
小売店　東部

店舗名 所在地 電話番号

道の駅頓原/レストハウスやまなみ 飯石郡飯南町花栗 0854-72-1111

憩いの郷衣掛 飯石郡飯南町上赤名 0854-76-2158

カワシマ本店 出雲市今市町 0853-25-0001

一畑百貨店 ゆめタウン出雲店 出雲市大塚 0853-31-9351

寺子屋本舗　出雲大社店 出雲市大社町 0853-53-5653

ナフコ ツー・ワンスタイル 出雲市平野町 0853-20-1880

イオンモール出雲 出雲市渡橋町 0853-24-8430

PLANT 出雲店 出雲市塩冶町 0853-24-7800

コムサイズム イオン松江店2F 松江市朝日町 0852-60-0530

株式会社ホテル一畑内　SHOP（売店） 松江市千鳥町 0852-22-0188

OWNDAYS　イオン松江店 松江市東朝日町 0852-67-3559

アズアイムモチダ 松江市東朝日町 0852-28-2170

イオン松江店 松江市東朝日町 0852-32-2121

お茶の森山園　イオン松江店 松江市東朝日町 0852-28-1184

バッグショップかわた 松江市東朝日町 0852-28-2122

福田屋 イオン松江ショッピングセンター 松江市東朝日町 0852-27-4888

え～ひだShopスマイル 安来市広瀬町 0854-26-4010

え～ひだ市場 安来市広瀬町 0854-26-4010

安来市観光交流プラザ　特産品コーナー 安来市安来町 0854-23-7667

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 0854-23-2811

彩雲堂　プラーナ店 安来市安来町 0854-23-2807

ローソン　安来吉佐店 安来市吉佐町 0854-23-7702

お土産処　まるびし 安来市古川町 0854-28-8983

足立美術館分館売店　清松庵 安来市古川町 0854-28-7623

ファミリーマート 安来広瀬 安来市広瀬町 0854-32-9030

株式会社フーズマーケットホック　広瀬店 安来市広瀬町 0854-32-2351

祖田風月堂 安来市広瀬町 0854-32-2529

鍛冶工房弘光 安来市広瀬町 0854-36-0026

天野紺屋 安来市広瀬町 0854-32-3384

ローソン　安来黒井田町店 安来市黒井田町 0854-23-7190

ローソン　安来今津町店 安来市今津町 0854-23-2177

深田豊隆堂 安来市清水町 0854-22-5906

ローソン　ローソン・ポプラ安来中海店 安来市西荒島町 0854-28-7900

ローソン　安来折坂町店 安来市折坂町 0854-22-3660

ローソン　安来田頼店 安来市田頼町 0854-28-8126

セブンイレブン安来飯島町店 安来市飯島町 0854-22-2117

ファミリーマート 安来飯島 安来市飯島町 0854-23-7267

スーパーセンタートライアル雲南店 雲南市加茂町 085-449-9234

ローソン　雲南掛合店 雲南市掛合町 0854-62-0677

株式会社竹下本店 雲南市掛合町 0854-62-0008

お土産屋　たたらっち 雲南市吉田町 0854-74-9511



店舗名 所在地 電話番号

ままたまご吉田本店 雲南市吉田町 0854-74-0075

稲わら工房 雲南市吉田町 0854-74-0223

奥出雲　前綿屋鐵泉堂 雲南市吉田町 0854-74-0008

奥出雲たなべ 雲南市吉田町 0854-74-0039

吉田ふるさと村 雲南市吉田町 0854-74-0500

産直市よってごしな菜 雲南市吉田町 0854-74-9345

ローソン　三刀屋木次インター店 雲南市三刀屋町 0854-45-3846

ほっかほっか亭三刀屋店 雲南市三刀屋町 0854-45-0233

みしまや　三刀屋店 雲南市三刀屋町 0854-45-5400

有限会社　紅梅しょうゆ 雲南市三刀屋町 0854-45-2507

ファミリーマート 雲南大東店 雲南市大東町 0854-43-8077

ローソン　島根大東店 雲南市大東町 0854-43-3882

Yショップ　きすき道の駅店 雲南市木次町 0854-40-0540

グッディー木次店 雲南市木次町 0854-42-1212

たんびにきて家 雲南市木次町 0854-40-0540

株式会社フーズマーケットホック　雲南店 雲南市木次町 0854-47-7225

道の駅おろちの里　特産物直売所 雲南市木次町 0854-48-9062

アトネスいずも銘店会Ａコ－ナ－ 出雲市駅北町 0853-22-7511

アトネスいずも銘店会Bコ－ナ－ 出雲市駅北町 0853-22-7571

アトネスいずも銘店会Cコ－ナ－ 出雲市駅北町 0853-22-7663

しまね寶楽庵アトネスいずも店 出雲市駅北町 0853-21-9410

