澤井珈琲　出雲店 出雲市天神町31-1

焼肉TERRACCE 出雲市天神町71

セブンイレブン出雲天神町店 出雲市天神町850番地

御食事処神苑（ホテルリッチガーデン内） 出雲市天神町860-10

釣具のポイント 出雲店 出雲市渡橋町1033-1

ヤマト運輸　出雲渡橋センター 出雲市渡橋町１０５３－１

くら寿司出雲店 出雲市渡橋町1055-1

イオンスタイル出雲 出雲市渡橋町1066

イオンモール出雲 出雲市渡橋町1066

澤井珈琲　イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066イオンモール出雲　１Ｆ

拉麺屋　ごっつお神楽　イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066イオンモール出雲3F

サーティワンアイスクリーム イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066イオンモール出雲3Fフードコート

テモミジョーズ　出雲バイパス店 出雲市渡橋町1079-1恵幸ビル1F

出雲石油株式会社　出雲給油所 出雲市渡橋町１０９１－１

マルイ浜山通り店 出雲市渡橋町１１５８

山陰海鮮 炉端かば 出雲店 出雲市渡橋町1211

シューズ愛ランド　出雲店 出雲市渡橋町1219-1

拉麺屋神楽出雲店 出雲市渡橋町２５６

スポーツプラザ二協社 出雲市渡橋町318-1

とりでん出雲店 出雲市渡橋町393

ミスタードーナツ出雲ショップ 出雲市渡橋町６２６－８

香園 出雲市渡橋町741番地

バースデイ　出雲店 出雲市渡橋町774?1バースデイ　出雲店

丸源ラーメン出雲店 出雲市渡橋町７７８－１

かつや島根出雲店 出雲市渡橋町７７８－１

エディオン出雲店 出雲市渡橋町796-1

grappino 出雲市渡橋町81マツイビル1.2F

牛角　出雲渡橋店 出雲市渡橋町８２０－１

食べ処　飲み処　さくらんぼ 出雲市渡橋町824-1

出雲ロイヤルホテル 出雲市渡橋町831

日本料理　無門 出雲市馬木北町1176

ほっかほっか亭浜山通り店 出雲市白枝町１１５８－１

セブンイレブン出雲浜山通り店 出雲市白枝町1327-3

スーパーセンタートライアル出雲白枝店 出雲市白枝町420-1

ウェルネス白枝店調剤 出雲市白枝町551-1

ウェルネス白枝店 出雲市白枝町551-1

（有）伊藤石油 出雲市白枝町５９２番地２

セブンイレブン出雲白枝町店 出雲市白枝町８６０ー１

ローソン　出雲白枝堀西店 出雲市白枝町字堀西２２２‐１

「BLUE SKY」　出雲空港　出発ロビー店 出雲市斐川町沖洲2633-1　出雲空港ターミナルビル2階

「BLUE SKY」　出雲空港　ゲートショップ 出雲市斐川町沖洲2633-1　出雲空港ターミナルビル2階　　搭乗待合室内

一畑百貨店 出雲空港売店 出雲市斐川町沖洲２６３３－１出雲縁結び空港

出雲の國　麺家　出雲縁結び空港店 出雲市斐川町沖洲２６３３ー１出雲縁結び空港内３階ロビー

湯元湯の川 出雲市斐川町学頭1329-1

四季荘 出雲市斐川町学頭1369

草菴 出雲市斐川町学頭1491

松園 出雲市斐川町学頭1683-5松園

コメリ ハード＆グリーン斐川店 出雲市斐川町学頭１８１７ー３

湖静荘 出雲市斐川町学頭1948

道の駅湯の川 出雲市斐川町学頭825-2

ローソン　斐川出西店 出雲市斐川町求院島崎１４６９‐１

La chocolaterie NANAIRO 出雲市斐川町坂田１９３４

ガラス工房　Izumo 出雲市斐川町出西　1341-1



出西窯 出雲市斐川町出西３３６８無自性館

セブンイレブン出雲斐川町出西店 出雲市斐川町出西3778-1

Ｂｓｈｏｐ出西店 出雲市斐川町出西字高林１３５８－３

イエローハット出雲斐川店 出雲市斐川町上庄原1250

スーパーホームセンターいない　斐川店 出雲市斐川町上庄原1370-1

ヤマト運輸　斐川センター 出雲市斐川町上庄原１４３５

（有）樋野石油店　斐川SS 出雲市斐川町上直江1276-1

パステル 出雲市斐川町上直江1301

ゆめタウン斐川 出雲市斐川町上直江1301番地の1

ウェルネス斐川店 出雲市斐川町上直江1303-1

ウェルネス斐川薬局 出雲市斐川町上直江1303-1

坂根屋ゆめタウン斐川店 出雲市斐川町上直江301-1ゆめタウン斐川一階

グッディー斐川店 出雲市斐川町神氷2837

PLANT 斐川店 出雲市斐川町荘原1249番地

ローソン　斐川中央店 出雲市斐川町荘原２２０４‐１

喫茶　軽食　チャコール 出雲市斐川町荘原2244ー1

バジェットレンタカー出雲空港店 出雲市斐川町荘原2406-2

ニッポンレンタカー中国株式会社　出雲空港前営業所出雲市斐川町荘原2425-1

トヨタレンタリース島根　出雲空港店 出雲市斐川町荘原２４３２

オリックスレンタカー出雲空港店 出雲市斐川町荘原2443-1

縁福 出雲市斐川町荘原2891-4

出雲空港ホテル 出雲市斐川町荘原2891番地3出雲空港ホテル

有限会社タナベ 出雲市斐川町荘原353-7

手造りうどん　たまき直江本店 出雲市斐川町直江4523

スーパーセンタートライアル出雲斐川店 出雲市斐川町直江5135-1

福泉堂 出雲市斐川町直江5158

出雲キルト美術館 出雲市斐川町福富330

MEGAドン・キホーテ出雲店 出雲市姫原2丁目7-5

ｃａｆｅ　ＬＥＯＮ 出雲市姫原３－７－７ＬＥＯＮＢｕｉｌｄｉｎｇ　ｃａｆｅＬＥＯＮ

BINGOYAスーパーショップ出雲店 出雲市姫原3-8-4

TRANS 出雲市姫原4丁目2-1

TECH. cycle build 出雲市姫原4丁目2-1

スーパースポーツゼビオゆめタウン出雲店 出雲市姫原4丁目5-1　ゆめタウン出雲　別館スポーツ棟

コメダ珈琲店　出雲姫原店 出雲市姫原４丁目６－２

居酒屋　舟島屋 出雲市姫原町156

彩雲堂　出雲店 出雲市姫原町272

株式会社中筋商事 出雲北給油所 出雲市姫原町293

天然酵母パン　ルバーブ 出雲市浜町1665

伝承裡すぎはら 出雲市浜町２８３－１

献上そば羽根屋伝承館店 出雲市浜町５２０番地出雲文化伝承館

カフェ＆レスト FAVORI 出雲市浜町540-3FAVORI

（有）俵屋菓舗　浜山店 出雲市浜町543-1

一畑電車　川跡駅 出雲市武志町１０７７－１

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1610番地

ウェルネス平田西店 出雲市平田町1615

ハッピーランド三愛平田SS 出雲市平田町1632-1

株式会社フーズマーケットホック　平田店 出雲市平田町1708-1

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1708-1ショッピングセンタービバ

ホテルほり江 出雲市平田町1826-20

料亭ほり江 出雲市平田町2069番地2

高砂商会 出雲市平田町2110-15

一畑電車　デハニ５０形体験運転 出雲市平田町２２２６

一畑電車雲州平田駅 出雲市平田町２２２６

ストロベリーカフェ 出雲市平田町2247-1アタゴビルＦ２

グッディー平田店 出雲市平田町2390

味処おかや 出雲市平田町2390‐3

風風ラーメン平田店 出雲市平田町2415-1



ひらたメイプルホテル 出雲市平田町2451

RYUNOSU furniture 出雲市平田町2573-1

有限会社　風月堂　本店 出雲市平田町485

ラピタひらた店 出雲市平田町７１３７

いずも縁結び温泉ゆらり 出雲市平田町7178

ウェルネス平田中ノ島店 出雲市平田町7201

麺創房天霧　中之島店 出雲市平田町7553

岩のり工房 出雲市平田町7618

來間屋生姜糖本舗 出雲市平田町７７４

酒持田本店 出雲市平田町785

木綿街道交流館 出雲市平田町841木綿街道交流館

有限会社岡茂一郎商店 出雲市平田町861

そば処・喜多縁 出雲市平田町989-4

NIPPONIA出雲平田木綿街道 出雲市平田町新町831-1

セブンイレブン出雲平田町薮崎店 出雲市平田町薮崎1583

広島鉄板焼 ＨＥＲＡ 出雲市平野町20-1

ペッツパーク　出雲店 出雲市平野町25

フジキ出雲店 出雲市平野町295-1

ハウジングランドいない　出雲ドーム東店 出雲市平野町300

海都　出雲ドーム店 出雲市平野町368

サーティワンアイスクリーム出雲ドーム店 出雲市平野町408ナンバホームセンター店内

ウェルネス出雲ドーム北店 出雲市平野町488-2

ナフコ ツー・ワンスタイル 出雲市平野町580-5

株式会社パリサ 出雲市矢野町150番地1

インテリアたなか 出雲市矢野町56-4

モスバーガー出雲ドーム店 出雲市矢野町999

B-BRIDGE 松江市東茶町10B-BRIDGE

有限会社マカタタクシー 松江市矢田町17番地

海鮮鉄板やまおか食堂 松江市伊勢宮町500-11

味処明島 松江市伊勢宮町５００－８

おおきに屋ぼちぼち 松江市伊勢宮町501-31

じとっこ組合　松江駅前店 松江市伊勢宮町５０１－３２

大正倶楽部 松江市伊勢宮町515-1SOWAイセミヤビル

松江海鮮市場　鮨主水 松江市伊勢宮町517-10ダイヤビル　1階

ごっつおらーめん　松江伊勢宮店 松江市伊勢宮町517ユーアイビル2F

茜どき　松江駅前店 松江市伊勢宮町５１９－２３

王さんの餃子　伊勢宮店 松江市伊勢宮町532-3シアタービル1F

有限会社　魚清 松江市伊勢宮町５３５

阿雅紗　松江店 松江市伊勢宮町535-15レインボービル　1階

焼肉居酒屋　もく蓮 松江市伊勢宮町535-18

地鶏焼処　とり酉 松江市伊勢宮町535-23

松江巴庵 松江市伊勢宮町５３５番地

北海肴市場かじゃぐう 松江市伊勢宮町537

ひなた 松江市伊勢宮町537-44

てまひま料理根っこや 松江市伊勢宮町542-6

隠れ酒場松浦屋 松江市伊勢宮町543-14一Aビル

野津旅館 松江市伊勢宮町555

コリアンダイニング武市 松江市伊勢宮町558

松江着物レンタル堀川小町 松江市奥谷町316-2

神代そば 松江市奥谷町324-5

フリーダム古志薬局　湖北店 松江市岡本町1099

カフェレスト　フォーシーズン 松江市岡本町1048-1

セブンイレブン松江嫁島町店 松江市嫁島町5-39

ローソン　松江中原店 松江市外中原町３

手造りうどん　たまき松江店 松江市学園1-6-3

ホルモン焼肉がくえん横丁 松江市学園1丁目11-19

株式会社パティスリーガレット 松江市学園1丁目1－15

ウェルネス学園店 松江市学園1丁目18-10



ほっかほっか亭　学園通り店 松江市学園1丁目19-1

ビッグボーイ松江学園店 松江市学園1丁目6-12

コメダ珈琲店　松江学園店 松江市学園１丁目６－１８

くら寿司松江店 松江市学園2-2-43

今井書店 学園通り店 松江市学園2-33-8

みしまや　学園店 松江市学園2-34-6

イオン菅田店 松江市学園2-9-39

はかたや！松江学園店 松江市学園2丁目12番３号はかたや！松江学園店

カラオケBamBam　松江学園通り店 松江市学園2丁目22-22

トマトアンドオニオン松江学園通り店 松江市学園2丁目34-1

アリカフェ　学園店 松江市学園２丁目２０－２４

食遊酒菜　風神 松江市学園2丁目22-1

フジキ学園通 松江市学園2丁目23-28

オートバックス 松江店 松江市学園２丁目２－３３

東京田園調布うなぎ圓 松江市学園2丁目25-28

シューズ愛ランド　松江学園通店 松江市学園2丁目2番41号

ジョイクラブ　ナガサコ　学園通り店 松江市学園２丁目３０番２号

