「しまねの魚を食べようキャンペーン」“白バイ貝を食べに行こう”」 参加店舗一覧
【松江市】
① 山陰海鮮炉端かば 松江駅前店

② 丸善水産 松江店

③

松江市御手船場町564-2
TEL：0852-26-9900
（営業時間）
料理（税込価格）
11：00～14：00
・白バイ刺身（680円）
17：00～24：00
※夜営業のみ提供
（日曜日は夜営業のみ）
定休日：なし
【山陰海鮮料理･居酒屋 炉端焼き】

松江市御手船場町567ホテルα-1 松江 1F
TEL：0852-24-3933
（営業時間）
料理（税込価格）
17：00～22：30
・白バイ貝の刺身（880円）
（L.O.22:00）
※要予約
定休日：日曜日
【居酒屋】

松江市伊勢宮町517-10
TEL：0852-22-1010
（営業時間）
18：00～24：00
（L.O.23:30）
定休日：日曜日
【寿司店】

④

⑤ 御食事処 叢雲

⑥ 居酒屋 佐香やカラコロ広場店

味工房 磯の家

松江市伊勢宮町530
TEL：0852-22-3767
（営業時間）
12：00～14：00
17：30～22：00
昼営業は平日のみ
定休日：日曜日
【魚料理】

料理（税込価格）
・白バイ貝刺身
・天ぷら、バター焼き
770円～
※夜営業のみ提供
※漁模様によって価格が
変動する可能性あり

⑦ 松江エクセルホテル東急
レストランMOSORO
松江市朝日町590
TEL：0852-27-0109
（営業時間）
7：00～21：30
（L.O.21:00）
定休日：月曜日
【レストラン】

料理（税サ込価格）
・白バイとキノコの
ブルゴーニュ風（1,100円）
・白バイ貝のお造り（1,200円）
・白バイ貝の酢の物（600円）

松江市東本町1-43
TEL：0852-27-6796
（営業時間）
17:00～22：00
定休日：日曜日
【和食】

料理（税込価格）
・白バイ貝刺身（800円）

鮨主水

松江市末次本町110
TEL：0852-23-1887
（営業時間）
17：00～24：00
定休日：日曜日
【居酒屋・和食】

ダイヤビル1F
料理（税込価格）
・白バイ貝の刺身（880円）
※要予約

料理（税込価格）
・白バイ貝お造り（600円）
・白バイ貝フライ（700円）
・白バイ貝煮付（700円）
※仕入れの状況によって提
供できない場合があります。

⑧ 海鮮海彦
松江市西川津町845-9
TEL：0852-69-1271
料理（税込価格）
（営業時間）
11：00～14：30 ・刺身（680円）
（L.O.14：00） ・肝の煮付け（400円）
17：30～23：30
（L.O.23：00）
定休日：日曜日、月曜日
【居酒屋】

白バイとキノコのブルゴーニュ風
（⑦松江エクセルホテル東急レストランMOSORO）

【出雲市】
⑨ すし居酒屋日本海

⑩ のどぐろ日本海

出雲市今市町971-16
TEL：0853-31-9292
（営業時間）
16：30～22：30
定休日：不定休
【居酒屋】

出雲市今市町1271-5
TEL：0853-21-8686
（営業時間）
16：30～22：30
定休日：不定休
【居酒屋】

料理（税込価格）
・白バイ貝握り 1貫
（150円）

⑫ フランス料理ラルカンシエル
出雲市平田町2560-1
TEL：0853-63-8117
（営業時間）
12：00～14：30
18：00～21：30
定休日：月曜日
【フランス料理】

料理
・白バイ貝と夏野菜のサラダ
・白バイ貝とキノコのオレン
ジ風味 他
※昼・夜のコース内で提供
事前予約制（二日前まで）

諸事情により店舗休業中です。
再開までしばらくお待ちください。

⑪ 山陰海鮮炉端かば 出雲店

料理（税込価格）
・白バイ貝つくり（450円）

【安来市】
⑬ 山陰海鮮炉端かば 安来駅前本店

⑭

安来市安来町2093-4
TEL：0854-22-2500 料理（税込価格）
・白バイ刺身（680円）
（営業時間）
※夜営業のみ提供
11：00～14：00
17：00～24：00
定休日：なし
【山陰海鮮料理･居酒屋 炉端焼き】

白バイ貝握り（⑨すし居酒屋日本海）

出雲市渡橋町1211
料理（税込価格）
TEL：0853-22-7000
・白バイ刺身（680円）
（営業時間）
17：00～24：00
定休日：なし
【山陰海鮮料理･居酒屋 炉端焼き】