すうべにあ出雲 出雲市駅北町 0853-24-8707

セブン-イレブン ハートイン　JR出雲市駅店 出雲市駅北町 0853-25-0696

セブン-イレブン 出雲市駅北店 出雲市駅北町 0853-25-7968

中浦本舗アトネスいずも店 出雲市駅北町 0853-30-0665

ラピタみなみ店 出雲市塩冶町 0853-22-3733

グッディー医大通店 出雲市塩冶町 0853-21-2088

ぷちショップナガサワ１ 出雲市塩冶町 0853-23-7966

株式会社フーズマーケットホック　塩冶店 出雲市塩冶町 0853-23-2377

業務用食品スーパー　出雲店 出雲市塩冶町 0853-23-8818

ほっかほっか亭医大通り店 出雲市塩冶有原町 0853-24-8222

フェアトレードfuku-mimi 出雲市塩冶有原町 0853-20-0075

藤増ストアー古志店 出雲市古志町 0853-23-1129

ラピタ湖陵店 出雲市湖陵町 0853-43-3535

井山屋製菓　出雲店 出雲市江田町 0853-27-9691

かにかに家 出雲市高岡町 0853-22-8899

ローソン　出雲国富店 出雲市国富町 0853-63-5252

カワシマ サブズ店 出雲市今市町 0853-25-0001

ハナガワ 出雲市今市町 0853-21-2244

ポプラ出雲駅前店 出雲市今市町 0853-24-8831

ラピタ本店 出雲市今市町 0853-21-6060

ローソン　出雲今市町本町店 出雲市今市町 0853-22-2113



店舗名 所在地 電話番号

旭日酒造 出雲市今市町 0853-21-0039

坂根屋本店 出雲市今市町 0853-24-0011

扇屋菓子舗 出雲市今市町 0853-22-7171

富士酒造合資会社 出雲市今市町 0853-21-1510

北村酒店 出雲市今市町 0853-21-1400

ヤマザキショップ　あわや 出雲市佐田町 0853-84-0100

ラピタ佐田店 出雲市佐田町 0853-84-0262

ラピタはまやま店 出雲市松寄下町 0853-30-7770

ラピタ多伎店 出雲市多伎町 0853-86-2444

井山屋製菓　多伎本店 出雲市多伎町 0853-86-2246

道の駅キララ多伎 出雲市多伎町 0853-86-9080

(有)俵屋菓舗　神門店 出雲市大社町 0853-53-4737

(有)俵屋菓舗　大鳥居店 出雲市大社町 0853-53-2123

KAnoZA大社店 出雲市大社町 0853-53-2884

MAMMA MIA IZUMO 出雲市大社町 080-2379-9781

UONOYA 出雲市大社町 0853-53-3687

いずもちーずけーき本舗 出雲市大社町 0853-31-4811

いずも縁結び本舗南店 出雲市大社町 0853-53-8110

いずも縁結び本舗北店 出雲市大社町 0853-53-2884

いろは　雲のうえ出雲店 出雲市大社町 050-3578-0967

えすこ 出雲市大社町 0853-31-4035

さかえ屋 出雲市大社町 0853-53-0256

セブンーイレブン出雲大社町中荒木店 出雲市大社町 0853-53-0007

たまゆら　出雲大社店 出雲市大社町 0853-53-8031

とんぼ玉工房いちの家大社店 出雲市大社町 0853-27-9936

ファミリーマート ＪＡいずも大社東 出雲市大社町 0853-53-8015

ベビーカステラ　松露庵　出雲大社店 出雲市大社町 0853-25-9460

まがたまや雲玉 出雲市大社町 0853-27-9469

みつばち工房　花の道　出雲大社店 出雲市大社町 0853-53-5832

めのうの店　川島　出雲大社店 出雲市大社町 0853-31-4333

めのや　出雲大社店 出雲市大社町 0853-31-4675

ラピタ大社店 出雲市大社町 0853-53-2800

ローソン　浜山店 出雲市大社町 0853-53-0377

一畑電車　出雲大社前駅売店 出雲市大社町 0853-53-2133

縁起屋白うさぎ 出雲市大社町 0853-31-6003

縁結び箸ひらの屋 出雲市大社町 0853-53-0013

開運堂 出雲市大社町 0853-53-4309

株式会社フーズマーケットホック　大社店 出雲市大社町 0853-25-8177

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 0853-53-7600

共同店 出雲市大社町 090-9064-4633

古代出雲歴史博物館ミュージアムショップ一畑 出雲市大社町 0853-53-8600

御菓子とみや 出雲市大社町 0853-53-2004



店舗名 所在地 電話番号

御朱印帳専門店しるべ　出雲大社店 出雲市大社町 0853-31-4355