澤井珈琲　松江店 松江市学園2丁目33-3

焼肉丸喜　松江学園店 松江市学園２丁目３３－５

Top's   beautysalon 松江市学園2丁目7-24

とろり天使のわらびもち　松江店 松江市学園南2-5-32ＧＥＮＲＩＢＬＤ1Ｆ

ローソン　松江学園南店 松江市学園南１‐２２‐９

日本茶cafeScarab136 松江市学園南1-3-6

カレーハウスCoCo壱番屋　松江学園通り店 松江市学園南2-11-27

イエローハット松江店 松江市学園南2-11-31

ウェルネス学園南店調剤 松江市学園南2-11-38

ヤマダ電機テックランド松江学園南店 松江市学園南２丁目１２－８

ハッピーランド三愛 楽山SS 松江市学園南2丁目14-30

拉麺屋神楽松江店 松江市学園南２丁目５－２９

ウェルネス学園南店 松江市学園南二丁目11-38

佳翠苑　皆美（フロント） 松江市玉湯町玉造1218-8

有限会社　淞堂 松江市玉湯町玉造42-3

地酒と器のひとしずく 松江市玉湯町玉造1021-3

龍頭 松江市玉湯町玉造1035

旅亭　山の井 松江市玉湯町玉造1042

とんぼ玉工房いちの家 松江市玉湯町玉造１０４５

縁くる 松江市玉湯町玉造1046-1

清風荘 松江市玉湯町玉造１１８３－１

保性館 松江市玉湯町玉造1191-1

キッチン花音 松江市玉湯町玉造1197-2

玉造酒販 松江市玉湯町玉造1197-2玉造酒販

そば富 松江市玉湯町玉造１１９７－７

Ｙｏｒｉ荘 松江市玉湯町玉造1213

松乃湯 松江市玉湯町玉造1215松乃湯

湯陣千代の湯 松江市玉湯町玉造1215番地2

有限会社　玉造皆美　佳翠苑皆美（売店） 松江市玉湯町玉造1218-8

グランドパブ　ふじ 松江市玉湯町玉造1221-1

星野リゾート　界 玉造 松江市玉湯町玉造1237

mame café 松江市玉湯町玉造1241

TOTONOL 松江市玉湯町玉造1241玉造アートボックス

カフェと雑貨とリラックス　Minamin* 松江市玉湯町玉造１２４１玉造アートボックス

玉造アートボックス　美肌マルシェ 松江市玉湯町玉造1241玉造アートボックス

出雲神々縁結びの宿 紺家 松江市玉湯町玉造１２４６

玉井別館 松江市玉湯町玉造1247

ペットホテル糸 松江市玉湯町玉造2034

松江市玉造温泉ゆーゆ 松江市玉湯町玉造255

湯之助の宿　長楽園 松江市玉湯町玉造323

たまゆら玉造 松江市玉湯町玉造３２４－１



森脇物産店 松江市玉湯町玉造327

玉井館 松江市玉湯町玉造328

玉造グランドホテル長生閣 松江市玉湯町玉造331番地

松浦鮮魚店 松江市玉湯町玉造34-8

たかしま食堂 松江市玉湯町玉造40

出雲・玉造温泉　白石家 松江市玉湯町玉造44-2

八百万マーケット 松江市玉湯町玉造44ー4

温泉ゲストハウス 翠鳩の巣 松江市玉湯町玉造45-2

櫻 松江市玉湯町玉造46-4

玉造温泉美肌研究所　姫ラボ 松江市玉湯町玉造46-4

ホテル玉泉 松江市玉湯町玉造５３－２

マルタカ・エース 足つぼコーナー（ホテル玉泉内） 松江市玉湯町玉造53-2

ホテル玉泉　ラウンジ『土笛』 松江市玉湯町玉造53番地2

ホテル玉泉　売店『万葉』 松江市玉湯町玉造53番地2

若竹寿し 松江市玉湯町玉造８３－６

宍道湖サービスエリア上り線売店 松江市玉湯町湯町1228-3

宍道湖サービスエリア下り線売店 松江市玉湯町湯町1296-5

玉造国際ホテル Rivage Choraku 松江市玉湯町湯町148-2

レストラン Rivage 松江市玉湯町湯町148-2 玉造国際ホテル Rivage Choraku内

Ａコープたまゆ店 松江市玉湯町湯町1782-1

ヤマト運輸　松江玉造センター 松江市玉湯町湯町１９６５－１

セルフトータルビューティサロンＢｉｋａ 松江市玉湯町湯町816-1セルフトータルビューティサロンＢｉｋａ

湯町窯 松江市玉湯町湯町965

味皆美ふじな亭 松江市玉湯町布志名21-1

ローソン　松江玉湯町布志名店 松江市玉湯町布志名３７１‐２

セブンーイレブン松江玉湯町布志名店 松江市玉湯町布志名６３７－１１セブンーイレブン松江玉湯町布志名店

雲瀬 松江市堅町2

ウェルネス古志原店 松江市古志原2丁目22-28

ウェルネス古志原三丁目店調剤 松江市古志原3丁目1-10

ウェルネス古志原三丁目店 松江市古志原3丁目1-10

カルビ屋　慶 松江市御手船場町582-2

ホテル・アルファーワン松江 松江市御手船場町

遊喰酒家ありがっと 松江市御手船場町562-1

巨人のシチューハウス　松江店2 松江市御手船場町562-1　2F

山陰海鮮 炉端かば 松江駅前店 松江市御手船場町564-2

温野菜　松江駅前店 松江市御手船場町５６６　ワンダービル４Ｆ

串カツ田中松江駅前店 松江市御手船場町566ワンダービル１Ｆ

善ちゃんラーメン　松江店 松江市御手船場町567ホテルα-1松江

山陰魚酒場　丸善水産松江店 松江市御手船場町567ホテルα-1松江　1階

や台ずし松江駅前町 松江市御手船場町568-1

居酒屋樂樂 松江市御手船場町５６８－１０

餃子とレモンサワーうさぎや 松江市御手船場町568-13

日本海の幸　漁火 松江市御手船場町５６８太田ビル　１Ｆ

ローソン松江御手船場町店 松江市御手船場町578

牛角　松江北店 松江市黒田町２２－１

Fee des cils 松江市黒田町234-1

ウェルネス黒田店 松江市黒田町454-1

カレーハウスCoCo壱番屋　松江城山西通り店 松江市黒田町458-11

ファミリーマート 松江黒田町 松江市黒田町４６８番地１

株式会社フーズマーケットホック　黒田店 松江市黒田町473-1

赤から　松江黒田店 松江市黒田町497-3　2F

めんふぁん食堂黒田店 松江市黒田町502-6

ぐるっと松江堀川めぐり 松江市黒田町507番地1

松江堀川・地ビール館 松江市黒田町５０９－１

松江地ビール　ビアへるん　移動販売屋台 松江市黒田町５０９－１県内一円

海鮮うまいもん料理京らぎ黒田店 松江市黒田町512-5

セブン-イレブン松江春日店 松江市黒田町77-1

カジュアル&シューズ　アベイル黒田FM店 松江市黒田町字下ノ原452-2



ローソン　松江坂本町店 松江市坂本町字角田２０‐１

ローソン松江雑賀町店 松江市雑賀町116

松江アーバンホテルレークイン 松江市雑賀町153

有限会社 原田米穀 松江市雑賀町553

みしまや　さいか店 松江市雑賀町９９番地

スーパーセンタートライアル松江店 松江市山代町1005番

ファッションセンターしまむら　山代店 松江市山代町1014ファッションセンターしまむら　山代店

モッチモパスタ松江店 松江市山代町1017

焼肉＆グルメバイキングかたおか松江店 松江市山代町1020

彩雲堂　山代店 松江市山代町480　HOK内

株式会社フーズマーケットホック　山代店 松江市山代町480-1

ローソン　湖東中前店 松江市山代町９３６

ESOLA　松江駅前店 松江市寺町205-2

九十九　松江店 松江市寺町 錦弘堂ビル　1F

風流堂　寺町本店 松江市寺町１５１

in-comme 松江市寺町177

ダイニングバーF-RUSH 松江市寺町178-2

食楽酒雅　松尾や 松江市寺町179-2

地酒屋 朔屋 松江市寺町186

焼肉　とらじ 松江市寺町186

多国籍市場カジャグー 松江市寺町186-1

漁師小屋「麦穂」 松江市寺町188漁師小屋「麦穂」

やきとり家すみれ松江店 松江市寺町198

笑笑　松江駅前店 松江市寺町198-57　ボートピア松江ビル 1階

旬彩亭　雷神 松江市寺町198-61　寺町プラザ1F

海鮮・串焼き　満天 松江市寺町１９８－６１寺町プラザ　１階

寿司ダイニング　AYAMACHI 松江市寺町198－61寺町プラザ１F

Cafe&Bar FRANC 松江市寺町１９８－６１寺町プラザ２Ｆ

山科　居酒屋赤ちょうちん 松江市寺町199

日本酒cafe & 蕎麦 誘酒庵 松江市寺町199

ローソン・ポプラ松江寺町店 松江市寺町199-1

smoke bar 5150 松江市寺町199-1ノンデルビル２F

さんいんＳＡＫＡＢＡ 松江市寺町199-1錦弘堂ビル1階

赤から　松江寺町店 松江市寺町199-6

JAPANESQUE 松江市寺町204

ベニヤ模型ステーションホビー 松江市寺町205-2

炉端と串カツ　テツオ 松江市寺町205-3

千鳥寿し 松江市寺町208-19千鳥寿し

三英堂　寺町本店 松江市寺町47

仏壇の原田　松江店 松江市寺町９９－３６

和食居酒屋　旬門　松江店 松江市寺町ポートピアビル1階

みしまや　鹿島店 松江市鹿島町佐陀本郷16-4

有限会社きまちタクシー 松江市宍道町上来待370

モスバーガー宍道店 松江市宍道町佐々布207-14

ふくまる寿司 松江市宍道町佐々布208-12

ウェルネス宍道店 松江市宍道町佐々布208-35

松江市宍道ふるさと森林公園 松江市宍道町佐々布3353番地2

セブンイレブン松江宍道大森店 松江市宍道町佐々布７２１－１

Hashimoto向 松江市宍道町昭和94

モニュメント・ミュージアム来待ストーン 松江市宍道町東来待1574－1

レストランナテュール 松江市宍道町東来待1574-1

ローソン　ローソン・ポプラ松江宍道湖店 松江市宍道町東来待４４４‐１

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146-1

ごはんや松江春日食堂 松江市春日町147-1

ウェルネス薬局春日２号店 松江市春日町180-11

ファッションセンターしまむら春日店 松江市春日町47-1ファッションセンターしまむら春日店

ウェルネス春日店調剤 松江市春日町5-2

ウェルネス春日店 松江市春日町5-2



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625

みしまや　春日店 松江市春日町630番地

ローソン　松江春日店 松江市春日町字松崎３４０‐８

ハウジングランドいない　松江東川津店 松江市下川津町505-12

松江一畑交通株式会社 松江市上東川津町1238

シンヤクドー　上乃木店 松江市上乃木9-3-6

(有)ヨシカネ服装喫茶TOM 松江市上乃木2-16-25

ローソン　松江上乃木二丁目店 松江市上乃木２‐２７‐１７

ラパン上乃木店 松江市上乃木2丁目1番20号

みしまや　上乃木店 松江市上乃木3-14-20

ウェルネス上乃木店 松江市上乃木3丁目14-20

温野菜　松江上乃木店 松江市上乃木４－３２－１９

松江石油株式会社 Dr.Drive 松江けやき通りSS 松江市上乃木4-6-7

五幸 松江市上乃木4丁目２１－７

酒屋の宇山 松江市上乃木5丁9番23号

癒し処きらく松江店 松江市上乃木５丁目１２－１９

イオンエクスプレス上乃木店 松江市上乃木5丁目2番1号

クロード洋菓子店 松江市上乃木7-10-6

牛角　松江上乃木店 松江市上乃木９－２－８　コスモス３ビル１Ｆ

株式会社フーズマーケットホック　茶山店 松江市上乃木9-3-12

ソムリエセレクトワインショップ TARUYA 松江市上乃木9丁目10-24

セブンイレブン松江上乃木9丁目店 松江市上乃木9丁目1640-1

シューズ愛ランド　松江上乃木店 松江市上乃木9丁目3-1

テモミジョーズ　松江橋北店 松江市菅田町180アイウォークビル1F

ローソン　松江花街道店 松江市西忌部町字前田６２２‐５

セブン-イレブン松江楽山店 松江市西川津町2076-3

みしまや　楽山店 松江市西川津町2081-1

一力堂　楽山支店 松江市西川津町2085-11

BINGOYAスーパーショップ松江店 松江市西川津町4085

