
その他　東部

店舗名 所在地 電話番号

ウェルネス安来店 安来市飯島町 0854-23-7750

エディオン安来店 安来市飯島町 0854-23-2411

オーベルジュ天空　別邸母里 安来市伯太町 0854-26-4131

さぎの湯荘 安来市古川町 0854-28-6211

ハウジングランドいない　安来飯島店 安来市飯島町 0854-23-1811

比田温泉 湯田山荘 安来市広瀬町 0854-34-0240

ホテルひさご家 安来市安来町 0854-22-2127

メガネの三城　安来店 安来市飯島町 0854-23-2269

もみんちゅ是空 安来市宮内町 070-7780-3419

ヤマト運輸　安来飯島センター 安来市赤江町 0570-200-000

吉田酒造株式会社 安来市広瀬町 0854-32-2258

紅葉館 安来市清水町 0854-22-2530

今井書店 プラーナ店 安来市安来町 0854-23-2808

松琴館 安来市清水町 0854-22-2002

竹葉 安来市古川町 0854-28-6231

夢ランドしらさぎ 安来市古川町 0854-28-6300

(一社)松江観光協会美保関町支部 松江市美保関町 0852-73-9001

100満ボルト松江本店 松江市乃白町 0852-28-6800

alfa　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-8060

Bee Zip　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-60-2159

BLOOM　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-61-8830

GROOM HAUS 松江市乃白町 0852-61-2885

JELLYBEANS　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-60-1215

Lavenu松江 松江市黒田町 0852-69-1312

MINiPLA シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-61-8305

Top's   beautysalon 松江市学園 0852-25-4576

TOTONOL 松江市玉湯町 080-5758-1239

アウディ山陰 松江市西津田 0852-32-0880

あじさい 松江市西茶町 0852-23-0003

アリカフェ　学園店 松江市学園 0852-60-0773

アリカフェ　浜乃木店 松江市浜乃木町 0852-27-7890

イエローハット松江店 松江市学園南 0852-27-3088

いずも和紙 書遊 松江店 松江市袖師町 0852-67-6363

ウェルネス学園店 松江市学園 0852-25-1891

ウェルネス学園南店調剤 松江市学園南 0852-55-8630

ウェルネス橋南店 松江市西津田 0852-28-5135

ウェルネス橋南店調剤 松江市西津田 0852-28-5150

ウェルネス古志原三丁目店 松江市古志原 0852-20-7730

ウェルネス古志原三丁目店調剤 松江市古志原 0852-20-7720

ウェルネス古志原店 松江市古志原 0852-32-5115

ウェルネス黒田店 松江市黒田町 0852-60-0330



店舗名 所在地 電話番号

ウェルネス宍道店 松江市宍道町 0852-66-7005

ウェルネス春日店 松江市春日町 0852-20-1555

ウェルネス春日店調剤 松江市春日町 0852-20-1556

ウェルネス上乃木店 松江市上乃木 0852-60-6555

ウェルネス川津店 松江市西川津町 0852-60-9350

ウェルネス大庭店 松江市大庭町 0852-59-9533

ウェルネス大庭店調剤 松江市大庭町 0852-60-5685

ウェルネス東津田店 松江市東津田町 0852-20-3232

ウェルネス東津田店調剤 松江市東津田町 0852-20-2650

ウェルネス乃白店 松江市乃白町 0852-60-2507

ウェルネス乃白店調剤 松江市乃白町 0852-59-5235

ウェルネス馬潟店 松江市馬潟町 0852-38-8775

ウェルネス薬局春日２号店 松江市春日町 0852-60-9020

エディオン松江店 松江市東本町 0852-23-8611

オートバックス 松江店 松江市学園 085-228-3388

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 0852-28-9080

温泉ゲストハウス 翠鳩の巣 松江市玉湯町 0852-61-0102