光海どり 出雲市大社町 0853-25-8872

高田屋 出雲市大社町 0853-53-2055

彩雲堂　大社Ael店 出雲市大社町 0853-25-9261

山崎酒店 出雲市大社町 0853-53-2161

手ぬぐい・風呂敷専門店いわいやむすび 出雲市大社町 0853-53-2176

出雲かみしお. 出雲市大社町 0853-53-4140

大社の紅うさぎ 出雲市大社町 090-3748-3714

漬もの匠 けんちゃん漬 出雲市大社町 0853-31-4518

島根ワイナリー　試飲即売館バッカス 出雲市大社町 0853-53-5577

道の駅ご縁広場　出雲物産館 出雲市大社町 0853-53-5150

福乃和 出雲市大社町 0853-53-8101

綿屋彦左衛門 出雲市大社町 0853-27-9127

遊膳出雲大社店 出雲市大社町 0853-53-5654

グッディー北部店 出雲市大津新崎町 0853-24-7677

リビドー洋菓子店　出雲店 出雲市大津新崎町 0853-22-5899

グッディー上成店 出雲市大津町 0853-22-9287

ゆめタウン出雲 出雲市大塚町 0853-24-4555

坂根屋ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町 0853-31-6238

ゆめマート神西 出雲市大島町 0853-43-3800

坂根屋ゆめマート神西店 出雲市大島町 0853-43-7173

藤増ストアー知井宮店 出雲市知井宮町 0853-21-1839

スーパーナカノ 出雲市中野美保北 0853-23-3100

ジョリカドー 出雲市天神町 0853-21-8882

セブンイレブン出雲天神町店 出雲市天神町 0853-23-3067

grappino 出雲市渡橋町 0853-25-0356

イオンスタイル出雲 出雲市渡橋町 0853-24-8200

シューズ愛ランド　出雲店 出雲市渡橋町 0853-20-0181

マルイ浜山通り店 出雲市渡橋町 0853-25-8866

スーパーセンタートライアル出雲白枝店 出雲市白枝町 085-324-7788

セブンイレブン出雲白枝町店 出雲市白枝町 0853-22-8511

セブンイレブン出雲浜山通り店 出雲市白枝町 0853-24-1120

ほっかほっか亭浜山通り店 出雲市白枝町 0853-24-8410

ローソン　出雲白枝堀西店 出雲市白枝町 0853-28-3171

PLANT 斐川店 出雲市斐川町 0853-72-7680

一畑百貨店 出雲空港売店 出雲市斐川町 0853-72-7522

ガラス工房　IZUMO 出雲市斐川町 0853-77-5159

グッディー斐川店 出雲市斐川町 0853-72-5816

スーパーセンタートライアル出雲斐川店 出雲市斐川町 085-373-7725

セブンイレブン出雲斐川町出西店 出雲市斐川町 0853-72-6765

ゆめタウン斐川 出雲市斐川町 0853-72-7900

ローソン　斐川出西店 出雲市斐川町 0853-73-7855



店舗名 所在地 電話番号

坂根屋ゆめタウン斐川店 出雲市斐川町 0853-72-7933

出西窯 出雲市斐川町 0853-72-0239

道の駅湯の川 出雲市斐川町 0853-73-9327

福泉堂 出雲市斐川町 0853-72-0078

BINGOYAスーパーショップ出雲店 出雲市姫原 0853-24-8662

彩雲堂　出雲店 出雲市姫原町 0853-23-0603

（有）俵屋菓舗　浜山店 出雲市浜町 0853-23-0020

天然酵母パン　ルバーブ 出雲市浜町 0853-27-9204

グッディー平田店 出雲市平田町 0853-62-2367

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 0853-62-5951

セブンイレブン出雲平田町薮崎店 出雲市平田町 0853-62-2725

有限会社岡茂一郎商店 出雲市平田町 0853-62-2045

ラピタひらた店 出雲市平田町 0853-63-7300

株式会社フーズマーケットホック　平田店 出雲市平田町 0853-62-3219

岩のり工房 出雲市平田町 0120-62-3619

持田醤油店 出雲市平田町 0853-62-3137

有限会社　風月堂　本店 出雲市平田町 0853-62-2076

來間屋生姜糖本舗 出雲市平田町 0853-62-2115

ウェルネス北田町店 松江市北田町 0852-67-7825

ウェルネス薬局北田町店 松江市北田町 0852-67-7825

有限会社　魚清 松江市伊勢宮町 0852-21-4914

セブンイレブン松江嫁島町店 松江市嫁島町 0852-24-1756

ローソン　松江中原店 松江市外中原町 0852-55-8635