セブンイレブン松江西川津東店 松江市西川津町4091

松江石油株式会社Dr.Drive西川津SS 松江市西川津町4094-2

ヤマト運輸　松江西川津センター 松江市西川津町４１８１

モスバーガー松江西川津店 松江市西川津町4236

ジルコニア 松江市西川津町4246-2

セブンイレブン松江西川津町北店 松江市西川津町627-1

ラパン川津店 松江市西川津町681番地1

ウェルネス川津店 松江市西川津町850-4

米村本店 松江市西茶町１－２２

松江ニューアーバンホテル 別館 松江市西茶町40-1  ニューアーバンホテル別館

あじさい 松江市西茶町40-1　松江ニューアーバンホテル別館

松江ニューアーバンホテル売店 松江市西茶町40-1　松江ニューアーバンホテル別館1F

ポプラ松江ニューアーバンホテル店 松江市西茶町40-1　松江ニューアーバンホテル本館1F

スカイビューキャンドル 松江市西茶町40-1　松江ニューアーバンホテル本館9F

加島茶舗 松江市西茶町４－１

フリーダム古志薬局　津田店 松江市西津田3-6-9

ヤマト運輸　松江津田センター 松江市西津田１－４－２４

ローソン松江西津田一丁目店 松江市西津田1丁目7-32

めんふぁん食堂西津田店 松江市西津田2-15-17

松江石油株式会社Dr.Drive津田街道SS 松江市西津田２丁目11-43

ココス松江西津田 松江市西津田３－１－２

焼肉オオグニ屋 松江市西津田3-2-1

焼肉若富 松江市西津田3-5-14

みしまや　津田店 松江市西津田3-7-1

ごはんや松江西津田食堂 松江市西津田３丁目４番５号

メルセデス・ベンツ島根 松江市西津田4-1-14

アウディ山陰 松江市西津田4-2-3

ローソン松江西津田六丁目店 松江市西津田6丁目2-5

ウェルネス橋南店 松江市西津田7丁目11-14



ウェルネス橋南店調剤 松江市西津田7丁目11-14

ローソン　松江生協病院店 松江市西津田８‐８‐８

ローソン　松江西尾町店 松江市西尾町字岩崎２９‐１

ローソン　松江西浜佐陀店 松江市西浜佐陀町１０６２‐２

Restaurant&Wedding LAUT 松江市西浜佐陀町330‐2松江イングリッシュガーデン内

李白酒造 試飲コーナー 松江市石橋町３３５

ホテル白鳥 松江市千鳥町２０番地

株式会社一畑トラベルサービス（本社） 松江市千鳥町２４一畑松江しんじ湖温泉ビル

ホテル一畑 松江市千鳥町30

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30

株式会社ホテル一畑内　SHOP（売店） 松江市千鳥町30

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30

オーガニックリラクゼーションサロン輪音 松江市千鳥町30ホテル一畑1F

松江の台所　こ根っこや 松江市千鳥町36宍道湖しじみ館2階

松平閣 松江市千鳥町３８

夕景湖畔　すいてんかく 松江市千鳥町３９

なにわ一水 松江市千鳥町６３番地

たこ焼き屋　コムギ 松江市千鳥町８３COCOMATSUE

清松庵たちばな 松江市袖師町11－1

島根県立美術館ミュージアムショップ 松江市袖師町1-5島根県立美術館ミュージアムショップ

湖畔のレストランRACINE 松江市袖師町1-5島根県立美術館内

袖師窯 松江市袖師町3-21

いずも和紙 書遊 松江店 松江市袖師町互幸ビル1F

松江フォーゲルパーク 松江市大垣町５２

ニッポンレンタカー中国株式会社 松江駅前営業所 松江市大正町446-19

decolle 松江市大庭町1185-2

ウェルネス大庭店調剤 松江市大庭町1803-1

ウェルネス大庭店 松江市大庭町1803-1

バースデイ　大庭店 松江市大庭町1803-6バースデイ　大庭店

スーパーマーケットひまり大庭店 松江市大庭町1803-8

セブン-イレブン松江大庭バイパス店 松江市大庭町１８０５－２セブン-イレブン松江大庭バイパス店

ローソン　松江大庭店 松江市大庭町字堂ノ前１１９５‐２

株式会社フーズマーケットホック　竪町店 松江市竪町38

ホームプラザナフコ　松江店 松江市竹矢町1850-15

平野醤油 松江市中原町153

みしまや　中原店 松江市中原町180番地

一般社団法人松江観光協会 松江市中原町19

松江城観光ガイド　まつえ時代案内人 松江市中原町19松江市役所第四別館1階

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３０－２

一畑電車　松江しんじ湖温泉駅 松江市中原町３０－２

フルール 松江市中原町31-4

ジャイアントストア松江 松江市中原町３１－４

青山蒲鉾店 松江市中原町８８番地

松江第一交通株式会社 松江市東朝日町281番地

株式会社クラウンタクシー 松江市東朝日町286番地1

日産レンタカー松江駅前店 松江市朝日町589-3

コムサイズム イオン松江店2F 松江市朝日町151 イオン松江1F

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151 イオン松江1F

OWN DAYS イオン松江店 松江市朝日町151 イオン松江2F

諸国お勝手料理　根っこ 松江市朝日町452

ホテル・アルファ－ワン第２松江 松江市朝日町461

山陰炭焼ごっつぉ酒場　善次郎 松江市朝日町461-1ホテルα-1第2松江　1階

白木屋　松江南口駅前店 松江市朝日町469-2　駅南ビル 2階

ＪＲ西日本　松江駅 松江市朝日町４７２－２

炭焼き牛たん東山　シャミネ松江店 松江市朝日町４７２番地２

ローソン　松江駅前店 松江市朝日町４７８‐１８

一畑トラベルサービス 松江駅前営業所 松江市朝日町478-18松江テルサ別館

焼肉酒場れもん　松江駅前店 松江市朝日町484-4



エスパーク 松江市朝日町484-48

焼肉KAGURA 松江市朝日町487-4

ニクバルダカラ松江 松江市朝日町４８８ソウモトビナス１Ｆ

やきとり番吉 松江市朝日町４９１－１

龍馬 松江店 松江市朝日町493-1

グリーンリッチホテル松江駅前 松江市朝日町493-1

くいもの屋わん九州自慢松江駅前店 松江市朝日町493-1グリーンリッチホテル松江駅前　1F

山ちゃん 松江駅前店 松江市朝日町４９４－４

旅館　松江館 松江市朝日町４９４－５

セブンイレブン松江朝日町店 松江市朝日町494-7

ドーミーインＥＸＰＲＥＳＳ松江 松江市朝日町498-1

松江エクセルホテル東急　レストランMOSORO 松江市朝日町590

松江アーバンホテル 松江市朝日町590-3

れすとらんヴェール 松江市朝日町590-3　松江アーバンホテル1号館2F

一畑百貨店松江店 松江市朝日町６６１

奥出雲そば処一福　松江一畑店 松江市朝日町661　一畑百貨店6F

earth music＆ecology　シャミネ松江店 松江市朝日町伊勢宮472-2

grappino　シャミネ松江店 松江市朝日町伊勢宮472-2シャミネ松江

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伊勢宮483-5

米福　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

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字伊勢宮472-2　シャミネ松江

鶏家ゑび寿　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

出雲そば　たたらや　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

はなの舞　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

庄や　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

花の店　Hirata　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

BLOOM　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

JELLYBEANS　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

Bee Zip　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

眼鏡市場　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

メルティングポットスールス　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

alfa　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

中浦本舗　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

ゴディバ　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

福田屋　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

鷦鷯屋　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

桂月堂　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

彩雲堂　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

お菓子の壽城 シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

駅弁　一文字家　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

風流堂　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

KAnoZA シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

しまね寶楽庵　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

お茶の三幸園　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

三英堂　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

一力堂　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

リトルマーメイド　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

コクミンドラッグ　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

米福　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

スーツセレクト　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2　シャミネ松江

マネケン　シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮472-2シャミネ松江