株式会社一畑トラベルサービス（本社） 松江市千鳥町 0852-26-2219

株式会社中筋商事 浜乃木給油所 松江市浜乃木町 0852-26-3714

株式会社日本交通旅行社 松江市東朝日町 0852-23-3703

グリーンリッチホテル松江駅前 松江市朝日町 0852-27-3000

コクミン　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6505

コクミンドラッグ　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6505

こんぺいとう 松江市八束町 0852-76-3361

サンドラッグ揖屋店 松江市東出雲町 0852-53-0124

サンラポーむらくも 松江市殿町 0852-21-2670

ジルコニア 松江市西川津町 0852-31-2277

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 0852-25-8171

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 0852-60-2171

釣具のポイント 松江店 松江市東朝日町 0852-60-1161

テモミジョーズ　松江橋北店 松江市菅田町 0852-32-7700

テモミジョーズ　松江東津田店 松江市東津田町 0852-27-4448

ドーミーインＥＸＰＲＥＳＳ松江 松江市朝日町 0852-59-5489

なにわ一水 松江市千鳥町 0852-21-4132

なべや別館 松江市美保関町 0852-72-3000

ハッピーランド三愛 楽山SS 松江市学園南 0852-31-3009

バルコスブルー　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-25-3533

ペットホテル糸 松江市玉湯町 0852-67-2232

ベニヤ模型 松江市末次本町 0852-21-5571

ベニヤ模型ステーションホビー 松江市寺町 0852-27-4471

ホームプラザナフコ　松江店 松江市竹矢町 0852-38-9261

ホテルルートイン松江 松江市東本町 0852-20-6211



店舗名 所在地 電話番号

ホテル一畑 松江市千鳥町 0852-22-0188

ホテル玉泉 松江市玉湯町 0859-22-6134

ホテル玉泉　ラウンジ『土笛』 松江市玉湯町 0852-62-0021

ホテル白鳥 松江市千鳥町 0852-21-6195

松江アーバンホテル 松江市朝日町 0852-22-0002

松江石油株式会社Dr.Drive津田街道SS 松江市西津田 0852-21-5698

松江石油株式会社Dr.Drive西川津SS 松江市西川津町 0852-26-1115

松江石油株式会社Enejet松江八幡町SS 松江市八幡町 0852-37-2236

松江ニューアーバンホテル 別館 松江市西茶町 0852-23-0003

マネケン　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-61-0070

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 0859-22-6134

民宿なかよし 松江市島根町 0852-85-3150

メガネ２１松江店 松江市津田町 0852-61-0021

メルセデス・ベンツ島根 松江市西津田 0852-67-2888

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 0852-28-7788

ヤマダ電機　テックランド松江学園南店 松江市学園南 0852-31-4147

ヤマト運輸　松江玉造センター 松江市玉湯町 0570-200-000

ヤマト運輸　松江西川津センター 松江市西川津町 0570-200-000

ヤマト運輸　松江津田センター 松江市西津田 0570-200-000

ヤマト運輸　松江東出雲センター 松江市東出雲町 0570-200-000

ゆうあい熊野館 松江市八雲町 0852-54-0140

夕景湖畔　すいてんかく 松江市千鳥町 0852-21-4910

一畑トラベルサービス 松江駅前営業所 松江市朝日町 0852-21-3021

花の店　Hirata　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6575

皆美館 松江市末次本町 0852-21-5131

眼鏡市場　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-60-0858