イオン菅田店 松江市学園 0852-32-4321

シューズ愛ランド　松江学園通店 松江市学園 0852-32-2880

ジョイクラブ　ナガサコ　学園通り店 松江市学園 0852-31-1120

みしまや　学園店 松江市学園 0852-24-5200

ローソン　松江学園南店 松江市学園南 0852-21-7120

Ａコープたまゆ店 松江市玉湯町 0852-62-1271

カフェと雑貨とリラックス　Minamin* 松江市玉湯町 0852-67-5050

セブンーイレブン松江玉湯町布志名店 松江市玉湯町 0852-62-0063

玉造アートボックス　美肌マルシェ 松江市玉湯町 0852-67-5050

たまゆら玉造 松江市玉湯町 0852-62-3133

とんぼ玉工房いちの家 松江市玉湯町 0852-62-0405

ホテル玉泉　売店『万葉』 松江市玉湯町 0852-62-0021

ローソン　松江玉湯町布志名店 松江市玉湯町 0852-62-0246

縁くる 松江市玉湯町 090-1018-8018

玉造温泉美肌研究所　姫ラボ 松江市玉湯町 0852-62-1556

玉造酒販 松江市玉湯町 0852-62-1331

宍道湖サービスエリア下り線売店 松江市玉湯町 0852-62-3350

宍道湖サービスエリア上り線売店 松江市玉湯町 0852-62-3200

松浦鮮魚店 松江市玉湯町 0852-62-0029



店舗名 所在地 電話番号

森脇物産店 松江市玉湯町 0852-62-0052

地酒と器のひとしずく 松江市玉湯町 0852-69-8175

湯町窯 松江市玉湯町 0852-62-0726

八百万マーケット 松江市玉湯町 0852-67-6650

セブン-イレブン松江春日店 松江市黒田町 0852-22-7110

株式会社フーズマーケットホック　黒田店 松江市黒田町 0852-26-6004

ローソン　松江坂本町店 松江市坂本町 0852-34-9420

みしまや　さいか店 松江市雑賀町 0852-24-6600

有限会社 原田米穀 松江市雑賀町 0852-21-4842

スーパーセンタートライアル松江店 松江市山代町 085-260-1351

ローソン　湖東中前店 松江市山代町 0852-32-5181

株式会社フーズマーケットホック　山代店 松江市山代町 0852-24-2800

彩雲堂　山代店 松江市山代町 0852-24-3621

三英堂　寺町本店 松江市寺町 0852-31-0122

風流堂　寺町本店 松江市寺町 0852-21-3241

みしまや　鹿島店 松江市鹿島町 0852-82-3100

セブンイレブン松江宍道大森店 松江市宍道町 0852-66-0133

ローソン　ローソン・ポプラ松江宍道湖店 松江市宍道町 0852-67-2820

みしまや　春日店 松江市春日町 0852-24-6500

ローソン　松江春日店 松江市春日町 0852-59-9001

BINGOYA浜乃木店 松江市上乃木 0852-22-8617

イオンエクスプレス上乃木店 松江市上乃木 0852-59-5550

クロード洋菓子店 松江市上乃木 0852-26-7540

シューズ愛ランド　松江上乃木店 松江市上乃木 0852-32-2900

セブンイレブン松江上乃木9丁目店 松江市上乃木 0852-24-5122

ソムリエセレクトワインショップ TARUYA 松江市上乃木 0852-78-0173

みしまや　上の木店 松江市上乃木 0852-20-6200

ラパン上乃木店 松江市上乃木 0852-26-3355

ローソン　松江上乃木二丁目店 松江市上乃木 0852-25-0580

株式会社フーズマーケットホック　茶山店 松江市上乃木 0852-26-6003

酒屋の宇山 松江市上乃木 0852-26-7788

ローソン　松江花街道店 松江市西忌部町 0852-33-2212

BINGOYAスーパーショップ松江店 松江市西川津町 0852-26-4510

セブン-イレブン松江楽山店 松江市西川津町 0852-21-4720

セブンイレブン松江西川津町北店 松江市西川津町 0852-23-5776

セブンイレブン松江西川津東店 松江市西川津町 0852-25-6865

みしまや　楽山店 松江市西川津町 0852-20-6300

ラパン川津店 松江市西川津町 0852-24-8880

一力堂　楽山支店 松江市西川津町 0852-21-3841

ポプラ松江ニューアーバンホテル店 松江市西茶町 0852-59-9770

加島茶舗 松江市西茶町 0852-21-3075

松江ニューアーバンホテル売店 松江市西茶町 0852-23-0003



店舗名 所在地 電話番号

米村本店 松江市西茶町 0852-21-4169

みしまや　津田店 松江市西津田 0852-24-5100