MINiPLA シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮４７２番地２ ＪＲ松江駅構内

おみやげ楽市松江シャミネ店 松江市朝日町字伊勢宮４７２番地２ ＪＲ松江駅構内

セブン-イレブン ハートイン　JR松江駅シャミネ店 松江市朝日町字伊勢宮４７２番地２ ＪＲ松江駅構内

メガネ２１松江店 松江市津田町343-3

彩雲堂　本店 松江市天神町１２４

中村茶舗 松江市天神町6

寺津屋 松江市天神町60-3



菓子老舗 桂月堂 松江市天神町97

がじゅまる弁当 松江市殿町386三喜ビル1F東側

魚一蓬莱吉日庵 松江市殿町101番地

パーネドーロ 松江市殿町158島根県民会館内

亀田山喫茶室 松江市殿町1-59興雲閣

コンセルボ　ふるさと館 松江市殿町191

島根県物産観光館 松江市殿町191

めのうの店　川島　本店 松江市殿町193

Cafe & Sweets Matsue Chatte‘ 松江市殿町193堀川遊覧船大手前乗船場内

おつまみ研究所松江殿町ラボ 松江市殿町198-1

Guest house daisho  oshiro asobi 松江市殿町217

ろんぢん松江本店 松江市殿町２６７

喫茶きはる 松江市殿町２７９松江歴史館

ミュージアムショップ縁雫 松江市殿町２７９松江歴史館

らーめんとんてき大翔 松江市殿町333-4

サンラポーむらくも 松江市殿町369

みしまや　中央店 松江市殿町383番地

野津めのう店 松江市殿町407

ちどり茶屋 松江市殿町428松江城山二の丸下の段

オリジナルアクセサリーグルグル 松江市殿町43

ふれんち酒場びいどろ 松江市殿町４３カラコロ工房

さきたまーkarakoroー　　　アトリエ 松江市殿町43カラコロ工房内工房3-4

さきたまーkarakoroー　　　物販フロア 松江市殿町43カラコロ工房内工房3-4

あとりえgtp　カラコロ工房店 松江市殿町４３番地カラコロ工房

カラコロ手づくりのお店 松江市殿町４３番地カラコロ工房

今井書店 TONOMACHI63 松江市殿町63

焼肉　韓食房　だんだん松江　田和山店 松江市田和山町20

ココカラファイン　田和山店 松江市田和山町81

壱龍ラーメン 松江市田和山101

焼肉屋大平門　田和山店 松江市田和山町104

カフェ モルフォ 松江市田和山町117

カレーハウスCoCo壱番屋　松江田和山店 松江市田和山町24

麺創房天霧　田和山店 松江市田和山町２番地

海鮮れすとらん四季庵　松江店 松江市田和山町33

みしまや　田和山店 松江市田和山町41番地

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75

フジキ田和山店 松江市田和山町85

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85

今井書店 グループセンター店 松江市田和山町88

今井書店 グループセンター店 STUDIO WONDER 松江市田和山町88

ラバール田和山店 松江市田和山町88

お食事処ひだまり 松江市島根町大芦２１８７－４マリンショップしまね

永幸丸　ROCK OYSTER TERRCE 松江市島根町野井678-4

民宿なかよし 松江市島根町野波2281

ラパン城北店 松江市東奥谷町374番地1

ローソン　東出雲ホープフルタウン店 松江市東出雲町意宇東１‐６‐５

らーめん雲 松江市東出雲町錦新町6丁目1-9 サンライズプラザ

ローソン　東出雲錦新町店 松江市東出雲町錦新町７‐１‐１６

モスバーガー東出雲アイパルテ店 松江市東出雲町錦新町8-1-3

アイパルテ 松江市東出雲町錦新町8-1-3

家電住まいる館　YAMADA松江店 松江市東出雲町出雲郷1630-2

グルメ産直回転寿司　すし博多 松江市東出雲町出雲郷472-1

ヤマト運輸　松江東出雲センター 松江市東出雲町出雲郷１６４４－２

めんふぁん食堂東出雲店 松江市東出雲町出雲郷808-1

ローソン　東出雲あだかえ店 松江市東出雲町出雲郷字馬場下４７３

サンドラッグ揖屋店 松江市東出雲町揖屋  １２２１－１

株式会社フーズマーケットホック　揖屋店 松江市東出雲町揖屋1222-1

ほっかほっか亭東出雲店 松江市東出雲町揖屋４２１－１



いやタクシー・東出雲観光 松江市東出雲町揖屋611-5

ローソン　揖屋駅前店 松江市東出雲町揖屋字一本松６８９‐１３

くいもんや遊食庭 松江市東朝日町108

お好み焼きてっちゃん 松江市東朝日町111

CafeTerrasseLinQ 松江市東朝日町123-7ヨネザワ写真館2階

宍道湖遊覧船 松江市東朝日町150-7

すし日和イオン松江店 松江市東朝日町151

大戸屋ごはん処イオン松江店 松江市東朝日町151

お茶の森山園　イオン松江店 松江市東朝日町151

千茶荘 イオン松江店 松江市東朝日町151

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151

イオンスタイル松江 松江市東朝日町151

バッグショップかわた 松江市東朝日町151　イオン松江2F

イオン松江店2F　トピックス/スピンズ 松江市東朝日町151　イオン松江2F

BlessU-Drinks&Potatoes- 松江市東朝日町151　イオン松江3F

アズアイム　モチダ 松江市東朝日町151　イオン松江ショッピングセンター

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151　イオン松江ショッピングセンター　1F

タリーズコーヒー松江店 松江市東朝日町１５１イオン松江

イオン松江店 松江市東朝日町151番地

お茶の森山園　本店 松江市東朝日町267-4

日本交通株式会社 松江市東朝日町278番地3

四川担担麺虎嘯 松江市東朝日町284-1

フレンチトースト専門店せるくる 松江市東朝日町６２７－３

トヨタレンタリース島根　松江駅南店 松江市東朝日町６７番地３

釣具のポイント 松江店 松江市東朝日町73-5

ローソン松江東朝日店 松江市東朝日町73-5

味道園 松江市東朝日町78-7

ローソン松江東朝日小浜店 松江市東朝日町字小浜243-1

セブンイレブン松江東津田町 松江市東津田町1065

テモミジョーズ　松江東津田店 松江市東津田町1075-6

ウェルネス東津田店調剤 松江市東津田町1125-2

ウェルネス東津田店 松江市東津田町1125-2

中華蕎麦奨　津田本店 松江市東津田町1133-1

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1214

ローソン松江東津田町南店 松江市東津田町1614-3

しまね屋 松江市東津田町1741-1

カフェ・レスト　びぶるⅡ 松江市東津田町1741-3

ローソン松江ガーデンコート店 松江市東津田町字寺後929-17

ローソン松江東津田町店 松江市東津田町字溜池424-2

天然温泉だんだんの湯　御宿野乃松江 松江市東本町2-35

酒匠の店 佐香や 松江市東本町1-29

ありぺろ 松江市東本町1-32

旨味牛たん玉田屋 松江市東本町1-34

呉竹鮨 松江市東本町1-61-4

季節の風　藏 松江市東本町１－６４

季節料理　湖粋 松江市東本町1-87-1

牛豚馬鶏松江店 松江市東本町1丁目45番地

創作料理　来恩 松江市東本町1丁目66

大衆割烹 なわのれん 松江市東本町2-16

鉄板ダイニングJIRO 松江市東本町2-2

ホテルルートイン松江 松江市東本町2-22

イタリア酒場 松江市東本町２丁目２５－１東本町ビル1階

「豊の秋」醸造元　米田酒造・販売店舗 松江市東本町3-59

「豊の秋」醸造元　米田酒造・販売店舗 松江市東本町3-59

エディオン松江店 松江市東本町5-8

焼肉もく蓮　内中原店 松江市内中原町120-1

株式会社　物部 松江市南田町52

カフェブラン田和山店 松江市乃白町20-2



TABLE HAUS 松江市乃白町2027

GROOM HAUS 松江市乃白町2027

HAUS 松江市乃白町2027

ウェルネス乃白店調剤 松江市乃白町2061

ウェルネス乃白店 松江市乃白町2061番地

スポーツデポ　松江店 松江市乃白町２０６８番

ローソン　松江市立病院店 松江市乃白町３２‐１

100満ボルト松江本店 松江市乃白町496-4

モスバーガー松江乃白店 松江市乃白町501

ウェルネス馬潟店 松江市馬潟町137-2

拉麺屋神楽東松江店 松江市馬潟町３４－５

東武トップツアーズ　松江支店 松江市白潟本町13-4大樹生命松江ビル7階

ゆうあい熊野館 松江市八雲町熊野773-1

安部榮四郎記念館 松江市八雲町東岩坂1754番地

東岩坂珈琲店 松江市八雲町東岩坂2-1

平成の人蔘方 松江市八束町波入1260-2

日本庭園　由志園 松江市八束町波入１２６０－２日本庭園　由志園

優心タクシー 松江市八束町波入1532-1

こんぺいとう 松江市八束町波入1748-1

由志園花木部 松江市八束町波入1752-5

みしまや　八束店 松江市八束町波入1899-1

彩雲堂　工場売店 松江市八束町波入757-1

松江石油株式会社Enejet松江八幡町SS 松江市八幡町７９６番２９

メテオプラザ 松江市美保関町七類3246-1

味処・民宿まつや 松江市美保関町森山716

美保関観光ビュッフェ 松江市美保関町美保関1338-10

かどや福田酒店 松江市美保関町美保関553

朝日館 松江市美保関町美保関554

明神館 松江市美保関町美保関555

美保館 松江市美保関町美保関570

福間館 松江市美保関町美保関５８６

美保関売店　なかうら 松江市美保関町美保関599

東光ホテル 松江市美保関町美保関652

(一社)松江観光協会美保関町支部 松江市美保関町美保関661

なべや別館 松江市美保関町福浦303

かたゑ庵　ゲストハウス 松江市美保関町片江396

橋根旅館 松江市美保関町北浦178

サクセスロード 松江市美保関町北浦185-1

BINGOYA浜乃木店 松江市浜乃木4丁目30-5

麦笛たまき　浜乃木店 松江市浜乃木2-3-35

有限会社　宮本食肉店 松江市浜乃木2-4-6

コメダ珈琲店　松江浜乃木店 松江市浜乃木２丁目１－３４

めんふぁん食堂浜乃木店 松江市浜乃木3-1-25

ローソン　松江浜乃木三丁目店 松江市浜乃木３‐２‐５６

株式会社フーズマーケットホック　乃木店 松江市浜乃木6-2-6

アリカフェ　浜乃木店 松江市浜乃木６丁目１－３２

株式会社中筋商事 浜乃木給油所 松江市浜乃木町6-1-70

山京　平成店 松江市平成町１８２－１７

合資会社　一文字家 松江市平成町182-19

セブンイレブン松江米子町店 松江市米子町10セブンイレブン松江米子町店

パティスリー・キュイール 松江市片原町107

レストラン　西洋軒 松江市片原町111

薬膳スープカレー８，０００，０００ 松江市片原町１１３

ローソン松江母衣町店 松江市母衣町115

リビドー洋菓子店　松江店 松江市母衣町180－24

ラパン母衣町店 松江市母衣町180番地9

NORTH KITCHEN　松江赤十字病院店 松江市母衣町200松江赤十字病院１３階

セブン-イレブン松江北田町西店 松江市北田町22-3



ウェルネス北田町店 松江市北田町33-3

ウェルネス薬局北田町店 松江市北田町33-3

紅茶専門店Pungency 松江市北堀町168

麺家ひばり 松江市北堀町189

ハナユイ 松江市北堀町305(武家屋敷となり)