橋根旅館 松江市美保関町 0852-75-0714

玉井館 松江市玉湯町 0852-62-0314

玉井別館 松江市玉湯町 0852-62-0524

玉造グランドホテル長生閣 松江市玉湯町 0852-62-0711

玉造国際ホテル Rivage Choraku 松江市玉湯町 0852-62-0531

今井書店 TONOMACHI63 松江市殿町 0852-24-2230

今井書店 グループセンター店 松江市田和山町 0852-20-8811

今井書店 グループセンター店 STUDIO WONDER 松江市田和山町 0852-20-8686

今井書店 学園通り店 松江市学園 0852-31-8099

寺津屋 松江市天神町 0852-21-3480

出雲・玉造温泉　白石家 松江市玉湯町 0852-62-0521

出雲神々縁結びの宿 紺家 松江市玉湯町 0852-62-0311

松江アーバンホテルレークイン 松江市雑賀町 0852-21-2424

松江エクセルホテル東急　レストランMOSORO 松江市朝日町 0852-27-3160

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 0852-31-6939

松江石油株式会社 Dr.Drive サンライズ松江SS 松江市末次町 0852-23-0227



店舗名 所在地 電話番号

松江石油株式会社 Dr.Drive 松江けやき通りSS 松江市上乃木 0852-25-3244

松江着物レンタル堀川小町 松江市奥谷町 0852-23-7937

松乃湯 松江市玉湯町 0852-62-0611

松平閣 松江市千鳥町 0852-23-8000

星野リゾート　界 出雲 松江市玉湯町 0570-073-011

清風荘 松江市玉湯町 0852-62-0031

大橋館 松江市末次本町 0852-21-5168

朝日館 松江市美保関町 0852-73-0551

東光ホテル 松江市美保関町 0852-73-0221

東武トップツアーズ　松江支店 松江市白潟本町 0852-21-5425

湯陣千代の湯 松江市玉湯町 0852-62-0124

湯之助の宿　長楽園 松江市玉湯町 0852-62-0111

美保館 松江市美保関町 0852-73-0111

福間館 松江市美保関町 0852-73-0011

仏壇の原田　松江店 松江市寺町 0852-25-3587

保性館 松江市玉湯町 0852-62-0011

明神館 松江市美保関町 0852-73-0021

野津旅館 松江市伊勢宮町 0852-21-1525

癒し処きらく松江店 松江市上乃木 0852-26-0184

有限会社　宮本食肉店 松江市浜乃木 0852-22-1928

有限会社　玉造皆美　佳翠苑皆美 松江市玉湯町 0852-62-0331

由志園花木部 松江市八束町 0852-76-2118

旅館　松江館 松江市朝日町 0852-21-4679

旅亭　山の井 松江市玉湯町 0852-62-0621

（有）樋野石油店　斐川SS 出雲市斐川町 0853-72-0134

（有）伊藤石油 出雲市白枝町 0853-22-0247

100満ボルト出雲店 出雲市小山町 0853-20-0801

ＡＲＵＭＡＳ 出雲市駅北町 0853-31-4193

asian bodycare -ほぐし処- 出雲市大塚町 0853-23-3300

Ｂｓｈｏｐ出西店 出雲市斐川町 0853-25-7332

ENEOS大社SS 出雲市大社町 0853-53-2498

ikkaゆめタウン出雲店 出雲市大塚町 085-324-6110

K・A 出雲市駅北町 0853-21-7888

NIPPONIA出雲鷺浦漁師町 出雲市大社町 0853-25-9331

NIPPONIA出雲平田木綿街道 出雲市平田町 0853-31-9202

RYUNOSU furniture 出雲市平田町 0853-62-1922

SRE卓球ショップ出雲店 出雲市駅北町 0853-31-9009

TECH. cycle build 出雲市姫原 0853-25-7716

THE STRUCTURE HOSTEL & CAFE BAR 出雲市今市町 0853-25-8350

TRANS 出雲市姫原 0853-25-7830

アリカフェ　駅前店 出雲市駅北町 0853-20-7890

イエローハット出雲店 出雲市荻杼町 0853-30-6371



店舗名 所在地 電話番号

イエローハット出雲斐川店 出雲市斐川町 0853-73-7211

出雲駅前温泉 らんぷの湯 出雲市駅南町 0853-20-2626

出雲大社　御師の宿ますや旅館 出雲市大社町 0853-53-2012

いずも大社カントリークラブ 出雲市湖陵町大池 0853-43-2110