ローソン　松江生協病院店 松江市西津田 0852-60-9221

ローソン　松江西尾町店 松江市西尾町 0852-39-0509

ローソン　松江西浜佐陀店 松江市西浜佐陀町 0852-36-6262

李白酒造 試飲コーナー 松江市石橋町 0852-26-5555

清松庵たちばな 松江市袖師町 0852-32-2345

袖師窯 松江市袖師町 0852-21-3974

decolle 松江市大庭町 0852-60-1316

セブン-イレブン松江大庭バイパス店 松江市大庭町 0852-61-0711

ローソン　松江大庭店 松江市大庭町 0852-59-5980

株式会社フーズマーケットホック　竪町店 松江市竪町 0852-26-6001

みしまや　中原店 松江市中原町 0852-24-6300

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 0852-21-2429

青山蒲鉾店 松江市中原町 0852-21-2675

平野醤油 松江市中原町 0852-21-3549

KAnoZA シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6506

おみやげ楽市松江シャミネ店 松江市朝日町 0852-26-1539

お菓子の壽城 シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6506

お茶の三幸園　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6528

ゴディバ　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-28-7755

しまね寶楽庵　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-28-4315

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 0852-32-5582

セブンイレブン松江朝日町店 松江市朝日町 0852-28-1128

セポスターチス　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-43-6518

リトルマーメイド　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-24-5811

ルクールブラン　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-43-6518

ローソン　松江駅前店 松江市朝日町 0852-60-0285

一畑百貨店松江店 松江市朝日町 0852-55-2500

一力堂　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6528

駅弁　一文字家　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-61-3750

桂月堂　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6528

彩雲堂　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6523

三英堂　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6528

中浦本舗　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6577

風流堂　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6528

福田屋　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-26-6528

鷦鷯屋　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-28-6072

菓子老舗 桂月堂 松江市天神町 0852-21-2622

彩雲堂　本店 松江市天神町 0852-21-2727

中村茶舗 松江市天神町 0852-24-0002

あとりえgtp　カラコロ工房店 松江市殿町 0852-24-2056



店舗名 所在地 電話番号

おつまみ研究所松江殿町ラボ 松江市殿町 0852-67-6221

オリジナルアクセサリーグルグル 松江市殿町 0852-20-2002

カラコロ手づくりのお店 松江市殿町 090-8606-8405

さきたまーkarakoroー　　　アトリエ 松江市殿町 0852-24-1797

さきたまーkarakoroー　　　物販フロア 松江市殿町 0852-24-1797