和工房ちどり 松江市北堀町305space濠々

笑寿庵（寿隆蒲鉾　松江店） 松江市北堀町３１８松江ごころ

しまねのぢげもん 松江市北堀町318松江ごころ

塩見茶屋 松江市北堀町319

キャンタル山陰 松江市北堀町32

ぐらへるん 松江市北堀町321

広瀬絣藍染工房 松江市北堀町３２２

ユーカリ荘 松江市北堀町82-4

松江石油株式会社 Dr.Drive サンライズ松江SS 松江市末次町1

TRIP SPICE 松江市末次町5SUETUGU

居酒屋佐香や　カラコロ広場店 松江市末次本町110

和創ダイニング　蒼の音 松江市末次本町110カラコロ広場

御朱印帳専門店しるべ　松江店 松江市末次本町110カラコロ広場西棟北側

ベニヤ模型 松江市末次本町12番地

おいでやすおおきに屋 松江市末次本町13

皆美館 松江市末次本町14

民芸茶房　鷦 松江市末次本町22

民芸の店　鷦 松江市末次本町22

大橋館 松江市末次本町４０

八雲塗やま本 松江市末次本町４５番地

くらしの器森脇 松江市末次本町７２

千茶荘京店本店 松江市末次本町74

日本茶cafeScarab別邸 松江市末次本町75

末広刃物店 松江市末次本町76

パスタファクトリーオルタッジョ 松江市末次本町82

松江月ヶ瀬 松江市末次本町87

地産料理　あお山 松江市末次本町87番地2階

風流堂　京橋店 松江市末次本町９１

長岡名産堂 松江市末次本町91

道の駅本庄 松江市野原町401-8

櫻井家住宅・庭園 仁多郡奥出雲町上阿井１６５５

たたらタクシー 仁多郡奥出雲町稲原1397-1

姫のそば　ゆかり庵 仁多郡奥出雲町稲原2128-1

簸上タクシー 仁多郡奥出雲町稲原606-25

浪花旅館 仁多郡奥出雲町横田1024-3

きっちん焚菜 仁多郡奥出雲町横田1017-8

ポプラ横田中央店 仁多郡奥出雲町横田1029-1

賀松園　横田店 仁多郡奥出雲町横田1029-8

caféシナトラ 仁多郡奥出雲町横田1110-18

有限会社大岩屋 仁多郡奥出雲町下横田74-1

ファミリーマート 奥出雲横田 仁多郡奥出雲町下横田１２５番地２

奥出雲讃菓 松葉屋 仁多郡奥出雲町下横田128-25

ヤマト運輸　仁多横田センター 仁多郡奥出雲町下横田１４３－３

ウェルネス横田店 仁多郡奥出雲町下横田49-1

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８４番地横田蔵市

奥出雲屋 仁多郡奥出雲町下横田89-4

道の駅 酒蔵奥出雲交流館 仁多郡奥出雲町亀嵩1380-1

亀嵩温泉　玉峰山荘 仁多郡奥出雲町亀嵩3609-1

玉峰山荘特産市 仁多郡奥出雲町亀嵩3609-1

ポプラ仁多亀嵩店 仁多郡奥出雲町亀嵩92-17

木次線亀嵩駅扇屋 仁多郡奥出雲町郡340

佐白温泉長者の湯 仁多郡奥出雲町佐白223-5

奥出雲多根自然博物館 仁多郡奥出雲町佐白236-1奥出雲多根自然博物館



お食事処　大衆 仁多郡奥出雲町三成356-2

吾妻そば 仁多郡奥出雲町三成409-5

奥出雲町サイクリングターミナル 仁多郡奥出雲町三成558-6

仁多特産市 仁多郡奥出雲町三成641-22

ガトーリビドー　奥出雲本店 仁多郡奥出雲町三成665-8

ファミリーマート 奥出雲三成 仁多郡奥出雲町三成６６５番地４

奥出雲鍛冶屋モノづくり体験工房 仁多郡奥出雲町小馬木147-5

可部屋集成館 仁多郡奥出雲町上阿井１６５５

絲原記念館　売店 仁多郡奥出雲町大谷851-2

公益財団法人絲原記念館 仁多郡奥出雲町大谷856-18

茶房十五代 仁多郡奥出雲町大谷856番地

山県そば 仁多郡奥出雲町大呂515

斐乃上温泉斐乃上荘 仁多郡奥出雲町竹崎1843-2

かたくりの里　民宿たなべ 仁多郡奥出雲町竹崎1844

株式会社丸共　奥出雲セルフ 仁多郡奥出雲町馬馳94-4

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2500-294

道の駅奥出雲おろちループ売店 仁多郡奥出雲町八川2500-294

株式会社舞茸奥出雲　坂根直売所 仁多郡奥出雲町八川889-2

八川そば 仁多郡奥出雲町八川99-1

松江石油株式会社Dr.Drive新赤名SS 飯石郡飯南町下赤名477-2

道の駅頓原/レストハウスやまなみ 飯石郡飯南町花栗48

琴引フォレストパークスキー場 飯石郡飯南町佐見1151

琴引ビレッジ山荘 飯石郡飯南町佐見1199-3

奥出雲そば処一福　頓原本店 飯石郡飯南町佐見977

憩いの郷衣掛 飯石郡飯南町上赤名1663

難波石油株式会社 来島ＳＳ 飯石郡飯南町上来島５３－２

株式会社赤名酒造直売店 飯石郡飯南町赤名２３番地



店舗名 公表住所

第一交通株式会社 益田市あけぼの町本町1番地15

ホテルルートイン益田 益田市あけぼの西町10-4

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１１－４

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１１－４

ヤマト運輸　益田あけぼのセンター 益田市あけぼの東町１１－４

瑞穂イン石見益田　１Fレストラン 益田市あけぼの東町２－１

益田ボウル 益田市あけぼの東町２－１

瑞穂イン石見益田 益田市あけぼの東町２－１

とん亭 益田市あけぼの東町7-2

ローソン益田あけぼの東町店 益田市あけぼの東町7-7

鶏卵堂 益田市あけぼの本町９－１８

J'sクラブ 益田市駅前町24-3マスダビル21ビル2階

おみやげ楽市益田店 益田市駅前町１０５番地２ ＪＲ益田駅構内

きもの むらたや 益田市駅前町11-16

目利きの銀次　益田駅前店 益田市駅前町17-1　益田駅前ビルEAGA A棟 1階

キタノイチバ　益田駅前店 益田市駅前町17-1　益田駅前ビルEAGA A棟 2階

益田市観光協会 益田市駅前町17-2

株式会社石見エアサービス 益田市駅前町17-2

ウエルシア益田駅前店 益田市駅前町１７番１号

三代目網元　さかなや道場　益田駅前店 益田市駅前町１７番１号　益田駅前ビル　ＥＡＧＡ　Ａ棟　１階

一大 益田市駅前町21-19石見野ビル102号

焼鳥屋　とりげん 益田市駅前町21-19石見野ビル103

MINOYA 益田市駅前町21-9

ローソン　益田駅前店 益田市駅前町２３‐１４

いいかげんや益田店 益田市駅前町25-30

MASCOS HOTEL 益田市駅前町30-20

ローソン　益田駅南店 益田市駅前町３４‐３

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275

ローソン　益田横田店 益田市横田町３９４‐１

亀甲屋 益田市乙吉町97-1グランユート乙吉

ウェルネス薬局益田日赤病院前店 益田市乙吉町イ102番地1

ガネーシャ　益田店 益田市乙吉町イ335-8

三松堂　益田店 益田市乙吉町イ３３６－７

ホームプラザナフコ　益田店 益田市乙吉町イ-352

ローソン　ローソン・ポプラ益田乙吉店 益田市乙吉町イ７７‐１１

イオン益田店 益田市乙吉町イ95-10

金吉屋商店 益田市久城町1278-1

ホームプラザナフコ　益田北店 益田市久城町30－1

アイリスSETTER株式会社 益田市元町24-22

株式会社イワミツアー 益田市幸町2-63

石見交通株式会社 益田市幸町2-63

ローソン　益田高津店 益田市高津６‐１５‐３３

イエローハット益田高津店 益田市高津町7-19-8

ヤマダデンキテックランド　益田店 益田市高津７丁目4-5

エディオン益田店 益田市高津7-10-3

