
その他　西部

店舗名 所在地 電話番号

株式会社石見観光浜田営業所 浜田市浅井町 0855-23-3131

株式会社石見エアサービス 益田市駅前町17-2 0856-21-1470

民宿田中 邑智郡邑南町 0855-85-0330

松江石油株式会社Dr.Drive川本SS 邑智郡川本町 0855-72-0358

スカイホテル大田＆ＮＥＷスカイホテル 大田市大田町 0854-82-8525

湯谷温泉 みせん荘 邑智郡川本町 0855-72-2645

ヤマト運輸　川本センター 邑智郡川本町因原 0570-200-000

ヤマト運輸　六日市センター 鹿足郡吉賀町立河内 0570-200-000

ヤマト運輸　津和野センター 鹿足郡津和野町後田 0570-200-000

旭温泉　あさひ荘 浜田市旭町 0855-45-0321

源泉かけ流し宿　山根旅館 浜田市金城町 0855-42-1337

益田石油株式会社本社 益田市高津 0856-22-0660

アイリスSETTER株式会社 益田市元町 0856-22-4532

石見ワイナリーホテル美郷 邑智郡美郷町 0855-74-6588

ホテルルートイン益田 益田市あけぼの西町 050-5576-7900

ヤマト運輸　益田あけぼのセンター 益田市あけぼの東町 0570-200-000

益田ボウル 益田市あけぼの東町 0856-23-5523

瑞穂イン石見益田 益田市あけぼの東町 0856-23-5511

MASCOS HOTEL 益田市駅前町 0856-25-7331

ウエルシア益田駅前店 益田市駅前町 085-631-1255

きもの むらたや 益田市駅前町 0856-22-0095

益田市観光協会 益田市駅前町 0856-22-7120

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 0856-25-2228

ウェルネス薬局益田日赤病院前店 益田市乙吉町 0856-31-4126

ホームプラザナフコ　益田店 益田市乙吉町 0856-23-3151

ホームプラザナフコ　益田北店 益田市久城町 0856-31-1761

金吉屋商店 益田市久城町 0856-23-5465

Dr.Drive緑ヶ丘サービスステーション 益田市高津 0856-22-0038

ウェルネス益田高津店 益田市高津 0856-31-8170

エアポートいわみSS 益田市高津 0856-23-4122

エディオン益田店 益田市高津 0856-23-5111

荒磯温泉　荒磯館 益田市西平原町 0856-27-0811

Dr.Drive中吉田サービスステーション 益田市中吉田町 0856-22-1188

ウェルネス益田中吉田店 益田市中吉田町 0856-31-1317

Dr.Drive東町サービスステーション 益田市東町 0856-23-6733

民宿レストランとみ 益田市木部町イ833-1 0856-27-2225

株式会社　石見エネパワー　益田中央給油所 益田市有明町 0856-22-1690

ウエルシア江津嘉久志店 江津市嘉久志町 085-554-0592

コメリハード＆グリーン 江津店 江津市敬川町 0855-54-3250

Shell舞乃市給油所 江津市後地町 0855-55-3535

石見神楽劇場「舞乃座」 江津市後地町 0120-522-235



店舗名 所在地 電話番号

武田石油店　江津給油所 江津市江津町 0855-52-2215

MORI KAZE KITCHEN 江津市桜江町 0855-92-0001

温泉リゾート  風の国 江津市桜江町 0855-92-0001

ENEOS浅利観光給油所 江津市浅利町 0855-55-1133

ヤマト運輸　江津渡津センター 江津市渡津町 0570-200-000

武田石油店　都野津給油所 江津市都野津町 0855-53-0719

旅館ぬしや 江津市有福温泉町 0855-56-2121

三階旅館 江津市有福温泉町 0855-56-2211

ウェルネス江津店 江津市和木町 0855-54-0077

エディオン江津店 江津市和木町 0855-52-5021

ウォンツ六日市店 鹿足郡吉賀町 0856-77-3177

むいかいち温泉ゆ・ら・ら 鹿足郡吉賀町 0856-77-3001

のれん宿　明月 鹿足郡津和野町 0856-72-0685

河田家具店 鹿足郡津和野町 0856-72-0120

津和野温泉宿わた屋 鹿足郡津和野町 0856-72-0333

津和野石油有限会社 鹿足郡津和野町 0856-72-0365