インテリアたなか 出雲市矢野町 0853-21-9532

ヴィ－クウォ－タ－アトネスいずも店 出雲市駅北町 0853-25-3000

ウエルシア出雲高岡店 出雲市高岡町 085-324-7725

ウェルネス塩冶店 出雲市塩冶有原町 0853-24-8555

ウェルネス塩冶店調剤 出雲市塩冶有原町 0853-24-8220

ウェルネス下古志店 出雲市下古志町 0853-24-8185

ウェルネス出雲ドーム北店 出雲市平野町 0853-24-8899

ウェルネス出雲駅南店 出雲市駅南町 0853-20-1550

ウェルネス出雲駅北店 出雲市駅北町 0853-20-1557

ウェルネス出雲駅北店調剤 出雲市駅北町 0853-24-9621

ウェルネス出雲大社店 出雲市大社町 0853-53-8018

ウェルネス出雲中野店 出雲市中野町 0853-24-9220

ウェルネス神門店 出雲市神門町 0853-24-8860

ウェルネス大塚店 出雲市大塚町 0853-20-1622

ウェルネス大塚店調剤 出雲市大塚町 0853-20-1811

ウェルネス白枝店 出雲市白枝町 0853-20-1616

ウェルネス白枝店調剤 出雲市白枝町 0853-20-1660

ウェルネス斐川店 出雲市斐川町 0853-73-3553

ウェルネス斐川薬局 出雲市斐川町 0853-73-7885

ウェルネス平田西店 出雲市平田町 0853-63-7810

ウェルネス平田中ノ島店 出雲市平田町 0853-63-5505

ウェルネス北本町店 出雲市今市町 0853-30-0354

ウェルネス北本町薬局 出雲市今市町 0853-24-7705

ウェルネス薬局医大北店 出雲市塩冶町 0853-27-9215

エディオン出雲店 出雲市渡橋町 0853-23-2451

オートバックス いずも店 出雲市天神町 085-321-8888

株式会社中筋商事 出雲北給油所 出雲市姫原町 0853-21-0910

ク－ズ・コンセルボ出雲 出雲市駅北町 0853-30-6022

グリーンリッチホテル出雲 出雲市今市町 0853-25-3300

コメリ ハード＆グリーン斐川店 出雲市斐川町 0853-73-7531

コメリハード＆グリーン古志店 出雲市古志町 0853-20-0541

スーパースポーツゼビオゆめタウン出雲店 出雲市姫原 0853-24-7655

スーパーホームセンターいない　斐川店 出雲市斐川町 0853-72-8171

スポーツプラザ二協社 出雲市渡橋町 0853-21-5155

ダイイチ株式会社　ニュー出雲給油所 出雲市今市町 0853-22-6328

ダイイチ株式会社　出雲南給油所 出雲市塩冶町 0853-23-2855

ツインリーブスホテル出雲 出雲市駅北町 0853-30-8000

釣具のポイント 出雲店 出雲市渡橋町 0853-23-9481



店舗名 所在地 電話番号

テモミジョーズ　出雲バイパス店 出雲市渡橋町 0853-62-5999

ニューウェルシティ出雲 出雲市塩冶有原 0853-23-7388

ハウジングランドいない　出雲ドーム東店 出雲市平野町 0853-24-0171

はたご小田温泉 出雲市多伎町 0853-86-2016

ハッピーランド三愛平田SS 出雲市平田町 0853-63-3009

パン工房キララベーカリー 出雲市多伎町 0853-86-2700

ひらたメイプルホテル 出雲市平田町 0853-62-0770

ヒ-リングサロン桜本店 出雲市駅北町 0853-23-7339

ペッツパーク　出雲店 出雲市平野町 0853-23-1122

ホームプラザナフコ　湖陵店 出雲市湖陵町 0853-43-8161

ホームプラザナフコ　平田店 出雲市平田町 0853-63-2180

ホームプラザナフコ　北出雲店 出雲市江田町 0853-24-7500

ホテルエリアワン出雲 出雲市今市町 0853-24-2766

ホテルほり江 出雲市平田町 0853-62-2218

ホテル武志山荘 出雲市今市町 0853-21-1111

マリンタラソ出雲 出雲市多伎町 0853-86-7111

湖静荘 出雲市斐川町 0853-72-0339

民宿ことぶき荘 出雲市大社町 0853-54-5231

ヤマト運輸　出雲高岡センター 出雲市高岡町 0570-200-000

ヤマト運輸　出雲大社センター 出雲市長浜町 0570-200-000

ヤマト運輸　出雲渡橋センター 出雲市渡橋町 0570-200-000

ヤマト運輸　斐川センター 出雲市斐川町 0570-200-000

有限会社タナベ 出雲市斐川町 0853-72-1752

一畑トラベルサービス　出雲営業所 出雲市駅北町 0853-22-5906