株式会社ヒマラヤ　益田店 益田市高津7-19-14

ウェルネス益田高津店 益田市高津7-9-34

ファッションセンターしまむら　益田店 益田市高津7-9-4ファッションセンターしまむら益田店

益田石油株式会社本社 益田市高津8-10-9

Dr.Drive緑ヶ丘サービスステーション 益田市高津8-12-17

バースデイ　益田店 益田市高津8-13-11バースデイ　益田店

ちる亭高津店 益田市高津8丁目8－6

ゆめタウン益田 益田市高津七丁目21番12号

エアポートいわみSS 益田市高津六丁目29番15号

しまねっこクーポン登録施設（西部）
R4.10.31現在



スーパーセンタートライアル益田店 益田市須子町32番7号

株式会社マツダモビリティ島根　益田店 益田市須子町42-12島根マツダ益田店内

ローソン益田須子町店 益田市須子町43-7

荒磯温泉　荒磯館 益田市西平原町１０１９－１

びっくりや 益田市赤城町4-33

益田タクシー（マスタク） 益田市赤城町6-22益田タクシー（マスタク）

雪舟焼窯元 益田市染羽町4-29雪舟焼窯元

ウェルネス益田中吉田店 益田市中吉田町1084-1

Dr.Drive中吉田サービスステーション 益田市中吉田町225-1

ローソン　益田中吉田店 益田市中吉田町３４４‐１

レフティーズレザークラフト 益田市津田町698-9

ローソン　益田土井町店 益田市土井町ロ２０９４‐１

ローソン益田東町店 益田市東町　ロ　１２０９

Dr.Drive東町サービスステーション 益田市東町10-4

ニッポンレンタカー中国株式会社　石見空港営業所 益田市内田町イ597

キッチンそらら 益田市内田町イ５９７番地石見空港ターミナルビル　２F

エアポートショップ萩・石見 益田市内田町イ５９７番地石見空港ターミナルビル　２F

道の駅 サンエイト美都 益田市美都町宇津川　ロ586-2

美都温泉　湯元館 益田市美都町宇津川ロ６３０－３

お食事処　ゆずのき 益田市美都町宇津川ロ６３０－３

あったか市 益田市美都町宇津川ロ６３０－３

ひだまりパークみと 益田市美都町笹倉341

ローソン・ポプラ美都仙道店 益田市美都町仙道６７７‐２

Ｙショップ　ＪＡしまね　ラーバン 益田市美都町都茂１８７３－１

みと自然の森 益田市美都町都茂２６５４

匹見峡レストパーク 益田市匹見町匹見イ853-3

ヘアサロンしのはら 益田市本町2-45

民宿レストランとみ 益田市木部町イ833-1

レストランポニイ 益田市有明町5-15島根県芸術文化センター「グラントワ」

株式会社　石見エネパワー　益田中央SS 益田市有明町6-30

レストランディナー 江津市嘉久志町　674-1

さかい珈琲　江津店 江津市嘉久志町2306-30ゆめタウン江津3階

ゆめタウン江津 江津市嘉久志町2306番地30

ウエルシア江津嘉久志店 江津市嘉久志町2425番地19

江津市地場産業振興センター 江津市嘉久志町イ405江津市地場産業振興センター

モスバーガーゆめタウン江津店 江津市喜久志町2306番地30

コメリハード＆グリーン 江津店 江津市敬川町１２６４番１

Shell舞乃市給油所 江津市後地町3348-106

石見神楽劇場「舞乃座」 江津市後地町3348-113

大黒食堂 江津市後地町3348-113

麺やオロチ 江津市後地町3348-113

手作り工房　万象 江津市後地町3348－113

神楽の里　舞乃市 江津市後地町3348-113

ごはん処　雅家 江津市江津町１５１７－２７市川ビル１Ｆ

江津市観光情報センター 江津市江津町1518-1

武田石油店　江津給油所 江津市江津町１５２０－１６２

美川旅館 江津市桜江町川戸127-1

桜江そば一心 江津市桜江町市山314-7

温泉リゾート  風の国 江津市桜江町長谷2696

MORI KAZE KITCHEN 江津市桜江町長谷２６９６

有限会社　スーパー山下やま茶屋 江津市松川町市村２００－２

 トラットリア　キツツキ 江津市松川町市村342-6

民泊川の宿（やま茶共同体） 江津市松川町市村71-1

お食事処　あさり亭 江津市浅利町72

ENEOS浅利観光給油所 江津市浅利町72

ヤマト運輸　江津渡津センター 江津市渡津町３０７－１

ヤマダアウトレット江津店 江津市都野津町2277-13

武田石油店　都野津給油所 江津市都野津町２２５８－１



もちまる 江津市都野津町2405-1カラオケ天国

旨いとんかつ　糸吉 江津市二宮町神主510-3

セブンイレブン江津二宮店 江津市二宮町神主ハ３１５－１

ファッションセンターしまむら　江津店 江津市二宮町神主ハ89ファッションセンターしまむら江津店

れすとらん異瑠香 江津市波子町ロ451番地6

森トピア 江津市波子町ロ451番地6

有福BIANGO（ﾋﾞｱﾝｺﾞ) 江津市有福温泉町690

有福BIANCO 江津市有福温泉町690

三階旅館 江津市有福温泉町692

アウルリゾート有福温泉 江津市有福温泉町695アウルリゾート有福温泉

Showcase Hotel KASANE 江津市有福温泉町697

旅館ぬしや 江津市有福温泉町955

エディオン江津店 江津市和木町524

ウェルネス江津店 江津市和木町603-35

有限会社パレス和光 江津市和木町606-14

植本家支店 浜田市栄町11-1

道の駅ゆうひパーク三隅 浜田市三隅町折居220-1

マリーンホテル　はりも 浜田市三隅町古市場1130

訪問リフレ 浜田市旭町町木田983-3

居酒屋さくら 浜田市旭町丸原７６－１

あさひグリーンヴィレッジ 浜田市旭町市木7245-1

ホテル川隅 浜田市旭町木田1005-1

かくれの里ゆかり 浜田市旭町木田1006-1

有限会社ニシタニ　下府ＳＳ 浜田市下府町１２１－１

国民宿舎千畳苑 浜田市下府町2164

しまね海洋館アクアス 浜田市久代町1117番地2

アクアスミュージアム喫茶 浜田市久代町1117番地2しまね海洋館アクアス内

アクアスミュージアムショプ 浜田市久代町1117番地2しまね海洋館アクアス内

LAAVE 浜田市牛市町82enn Lab 1F

YUTTE 浜田市牛市町82enn Lab 1F 

むさしの寿司 浜田市錦町22-1

パンとカフェ　プチマタン 浜田市金城町下北原1541-22

かなぎウェスタンライディングパーク 浜田市金城町久佐イ1390-8

金城カントリークラブ 浜田市金城町今福1502-2

ローソン・ポプラ浜田金城店 浜田市金城町七条６１１‐１

洋菓子工房トルティーノ 浜田市金城町七条イ675-8

ベリーネカフェ 浜田市金城町七条イ735

きんた農園ベリーネ 浜田市金城町七条イ735

リフレパークきんたの里 浜田市金城町七条イ980-1

美又温泉とらや旅館 浜田市金城町追原11-甲

美又温泉国民保養センター 浜田市金城町追原32番地1

金城観光ホテル 浜田市金城町追原39-1

源泉かけ流し宿　山根旅館 浜田市金城町追原7-1

かめや旅館 浜田市金城町追原7-2

旅館みくにや 浜田市金城町追原7-3旅館みくにや

モスバーガー　ゆうひパーク浜田店 浜田市原井町1203-1

道の駅ゆうひパーク浜田　会津屋八右衛門 浜田市原井町1203-1

道の駅ゆうひパーク浜田　五地想市場 浜田市原井町1203-1

有限会社　やなぎ水産 浜田市原井町3050-19

はまだお魚市場（ここマーケット） 浜田市原井町3050-46

セルフシーサイド原井 浜田市原井町７８８－１

ほっかほっか亭原井店 浜田市原井町９８６－３

ローソン・ポプラ浜田笠柄店 浜田市原井町993-1

有限会社　鈴蘭別館 浜田市港町186-5

今井書店 ゆめタウン浜田店 浜田市港町227-1 (イズミゆめタウン浜田3F)