みしまや　中央店 松江市殿町 0852-24-6100

ミュージアムショップ縁雫 松江市殿町 0852-32-1607

めのうの店　川島　本店 松江市殿町 0852-21-2996

島根県物産観光館 松江市殿町 0852-22-5758

野津めのう店 松江市殿町 0852-21-4779

みしまや　田和山店 松江市田和山町 0852-24-6700

ラパン城北店 松江市東奥谷町 0850-27-3820

アイパルテ 松江市東出雲町 0852-52-7614

ほっかほっか亭東出雲店 松江市東出雲町 0852-53-0331

ローソン　東出雲ホープフルタウン店 松江市東出雲町 0852-53-0112

ローソン　東出雲錦新町店 松江市東出雲町 0852-52-6827

ローソン　揖屋駅前店 松江市東出雲町 0852-53-0017

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 0852-52-2272

お茶の森山園　本店 松江市東朝日町 0852-26-5747

フレンチトースト専門店せるくる 松江市東朝日町 0852-33-7786

セブンイレブン松江東津田町 松江市東津田町 0852-22-0630

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 0852-26-6002

株式会社　物部 松江市南田町 0852-21-4733

HAUS 松江市乃白町 0852-61-5887

ローソン　松江市立病院店 松江市乃白町 0852-59-5424

みしまや　八束店 松江市八束町 0852-76-3700

彩雲堂　工場売店 松江市八束町 0852-76-3377

かどや福田酒店 松江市美保関町 0852-73-0615

サクセスロード 松江市美保関町 0852-75-0537

ローソン　美保関森山店 松江市美保関町 03-5435-1550

美保関売店　なかうら 松江市美保関町 0852-73-0530

ローソン　松江浜乃木三丁目店 松江市浜乃木 0852-25-3671

株式会社フーズマーケットホック　乃木店 松江市浜乃木 0852-27-6957

合資会社　一文字家 松江市平成町 0852-22-3755

山京　平成店 松江市平成町 0852-27-0080

セブンイレブン松江米子町店 松江市米子町 0852-23-0802

ラパン母衣町店 松江市母衣町 0852-23-2080

リビドー洋菓子店　松江店 松江市母衣町 0852-26-5331

セブン-イレブン松江北田町西店 松江市北田町 0852-22-7997

ぐらへるん 松江市北堀町 0852-21-4033

しまねのぢげもん 松江市北堀町 080-5756-4795

ハナユイ 松江市北堀町 070-3624-8787



店舗名 所在地 電話番号

ユーカリ荘 松江市北堀町 0852-33-7448

塩見茶屋 松江市北堀町 0852-25-4031

広瀬絣藍染工房 松江市北堀町 050-6864-3330

笑寿庵（寿隆蒲鉾　松江店） 松江市北堀町 090-2004-8767

くらしの器森脇 松江市末次本町 0852-25-0700

一力堂　本店 松江市末次本町 0852-28-5300

御朱印帳専門店しるべ　松江店 松江市末次本町 0852-25-6687

千茶荘京店本店 松江市末次本町 0852-24-0703

長岡名産堂 松江市末次本町 0852-21-0736

八雲塗やま本 松江市末次本町 0852-23-2525

風流堂　京橋店 松江市末次本町 0852-21-5563

末広刃物店 松江市末次本町 0852-21-4060

民芸の店　鷦 松江市末次本町 0852-21-2266

道の駅本庄 松江市野原町 0852-34-1528

風流堂 矢田店 松江市矢田町 0852-21-2344

ガトーリビドー　奥出雲本店 仁多郡奥出雲町三成 0854-54-1077

絲原記念館　売店 仁多郡奥出雲町大谷 0854-52-3335

ポプラ仁多亀嵩店 仁多郡奥出雲町亀嵩 0854-57-9222

道の駅 酒蔵奥出雲交流館 仁多郡奥出雲町亀嵩 0854-57-0880

ファミリーマート 奥出雲横田 仁多郡奥出雲町下横田 0854-52-9170

奥出雲讃菓 松葉屋 仁多郡奥出雲町下横田 0854-52-2131

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 0854-52-3300

株式会社舞茸奥出雲 仁多郡奥出雲町八川 0854-52-0017

ファミリーマート 奥出雲三成 仁多郡奥出雲町三成 0854-54-9770

道の駅奥出雲おろちループ売店 仁多郡奥出雲町八川 0854-52-3111

ポプラ横田中央店 仁多郡奥出雲町横田 0854-52-9958