焼きたてパンあめのちハレ

安来市安来町2093-6
TEL：0854-27-7501
（営業時間）
月～金 11：00～18：00
土日祝 10：30～17：30
定休日：なし
【パン】

料理
・白バイ貝パン

白バイ貝パン（⑭焼きたてパンあめのちハレ）

【雲南市】
⑮ 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 料理（税込価格）
TEL：0854-45-2911
・白バイ刺身（680円）
（営業時間）
※夜営業のみ提供
11：30～14：00
17：00～23：00
定休日：なし
【山陰海鮮料理･居酒屋 しゃぶしゃぶ】

⑱

平和亭

大田市大田町大田イ102-1
TEL：0854-82-0423
料理（税込価格）
（営業時間）
・白バイ貝かき揚げ丼（1,100円）
11：30～14：30
・白バイ貝かき揚げ蕎麦（990円）
（L.O.14：00）
・白バイ貝かき揚げ(単品) (330円)
ディナーは要予約
※数量限定の為、提供出来ない場
定休日：日曜日
合があります。
（変更あり）
【定食、丼物、蕎麦】

【浜田市】
⑯ 山陰海鮮炉端かば 浜田店

【大田市】
⑰ 日本料理はたの
大田市大田町大田イ313-13
TEL：0854-82-8677
料理（税･サ別価格）
（営業時間）
・お昼 2,500円 松花堂懐石
11：30～14：00
内の一品（例 さしみ盛り合
17：30～21：00
せの一品、酢の物等）
定休日：不定休
・夕食 4,000円 コース料理
【懐石料理】
の一品として
※要予約

浜田市浅井町86-34
料理（税込価格）
TEL：0855-22-2233
・白バイ刺身（680円）
（営業時間）
17：00～24：00
定休日：なし
【山陰海鮮料理･居酒屋 炉端焼き】

⑲

カフェ＆パスタ ピッコリーノ

大田市大田町大田ロ1181-6
TEL：0854-82-2120
（営業時間）
料理（税込価格）
11：00～14：00 ・白バイ貝のパスタセット
17：00～21：00
（1,800円）
定休日：木曜日
※夜営業のみ提供、要予約
【イタリアン】

⑳

金子旅館

大田市波根町1345
料理（税･サ込価格）
TEL：0854-85-7130
・会席料理（前菜､刺身などに
（営業時間）
白バイ貝を使用）4,235円～
月～金 11：00～22：00 ・穴子御膳（刺身に白バイ貝
定休日：不定休
を使用）2,420円～
【会席料理 穴子料理 旅館】・宿泊時夕食（数品の白バイ
貝料理を提供）10,285円～
※要予約

【キャンペーン期間】

6月17日～令和4年7月18日

令和4年

参加店舗で「白バイ貝料理」を注文すると

白バイ貝等加工品詰合せセット
が抽選で100名様に当たります！
白バイ貝のパスタ（⑲カフェ＆パスタ ピッコリーノ）

店舗で「プレゼント応募券」をもらって、必要事項を記入のうえでお店にお渡しください。

【隠岐の島町】
㉑ 末広
隠岐の島町西町八尾
1-48-28
TEL：08512-2-0014
（営業時間）
17：00～21：00
定休日：不定休
【料亭】

㉒
料理（税込価格）
・白バイ貝のお造り
（1,650円）
・コース料理（白バイ貝ほ
かを顧客のニーズに合わせ
て調理）（5,500円）
※要予約

あんづ
隠岐の島町西町八尾の一
52番地
TEL：08512-2-1905
（営業時間）
料理（税込価格）
18:00～23：00
・白バイ貝のお造り（750円）
定休日：日曜日
・白バイ貝フライ（860円）
【居酒屋】

フィッシャーマンズワーフ隠岐

隠岐の島町中町目貫の四58
TEL：08512-2-6600
（営業時間）
11：00～14：00
18：00～21：00
定休日：水曜日
【レストラン】

料理（税込価格）
・白バイ貝のおでん
（660円）
・隠岐海鮮丼（1,100円）

㉓

隠岐の島町西町八尾の一
10番地4
TEL：08512-2-8234
料理（税込価格）
（営業時間）
・白バイ貝フライ（700円）
18:00～23：00
・白バイ貝の煮付け（700円）
定休日：日曜日
・白バイ貝のお造り（750円）
【居酒屋】

白扇
隠岐の島町西町八尾の一
31番地1
TEL：08512-3-5233
（営業時間）
17:00～22：00
定休日：不定休
※予約がある日のみ営業
【居酒屋】

お造り（㉔あんづ）

居酒屋 鱗

料理（税込価格）
＜白バイ貝料理＞
造り（550円）、フライ
（800円）、煮付け（700
円）、天ぷら（800円）、
雑炊（800円）、吸物
（500円） ※要予約

煮付け、雑炊（㉕白扇）