ゆめタウン浜田 浜田市港町227番地の1

ヤマダ電機テックランド浜田港町店 浜田市港町261

セブンイレブン浜田国分店 浜田市国分町１７４９－８



お魚のなかだ 浜田市国分町1981-186

ローソン　浜田国分店 浜田市国分町２３１２

レストラン　ケンボロー 浜田市黒川町4191末広ビス1Ｆ

清香苑 浜田市黒川町4192

ようき屋 浜田市黒川町108-61

セブン－イレブン浜田黒川町店 浜田市黒川町120-3

フルーツジャム　パレット 浜田市黒川町3738-2

島根浜田ワシントンホテルプラザ 浜田市黒川町4177

三代目網元　魚鮮水産　浜田駅前店 浜田市黒川町４１８０　ハラビル１Ｆ

カラオケＣＬＵＢＤＡＭ浜田店 浜田市黒川町4180原ビル　3Ｆ

有限会社　ホテル松尾 浜田市黒川町4185

日本料理　豆狸 浜田市黒川町97-893-12

道の駅 ゆうひパーク三隅 浜田市三隅町折居2201-1ゆうひパーク三隅

日本海酒造株式会社 浜田市三隅町湊浦８０

スーパーセンタートライアル浜田店 浜田市周布町イ61－1

オートバックス ・浜田店 浜田市周布町イ６１番１

ヤマト運輸　浜田周布センター 浜田市周布町ロ２４１－７

ホームプラザナフコ　浜田店 浜田市周布町ロ293-1

ヤマト運輸　浜田上府センター 浜田市上府町イ２０－２９

麺虎 浜田市浅井町1406-4IZUビル1F

居食屋　きらら 浜田市浅井町1577

みなと第一交通株式会社 浜田市浅井町882番地

ＣＡＬレンタカー浜田 浜田市浅井町１５０８－５

ボウルＪＡＣ 浜田市浅井町１５０８－５

目利きの銀次　浜田南口駅前店 浜田市浅井町1563　MORISUビル 1階

魚民　浜田南口駅前店 浜田市浅井町1563　MORISUビル 2階

株式会社石見観光浜田営業所 浜田市浅井町64-29（浜田駅前）

ホテルルートイン浜田駅前 浜田市浅井町64番1

浜田市観光協会特産品販売所 浜田市浅井町777-1

セブン-イレブン ハートイン　JR浜田駅店 浜田市浅井町７９１番地２ ＪＲ浜田駅構内

グリーンリッチホテル浜田駅前 浜田市浅井町86-19グリーンリッチホテル浜田駅前

いいかげんや浜田店 浜田市浅井町86-31

山陰海鮮 炉端かば 浜田店 浜田市浅井町86-34

トヨタレンタリース島根　浜田駅北口店 浜田市浅井町８８８－２

セブンイレブン浜田浅井町店 浜田市浅井町８９７－２セブンイレブン浜田浅井町店

ゆめマート浜田 浜田市相生町1391-8

ファッションセンターしまむら　浜田店 浜田市相生町1391-8ファッションセンターしまむら　浜田店

浜田の夜神楽週末公演 浜田市相生町1571

有限会社　江木蒲鉾店 浜田市朝日町1426番地4

イエローハット浜田店 浜田市長沢町3032

ローソン浜田長沢店 浜田市長沢町88-6

串焼　串ひろ 浜田市天満町５

海鮮焼き浜心 浜田市殿町83-124ニューキャッスルホテル1階

浜田ニューキャッスルホテル 浜田市殿町８３番地１２４

株式会社　石見エネパワー　田町給油所 浜田市田町116-6

ウエルシア浜田田町店 浜田市田町116番地6

手造りうどん　たまき浜田店 浜田市田町1449-1

ローソン浜田田町店 浜田市田町1644

エディオン浜田店 浜田市田町758-1

ウェルネス浜田西店 浜田市日脚町1220-3

ローソン浜田日脚店 浜田市日脚町280-1

セブンイレブン浜田熱田店 浜田市熱田町９８７－１セブンイレブン浜田熱田店

ローソン浜田栄町店 浜田市片庭町52

ウェルネス片庭店 浜田市片庭町86-10

温泉津温泉夜神楽公演（龍御前神社） 大田市温泉津町温泉津イ736

赭Soho Yunotsu old Village Inn ＆Bar 大田市温泉津町温泉津ロ67

温泉津やきものの里 大田市温泉津町温泉津イ22-2

森山窯 大田市温泉津町温泉津イ3-2



椿窯 大田市温泉津町温泉津イ3-4

有限会社　椿窯 大田市温泉津町温泉津イ665番地30

ゆうゆう館 大田市温泉津町温泉津イ791-4

なかのや旅館 大田市温泉津町温泉津ロ12-2

WATOWA 大田市温泉津町温泉津ロ19-1

輝雲荘 大田市温泉津町温泉津ロ202-1

路庵 大田市温泉津町温泉津ロ３１

旅館ますや 大田市温泉津町温泉津ロ32

温泉津庵 大田市温泉津町温泉津ロ54

スーパーおがわ 大田市温泉津町温泉津ロ６５

若林酒造 大田市温泉津町小浜ロ７３

ENEOS福光給油所 大田市温泉津町福光イ１６７

昭和シェル石油大田給油所 大田市久手町刺鹿１２８５-１

道の駅ロード銀山 大田市久手町刺鹿1945番地1

風風ラーメン大田店 大田市久手町刺鹿315-1

有限会社岡富商店 大田市久手町波根西1988-3

ローソン　大田久手町波根西店 大田市久手町波根西７８０‐１

和田珍味　本店 大田市五十猛町1550-1

国民宿舎さんべ荘 大田市三瓶町志学2072-1国民宿舎さんべ荘

さひめ野 大田市三瓶町志学2078-2

石見ワイナリー 大田市三瓶町志学ロ１６４０－２

そば工房　木の香 大田市三瓶町志学ロ347-1

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)大田市三瓶町多根1121-8

三瓶こもれびの広場木工館 大田市山口町山口1638-1

道の駅ごいせ仁摩 大田市仁摩町大国42番地1

おさかな処　かめや 大田市仁摩町仁万1415-5

おさかな処　かめや 大田市仁摩町仁万1415-5

ローソン・ポプラ石見銀山店 大田市仁摩町仁万５２９‐１

道の駅ごいせ仁摩 大田市仁摩町大国42番地1道の駅ごいせ仁摩

湯迫温泉旅館 大田市仁摩町天河内853-2

仁摩サンドミュージアム 大田市仁摩町天河内９７５

ふれあい交流館 大田市仁摩町天河内９７５

琴ヶ浜の「チーナカ豆」 大田市仁摩町馬路1114

ちいさなお宿　泉弘坊 大田市川合町川合1192

石見銀山世界遺産センター 大田市大森町イ1597-3

羅漢寺　五百羅漢 大田市大森町イ804羅漢寺

鳩庵 大田市大森町イ812

石見銀山ガイドの会　事務所 大田市大森町イ８２４－３

石見銀山おみやげ処 大田市大森町イ824-3

有馬光栄堂 大田市大森町ハ141

群言堂　石見銀山本店 大田市大森町ハ１８３番地

お食事処 おおもり 大田市大森町ハ４４－１

いも代官ミュージアム（石見銀山資料館） 大田市大森町ハ51-1石見銀山資料館

島根日本交通株式会社 大田市大田町太田イ117番地1

富士第一交通株式会社 大田市大田町大田イ281

Bistro Plus 大田市大田町大田大正西イ303-1

株式会社　石見観光　大田営業所 大田市大田町大田　イ701-3

ウェルネス大田中央店 大田市大田町大田イ194-1

さかい珈琲　大田店 大田市大田町大田イ2756-9

とりの助　大田店 大田市大田町大田イ2756-9

天霧 大田店 大田市大田町大田イ2756-9

竹田屋本舗　焼肉大田店 大田市大田町大田イ307-2

スカイホテル大田＆NEWスカイホテル 大田市大田町大田イ381-2

海都　大田店 大田市大田町大田イ-56-1

さつだや 大田市大田町大田イ６６０番地１３はたのビル1階

銀山みやげＪＲ大田市駅店 大田市大田町大田イ664-1

一宮酒造有限会社 大田市大田町大田ハ271-2

エディオン石見大田店 大田市大田町大田ロ1179-4



グッディー大田店 大田市大田町大田ロ930-2

春光園 大田市大田町大田ロ947-16

ローソン　大田宮崎店 大田市大田町大田字宮崎ロ９７７‐２

ローソン　島根大田町店 大田市大田町大田字南代イ７６‐３

ローソン　大田町柳井店 大田市大田町大田字綿田イ８２８‐１

ヤマダデンキテックランド　大田店 大田市長久町長久ロ265-8

ウェルネス大田店調剤 大田市長久町長久　ロ264-13

ウェルネス大田店 大田市長久町長久　ロ264-13

松江石油株式会社Dr.Drive長久SS 大田市長久町長久11-1

みしまや　大田長久店 大田市長久町長久283-1

ハウジングランドいない　大田店 大田市長久町長久40-1

ホームプラザナフコ　大田店 大田市長久町長久イ212-2

イエローハット大田長久店 大田市長久町長久イ538-2

焼肉屋さかい　大田店 大田市長久町長久ロ175-4

ヤマト運輸　大田長久センター 大田市長久町長久ロ２６７－４

ローソン　大田長久店 大田市長久町長久ロ４１１‐１

ファッションセンターしまむら大田店 大田市長久町長久時下川原544ファッションセンターしまむら大田店

イオン大田店 大田市長久町土江97

フジキ大田店 大田市長久町土江97

道の駅インフォメーションセンターかわもと 邑智郡川本町因原505-5道の駅インフォメーションセンターかわもと

ローソン　ローソン・ポプラ川本因原店 邑智郡川本町因原５０８‐２

ヤマト運輸　川本センター 邑智郡川本町因原５１９

松江石油株式会社Dr.Drive川本SS 邑智郡川本町大字551-1

ウエルシア邑智川本店 邑智郡川本町大字因原564番地1

