
小売店 西部
店舗名 所在地 電話番号

イオン大田店 大田市長久町 0854-84-0100
グッディー大田店 大田市大田町 0854-82-0976
さつだや 大田市大田町 0854-82-1890
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 0854-86-0500
スーパーおがわ 大田市温泉津町 0855-65-2636
ふれあい交流館 大田市仁摩町 0854-88-3601
みしまや 大田長久店 大田市長久町 0854-83-1030
ゆうゆう館 大田市温泉津町 0855-65-2065
ローソン 大田久手町波根西店 大田市久手町 0854-84-5090
ローソン　大田宮崎店 大田市大田町 0854-84-0808
ローソン　大田町柳井店 大田市大田町 0854-83-7388
ローソン 大田長久店 大田市長久町 0854-84-9041
ローソン　島根大田町店 大田市大田町 0854-84-9023
ローソン・ポプラ石見銀山店 大田市仁摩町 0854-88-4480
一宮酒造有限会社 大田市大田町 0854-82-0057
温泉津 やきもの館 大田市温泉津町 0855-65-4139
銀山みやげＪＲ大田市駅店 大田市大田町 0854-84-5430
群言堂　石見銀山本店 大田市大森町 0854-89-0077
若林酒造 大田市温泉津町 0855-65-2007
森山窯 大田市温泉津町 0855-65-2420
石見ワイナリー 大田市三瓶町 0854-83-9103
石見銀山おみやげ処 大田市大森町 0854-89-0580
椿窯 大田市温泉津町 0855-65-2286
道の駅ロード銀山 大田市久手町 0854-82-1991
鳩庵 大田市大森町 070-5056-0055
有限会社　椿窯 大田市温泉津町 0855-65-2022
有限会社岡富商店 大田市久手町 0854-82-8102
有馬光栄堂 大田市大森町 0854-89-0629
いわみプラザショッピングセンター 邑智郡邑南町 0855-95-1131
濁酒蔵元 邑川 邑智郡三郷町 0855-74-6122
ローソン　ローソン・ポプラ瑞穂店 邑智郡邑南町 0855-83-2017
ローソン　ローソン・ポプラ川本因原店 邑智郡川本町 0855-72-2812
香木の森クラフト館 邑智郡邑南町 0855-95-2369
アクアスミュージアムショプ 浜田市久代町 0855-28-1811
スーパーセンタートライアル浜田店 浜田市周布町 085-524-7980
セブン-イレブン ハートイン　JR浜田駅店 浜田市浅井町 0855-22-0961
セブンイレブン浜田国分店 浜田市国分町 0855-28-1887
セブンイレブン浜田浅井町店 浜田市浅井町 0855-22-0133
セブンイレブン浜田熱田店 浜田市熱田町 0855-27-0331
はまだお魚市場（ここマーケット） 浜田市原井町 0855-23-7111
有限会社やなぎ水産 浜田市原井町 0855-22-9588



店舗名 所在地 電話番号
フルーツジャム　パレット 浜田市黒川町 0855-23-7800
ほっかほっか亭原井店 浜田市原井町 0855-23-5346
ゆめタウン浜田 浜田市港町 0855-23-7700
ゆめマート浜田 浜田市相生町 0855-23-6500
ローソン　浜田国分店 浜田市国分町 0855-28-1841
ローソン・ポプラ浜田金城店 浜田市金城町 0855-42-3150
道の駅ゆうひパーク浜田　五地想市場 浜田市原井町 0855-23-8003
日本海酒造株式会社 浜田市三隅町 0855-32-1221
浜田市観光協会特産品販売所 浜田市浅井町 0855-28-7133
有限会社　江木蒲鉾店 浜田市朝日町 0855-22-1538
セブンイレブン江津二宮店 江津市二宮町 0855-53-4039
ゆめタウン江津 江津市嘉久志町 0855-54-0178
森トピア 江津市波子町 0855-28-3100
神楽の里　舞乃市 江津市後地町 0855-55-1155
Ｙショップ　ＪＡしまね　ラーバン 益田市美都町 0856-52-3649
あったか市 益田市美都町 0856-52-3670
イオン益田店 益田市乙吉町 0856-31-0330
エアポートショップ萩・石見 益田市内田町 0856-24-0040
おみやげ楽市益田店 益田市駅前町 0856-22-8816
スーパーセンタートライアル益田店 益田市須子町 085-631-1052
みと自然の森 益田市美都町 0856-52-2212
ゆめタウン益田 益田市高津 0856-23-7800
レフティーズレザークラフト 益田市津田町 0856-27-2102
ローソン　益田駅前店 益田市駅前町 0856-22-1770
ローソン　益田駅南店 益田市駅前町 0856-23-0636
ローソン　益田横田店 益田市横田町 0856-25-1919
ローソン　益田高津店 益田市高津 0856-23-5308
ローソン　益田中吉田店 益田市中吉田町 0856-22-3257
ローソン　益田土井町店 益田市土井町 0856-24-0227
ローソン　益田東町店 益田市東町 0856-22-4282
ローソン・ポプラ益田乙吉店 益田市乙吉町 0856-31-1955
ローソン・ポプラ美都仙道店 益田市美都町 0856-52-7220
鶏卵堂 益田市あけぼの本町 0856-22-0794
三松堂　益田店 益田市乙吉町 0856-23-6974
「道の駅」シルクウェイにちはら 鹿足郡津和野町 0856-74-2045
有）峰月堂 鹿足郡津和野町 0856-72-0346
ローソン　六日市インター店 鹿足郡吉賀町 0856-77-0075
華泉酒造合資会社 鹿足郡津和野町 0856-72-0036
株)財間酒場 鹿足郡津和野町 0856-72-0039
釜井商店 鹿足郡津和野町 0856-72-0342
古橋酒造株式会社 鹿足郡津和野町 0856-72-0048
三松堂　菓心庵 鹿足郡津和野町 0856-72-3225



店舗名 所在地 電話番号
三松堂　津和野本店 鹿足郡津和野町 0856-72-0174
山田竹風軒本店　絢店 鹿足郡津和野町 0856-72-0316
山田竹風軒本店　海老舎 鹿足郡津和野町 0856-72-4017
山田竹風軒本店　新店 鹿足郡津和野町 0856-72-0897
山田竹風軒本店　本町店 鹿足郡津和野町 0856-72-1858
山本風味堂 鹿足郡津和野町 0856-72-1012
城市酒店 鹿足郡津和野町 0856-72-0207
澄川酒店 鹿足郡吉賀町 0856-77-0022
倉益開正堂 鹿足郡津和野町 0856-72-0028
道の駅　津和野温泉なごみの里 鹿足郡津和野町 0856-72-4122
道の駅むいかいち温泉　産直・物産館やくろ 鹿足郡吉賀町 0856-77-3040
分銅屋　七右衛門 鹿足郡津和野町 0856-72-0021