民宿みやけ 鹿足郡津和野町 0856-72-0216

ENEOS福光給油所 大田市温泉津町 0855-65-3122

WATOWA 大田市温泉津町 090-9349-6558

なかのや旅館 大田市温泉津町 0855-65-2041

温泉津庵 大田市温泉津町 0855-65-4894

輝雲荘 大田市温泉津町 0855-65-2008

旅館ますや 大田市温泉津町 0855-65-2515

昭和シェル石油大田給油所 大田市久手町 0854-83-7113

さひめ野 大田市三瓶町 0854-83-3001

国民宿舎さんべ荘 大田市三瓶町 0854-83-2011

湯迫温泉旅館 大田市仁摩町 0854-88-2558

ちいさなお宿　泉弘坊 大田市川合町 0854-82-1038

お食事処 おおもり 大田市大森町 0854-89-0106

石見銀山ガイドの会　事務所 大田市大森町 0854-89-0120

ウェルネス大田中央店 大田市大田町 0854-83-1777

エディオン石見大田店 大田市大田町 0854-82-5001

株式会社　石見観光　大田営業所 大田市大田町 0854-82-0663

イエローハット大田長久店 大田市長久町 0854-83-1277

ウェルネス大田店 大田市長久町 0854-84-0365

ウェルネス大田店調剤 大田市長久町 0854-84-0360

ハウジングランドいない　大田店 大田市長久町 0854-82-5611

ホームプラザナフコ　大田店 大田市長久町 0854-84-0431

松江石油株式会社Dr.Drive長久SS 大田市長久町 0854-82-1314

ヤマト運輸　大田長久センター 大田市長久町 0570-200-000

かくれの里ゆかり 浜田市旭町 0855-45-1180

ホテル川隅 浜田市旭町 0855-45-0007



店舗名 所在地 電話番号

国民宿舎千畳苑 浜田市下府町 0855-28-1255

有限会社ニシタニ　下府ＳＳ 浜田市下府町 0855-28-0847

かめや旅館 浜田市金城町 0855-42-0405

リフレパークきんたの里 浜田市金城町 0855-42-3555

金城カントリークラブ 浜田市金城町 0855-42-1111

金城観光ホテル 浜田市金城町 0855-42-1000

美又温泉とらや旅館 浜田市金城町 0855-42-1550

美又温泉国民保養センター 浜田市金城町 0855-42-0353

旅館みくにや 浜田市金城町 0855-42-0355

セルフシーサイド原井 浜田市原井町 0855-23-6688

テックランド浜田港町店 浜田市港町 0855-22-8311

今井書店 ゆめタウン浜田店 浜田市港町 0855-23-7762

島根浜田ワシントンホテルプラザ 浜田市黒川町 0855-23-6111

東光ホテル 浜田市黒川町 0855-23-5151

有限会社　ホテル松尾 浜田市黒川町 0855-22-2520

オートバックス ・浜田店 浜田市周布町 085-524-7126

ホームプラザナフコ　浜田店 浜田市周布町 0855-24-7212

ヤマト運輸　浜田周布センター 浜田市周布町 0570-200-000

ヤマト運輸　浜田上府センター 浜田市上府町 0570-200-000

グリーンリッチホテル浜田駅前 浜田市浅井町 0855-24-1234

ボウルＪＡＣ 浜田市浅井町 0855-22-1186

ホテルルートイン浜田駅前 浜田市浅井町 050-5576-8008

浜田の夜神楽週末公演 浜田市相生町 0855-24-1085

浜田ニューキャッスルホテル 浜田市殿町 0855-23-5880

ウエルシア浜田田町店 浜田市田町 085-525-1285

エディオン浜田店 浜田市田町 0855-23-5252

株式会社　石見エネパワー　田町給油所 浜田市田町 0855-22-0534

ウェルネス浜田西店 浜田市日脚町 0855-24-7250

ウェルネス片庭店 浜田市片庭町 0855-25-1087

湯抱温泉　中村旅館 邑智郡美郷町 0855-75-1250

ウエルシア邑智川本店 邑智郡川本町 085-572-3350

ウェルネス川本店 邑智郡川本町 0855-72-3017

千千香 邑智郡美郷町 0855-74-6500

いこいの村しまね 邑智郡邑南町 0855-95-1205

コメリハード＆グリーン邑南店 邑智郡邑南町 0855-95-3520

有限会社野田久 邑智郡邑南町 0855-83-1315

矢上石油 邑智郡邑南町 0855-95-1145