ウェルネス川本店 邑智郡川本町大字因原734-1

石見ワイナリーホテル美郷 邑智郡美郷町長藤760-1

濁酒蔵元　邑川 邑智郡美郷町都賀本郷97

湯泡温泉　中村旅館 邑智郡美郷町湯抱315-3

千千香 邑智郡美郷町粕渕437-12

特定非営利活動法人江の川鐵道 邑智郡邑南町宇都井1041-1

道の駅瑞穂　産直市みずほ 邑智郡邑南町下田所260-3

ローソン・ポプラ瑞穂店 邑智郡邑南町下田所２５９‐２

いこいの村しまね 邑智郡邑南町高水2467-10

有限会社野田久 邑智郡邑南町山田75-1

民宿田中 邑智郡邑南町市木2026

いわみプラザショッピングセンター 邑智郡邑南町中野６６８－２

Milk&BeansMuiミューイ 邑智郡邑南町矢上3119-3

ローソン・ポプラ邑南矢上店 邑智郡邑南町矢上6003-3

矢上石油 邑智郡邑南町矢上6003-9

香木の森クラフト館 邑智郡邑南町矢上７１５４番地１０

コメリハード＆グリーン邑南店 邑智郡邑南町矢上９９１番１

あいタウンアベル 邑智郡邑南町矢上９９６番地あいタウンアベル

原田屋旅館 鹿足郡吉賀町柿木村柿木292原田屋旅館

道の駅むいかいち温泉　産直・物産館やくろ 鹿足郡吉賀町有飯225-2

むいかいち温泉ゆ・ら・ら 鹿足郡吉賀町有飯238-2

ローソン　六日市インター店 鹿足郡吉賀町立河内４０‐１

ヤマト運輸　六日市センター 鹿足郡吉賀町立河内字五味田３２－２

ウェルネス六日市店 鹿足郡吉賀町六日市４２２－１

焼肉　丸幸 鹿足郡吉賀町六日市441

キッチン雅 鹿足郡吉賀町六日市441-1

澄川酒店 鹿足郡吉賀町六日市965-3

サンマート六日市店 鹿足郡吉賀町六日市971番地1サンマート六日市店

ゆとりろ津和野 鹿足郡津和野町後田ロ82-3

三松堂　菓心庵 鹿足郡津和野町後田１９７

城市酒店 鹿足郡津和野町後田283

津和野石油有限会社 鹿足郡津和野町後田イ36番地4

釜井商店 鹿足郡津和野町後田イ49-6

お食事処 みのや 鹿足郡津和野町後田イ75-1



山田竹風軒本店　新店 鹿足郡津和野町後田ロ

城下町の小さな農家レストラン ちしゃの木 鹿足郡津和野町後田ロ140-1

分銅屋　七右衛門 鹿足郡津和野町後田ロ190

古橋酒造株式会社 鹿足郡津和野町後田ロ196

河田家具店 鹿足郡津和野町後田ロ197番地

倉益開正堂 鹿足郡津和野町後田ロ210

華泉酒造合資会社 鹿足郡津和野町後田ロ221

山田竹風軒本店　海老舎 鹿足郡津和野町後田ロ233

山田竹風軒本店　本町店 鹿足郡津和野町後田ロ240

有）峰月堂 鹿足郡津和野町後田ロ-259

ヤマト運輸　津和野センター 鹿足郡津和野町後田ロ２６８番地

郷土料理　遊亀 鹿足郡津和野町後田ロ271-4遊亀

かめりあ 鹿足郡津和野町後田ロ463-3

山本風味堂 鹿足郡津和野町後田ロ479-1

青山窯 鹿足郡津和野町後田ろ60-43

のれん宿　明月 鹿足郡津和野町後田ロ665

山田竹風軒本店　絢店 鹿足郡津和野町後田ロ85-3

民宿みやけ 鹿足郡津和野町後田ロー150

沙羅の木 鹿足郡津和野町後田後田ロ７０番地

杜塾美術館 鹿足郡津和野町森村イ５４２杜塾美術館

三松堂　津和野本店 鹿足郡津和野町森村ハ１９－５

「道の駅」シルクウェイにちはら 鹿足郡津和野町池村1997-4道の駅　シルクウェイにちはら

株)財間酒場 鹿足郡津和野町中座34

道の駅　津和野温泉なごみの里 鹿足郡津和野町鷲原イ256



店舗名 公表住所

隠岐シーサイドホテルMIYABI 隠岐郡隠岐の島町東郷宮尾14-1

ウェルネス隠岐の島店 隠岐の島町下西788

MSHome 隠岐の島町下西811-6

きぬえ 隠岐郡隠岐の島町港町神原11-30

海老屋酒店 隠岐の島町港町塩口２７

民宿喜兵衛 隠岐の島町港町塩口84－71

隠岐プラザホテル 隠岐の島町港町天神原１１番地１

アイランドホテルしまじ 隠岐の島町港町天神原80-22

みすみ酒店 隠岐の島町城北町162-4

民宿　吉岡 隠岐の島町城北町175

実演手打ちうどん　水車 隠岐の島町城北町３７６

ヤマダデンキテックランド隠岐店 隠岐の島町城北町376サンテラス隠岐店1Ｆ

サンテラス 隠岐の島町城北町376番地

京見屋分店 隠岐の島町西町八尾3-81

ウェルネス西郷店 隠岐の島町西町八尾の-3番2

隠岐ふるさと直売所あんき市場 隠岐の島町西町八尾の一48-11

月あかりカフェ 隠岐の島町西町八尾の三４５

秀月堂 隠岐の島町西町八尾の三65-4秀月堂

隠岐レンタ・リース 隠岐の島町西町名田の五１－５

隠岐汽船株式会社 隠岐の島町中町

山陰観光開発株式会社 隠岐の島町中町目貫の四 54-3

隠岐汽船商事フェリーおき売店 隠岐の島町中町目貫の四10番地内2隠岐汽船（株）フェリーおき船内

隠岐汽船商事フェリーくにが売店 隠岐の島町中町目貫の四10番地内2隠岐汽船（株）フェリーくにが船内

隠岐汽船商事フェリーしらしま売店 隠岐の島町中町目貫の四10番地内2隠岐汽船（株）フェリーしらしま船内

一畑トラベルサービス　隠岐営業所 隠岐の島町中町目貫の四54-3隠岐ポートプラザ1階

サカータブロス 隠岐の島町中町目貫の四54-7

フィッシャーマンズワーフ隠岐（レストラン） 隠岐の島町中町目貫の四５８－１

フィッシャーマンズワーフ隠岐（ショピング） 隠岐の島町中町目貫の四５８－１

隠岐汽船　西郷営業所 隠岐の島町中町目貫の四６１番地

一般社団法人　隠岐の島町観光協会（レンタサイクル）隠岐の島町中町目貫の四61番地隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設

隠岐汽船商事西郷売店 隠岐の島町中町目貫の四61番地西郷港フェリーターミナル1F

マスヤ 隠岐の島町中町目貫四

隠岐の島リゾート あいらんどパークホテル 隠岐の島町津津戸896

羽衣荘 隠岐の島町都万2213

ヤマザキＹショップ隠岐都万店 隠岐の島町都万2457-1

ホテル海音里 隠岐の島町南方1933-1

ヤマト運輸　隠岐の島センター 隠岐の島町平５１７

隠岐空港売店 隠岐の島町岬町岬1889-12

ジオリゾートシンフォニー 隠岐郡隠岐の島町卯敷1004

有限会社おき精肉店 隠岐郡隠岐の島町栄町592番地

シャディサラダ館　西郷店 隠岐郡隠岐の島町城北町340番地

京見屋分店 隠岐郡隠岐の島町西町八尾3-81

焼き肉　酔仙 隠岐郡隠岐の島町西町八尾のー2-20

來-Rai- 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の三38-1

七輪中町店 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の三7-7

Fun House MERRY 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四54-3隠岐ポートプラザ1階

ショッピングセンターひまり隠岐店 隠岐郡隠岐の島町平431-1

エディオン隠岐店 隠岐郡隠岐の島町平613-2

第2清光丸 隠岐郡隠岐の島町北方1264-11

ROWSOKUN（ﾛｰｿｸん） 隠岐郡隠岐の島町北方向田1638-1

隠岐モーモードーム（観光牛突き） 島根県隠岐郡隠岐の島町池田風呂前１９

にしわき鮮魚店 隠岐郡西ノ島町浦郷677

リゾ隠岐ロザージュ 隠岐郡西ノ島町大宇美田940

ヤマト運輸　西ノ島センター 西ノ島町浦郷１４１１－６

しまねっこクーポン登録施設（隠岐）
R4.10.31現在



国賀荘 西ノ島町浦郷１９２

隠岐観光（株）浦郷 西ノ島町浦郷544番地15

さくらや 西ノ島町大字別府８－１

旅館みつけ島荘 西ノ島町美田2151-3

コンセーユ 西ノ島町美田2152-1

Yショップ西ノ島店 西ノ島町美田3196

だるまや 西ノ島町美田3506-16

D-STYLE（だるまや） 西ノ島町美田3506-16

真璃音 西ノ島町美田4386-2

西ノ島町観光協会 西ノ島町美田4386番地3

隠岐シーサイドホテル鶴丸 西ノ島町美田771-1

隠岐汽船商事別府売店 西ノ島町美田字八幡の前4386番地3別府港フェリーターミナル1F

有限会社安藤本店 西ノ島町別府４番地

お土産と手仕事のお店つなかけ 海士町海士1521-1

島じゃ常識商店 海士町大字福井1365-5承久海道キンニャモニャセンター１階

船渡来流亭 海士町大字福井1365-5承久海道キンニャモニャセンター２階

Ento 海士町大字福井1375-1

一般社団法人　海士町観光協会 海士町福井1365-5承久海道　キンニャモニャセンター

わきたに商店 海士町福井1267番地1

島の駅キンニャモニャセンター　しゃん山 海士町福井1365番地5

島生まれ島育ち隠岐牛店 海士町福井1368

ヤマト運輸　海士センター 海士町福井１８４６

ホテル知夫の里 知夫村1242-1

なかはま 隠岐郡知夫村1578-2

のらり珈琲 隠岐郡知夫村1300-4