一畑山コテージ 出雲市小境町 0853-67-0211

一畑石油 出雲市小境町 0853-67-0023

株式会社今岡興産　エネオス佐田SS 出雲市佐田町 0853-84-0311

見晴らしの丘公園キララコテージ 出雲市多伎町 0853-86-9088

湖畔の温泉宿くにびき 出雲市湖陵町 0853-43-2211

御食事処神苑（ホテルリッチガーデン内） 出雲市天神町 0853-25-3356

高砂商会 出雲市平田町 0853-62-3173

今井書店 ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町 0853-24-6040

今井書店 出雲店 出雲市高岡町 0853-22-8181

四季荘 出雲市斐川町 0853-72-6525

持田スポーツ 出雲市今市町 0853-21-0074

篠原石油有限会社　コスモ石油　平田SS 出雲市国富町 0853-62-3107

酒持田本店 出雲市平田町 0853-62-2023

出雲の隠れ宿　八光園 出雲市乙立町 0853-45-0121

出雲ロイヤルホテル 出雲市渡橋町 0853-23-7211

出雲空港ホテル 出雲市斐川町 0853-72-7800

出雲須佐温泉ゆかり館 出雲市佐田町 0853-84-0800

出雲石油株式会社　出雲給油所 出雲市渡橋町 0853-21-8200



店舗名 所在地 電話番号

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 0853-27-9541

松園 出雲市斐川町 0853-72-0024

松江石油株式会社 サンドリーム出雲SS 出雲市大塚町 0853-24-7555

松江石油株式会社 出雲市駅前SS 出雲市塩冶町 0853-21-4741

草菴 出雲市斐川町 0853-72-0226

竹野屋旅館 出雲市大社町 0853-53-3131

天然温泉大社の湯　いにしえの宿　佳雲 出雲市大社町 0853-53-8877

天然温泉大社の湯　お宿　月夜のうさぎ 出雲市大社町 0853-53-8877

天然温泉八雲の湯　ドーミーイン出雲 出雲市駅南町 0853-21-5489

湯元湯の川 出雲市斐川町 0853-72-0333

八重垣写真館 出雲市大社町 0853-53-2265

仏壇の原田　出雲店 出雲市今市町 0853-22-7250

癒し処きらく出雲本店 出雲市小山町 0853-24-0184

有限会社　出雲二見　大社港SS 出雲市大社町 0853-53-2224

有限会社　藤原商店 出雲市長浜町 0853-28-0150

有限会社ビジネスホテル大社 出雲市大社町 0853-53-2194

槇野理容室 出雲市今市町 0853-22-6300

ウェルネス掛合店 雲南市掛合町 0854-62-9577

ウェルネス三刀屋中央店 雲南市三刀屋町 0854-45-0355

ウェルネス三刀屋店 雲南市三刀屋町 0854-47-7715

ウェルネス大東店 雲南市大東町 0854-43-8877

ウェルネス大東薬局 雲南市大東町 0854-43-8025

難波石油株式会社 Dr.Drive三刀屋店 雲南市三刀屋町 0854-45-2420

難波石油株式会社 オートオアシス里方ＳＳ 雲南市木次町 0854-42-3001

ニュー掛合給油所 雲南市掛合町 0854-62-0146

ハウジングランドいない　三刀屋店 雲南市三刀屋町 0854-45-3171

ホームプラザナフコ　雲南店 雲南市木次町 0854-42-8061

ホテル上代 雲南市三刀屋町 0854-45-5900

ヤマト運輸　雲南センター 雲南市三刀屋町 0570-200-000

国民宿舎清嵐荘 雲南市吉田町 0854-75-0031

今井書店 木次マルシェリーズ店 雲南市木次町 0854-47-7212

難波石油株式会社 来島ＳＳ 飯石郡飯南町 0854-76-2339

松江石油株式会社Dr.Drive新赤名SS 飯石郡飯南町 0854-76-2063

株式会社赤名酒造直売店 飯石郡飯南町 0854-76-2016

ウェルネス横田店 仁多郡奥出雲町 0854-52-9177

かたくりの里 民宿たなべ 仁多郡東出雲町 0854-52-0930

ヤマト運輸　仁多横田センター 仁多郡奥出雲町 0570-200-000

奥出雲多根自然博物館 仁多郡奥出雲町 0854-54-0003

奥出雲町サイクリングターミナル 仁多郡奥出雲町 0854-54-2100

株式会社丸共　奥出雲セルフ 仁多郡奥出雲町 0854-54-1701

亀嵩温泉　玉峰山荘 仁多郡奥出雲町 0854-57-0800

斐乃上温泉斐乃上荘 仁多郡奥出雲町 0854-52-0234


