
飲食店　東部

店舗名 所在地 電話番号

レストラン やまさや 安来市広瀬町 0854-36-0880

山陰海鮮 炉端かば 安来店 安来市安来町 0854-22-2500

安来グランパ 安来市安来町 0854-23-2040

くいものや膳 安来市安来町 0854-23-1119

お食事処　藤芳 安来市古川町 0854-28-7473

LOACH 安来市黒井田町 0854-22-4334

あかな屋 安来市伯太町 0854-37-0020

カフェレストラン　クラフト 安来市伯太町 0854-37-1123

お好み焼鉄板焼　千両 雲南市加茂町 0854-49-7393

レストランむらげ 雲南市吉田町 0854-74-9345

しゃぶしゃぶと海鮮　炉端かば　雲南店 雲南市三刀屋町 0854-45-2911

しーじゃっく三刀屋店 雲南市三刀屋町 0854-45-5000

旬菜酒房　うさぎ組 雲南市三刀屋町 0854-45-2110

焼肉　さくら亭 雲南市三刀屋町 0854-45-2229

台湾料理　鴻福園 雲南市大東町 0854-43-6668

道の駅さくらの里きすき 雲南市木次町 0854-40-0540

café&bar EN-BRIDGE 出雲市今市町 0853-25-1178

GUN'S屋 出雲市今市町 0853-22-3377

オトナキチコーヒー 出雲市今市町 0853-77-6179

くいもん屋吾作代官町店 出雲市今市町 0853-24-3323

串家物語 ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町 0853ｰ21-5015

まほろば出雲 出雲市大塚町 0853-25-8222

okinogami blue cacao's  ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町 090-4699-5336

大虎 出雲市平田町 0853-63-3468

料理　以久満 出雲市平田町 0853-62-2248

香園 出雲市渡橋町 0853-21-4878

拉麺屋　ごっつお神楽　イオンモール出雲店 出雲市渡橋町 0859-36-8833

しーじゃっく出雲駅南店 出雲市駅南町 0853-30-7228

やおよろず 出雲市駅南町 0853-23-7777

居酒屋華もめん 出雲市駅南町 0853-30-1488

三代目網元　魚鮮水産　出雲市駅南口店 出雲市駅南町 0853-24-7091

笑笑　出雲市南口駅前店 出雲市駅南町 0853-23-3788

和食居酒屋　神門（5/1～） 出雲市駅南町 0853-24-6668

いずも駅前ラウンジさくら 出雲市駅北町 0853-27-9099

大阪屋台居酒屋山ちゃん 出雲駅前店 出雲市駅北町 0853-25-8256

奥出雲そば処一福　出雲駅前店 出雲市駅北町 0853-24-4206

カフェ・アトリオ 出雲市駅北町 0853-25-2022

たこ焼き・鉄板焼きの店　だんだん 出雲市駅北町 0853-30-1088

モスバーガー出雲駅北町店 出雲市駅北町 0853-23-3668

出雲の國麺家　JR出雲市駅店 出雲市駅北町 0853-25-1169

自家焙煎珈琲　良寛 出雲市塩冶町 0853-23-7966



店舗名 所在地 電話番号

手造りうどん　たまき出雲店 出雲市塩冶町 0853-23-1939

蔵カフェ　おもひで屋 出雲市塩冶町 0853-23-6347

風月庵 出雲市塩冶町 0853-21-1597

Café Dining Lounge THE PARK 出雲市塩冶有原町 0853-25-8735

絶景の宿　御所覧場 出雲市乙立町 0853-45-0211

ビストロヴルーテ 出雲市高岡町 0853-23-3598

Coffee&Cocktail Culture 出雲市今市町 0853-21-1080

Gyro 出雲市今市町 0853-31-6577

Izumo Brewing Co. 出雲市今市町 0853-31-9231

LIBERATE 出雲市今市町 0853-21-6180

いずも神在月　印 出雲市今市町 0853-27-9177

いづものSAKABA 出雲市今市町 0853-31-4180

お食事処　和（やわらぎ） 出雲市今市町 0853-23-1700

しゃぶしゃぶ銀の鍋出雲南店 出雲市今市町 0853-25-1097

昭和酒場一番星 出雲市今市町 0853-77-6021

ツバメヤ 出雲市今市町 0853-20-1230

ビストロB.C.倶楽部 出雲市今市町 0853-20-1778

ビッグボーイ出雲今市店 出雲市今市町 0120-18-1120

モッチモパスタ出雲店 出雲市今市町 0853-24-0141

やきとり家すみれ出雲店 出雲市今市町 0853-25-8430

レストランことのは 出雲市今市町 0853-24-0001

牛豚馬鶏出雲店 出雲市今市町 0853-31-9909

献上そば羽根屋本店 出雲市今市町 0853-21-0058

山陰魚酒場　丸善水産出雲店 出雲市今市町 0853-24-7755

山頭火 出雲市今市町 0853-20-0800

四季味処てんてん亭 出雲市今市町 0853-21-2050

手打ち出雲そば ほしえん 出雲市今市町 0853-22-0050

出雲料理　おくに 出雲市今市町 0853-25-0923

善ちゃんラーメン　出雲店 出雲市今市町 080-2919-2683

大衆酒場 十五屋 出雲市今市町 0853-25-0158

鉄板焼　藤増 出雲市今市町 0853-25-8029

桃花園 出雲市今市町 0853-22-8070

鍋や中じい 出雲市今市町 0853-25-8777

美喰Ｌａｂｏ　我龍 出雲市今市町 0853-24-8675

武志屋本店 出雲市今市町 0853-21-0063

粉家こん吉堂 出雲市今市町 0853-30-1909

凡蔵 出雲市今市町 0853-24-2096

味処　すさのお 出雲市佐田町 0853-84-0963

もんぜん 出雲市小境町 0853-67-0630

有限会社よふきや 出雲市小境町 0853-67-0804

相撲食堂ちゃんこちゃん 出雲市神西沖町 0853-25-8224

レストランビアムーン 出雲市西新町 0853-20-2755



店舗名 所在地 電話番号

焼肉ビアムーン 出雲市西新町 0853-21-5585

タラソレストラン 出雲市多伎町 0853-86-2911

らーめん工房海 出雲市多伎町 0853-86-7311

海鮮丼屋　ごゑん 出雲市多伎町 0853-86-3008

Izumo Brewing co. TAISHA 出雲市大社町 0853-31-9231

LoTa森田屋 出雲市大社町 0853-27-9653

NAMI 出雲市大社町 050-1041-5514

NAMIのはなれ 出雲市大社町 090-9062-4208

okinogami blue cacao's 出雲市大社町 0853-53-5336

okinogami blue stand 出雲市大社町 090-4699－5336

tatsuzawa misaki cafe 出雲市大社町 0853-54-5005

出雲そば きずき 出雲市大社町 0853-53-6077

いづも寒天工房　出雲大社参道本店 出雲市大社町 0853-53-5377

奥出雲そば処 一福 神門通り店 出雲市大社町 0853-53-0100

おつまみ研究所大社門前ラボ 出雲市大社町 0853-53-6031

きんぐ　大社焼きそば 出雲市大社町 0853-53-2473

ぐるめ幸洋 出雲市大社町 0853-54-5211

そのやま商店 出雲市大社町 0853-54-5153

そば処　おくに 出雲市大社町 0853-53-5190

そば庄 たまき 出雲市大社町 0853-31-4545

そば庄たまき　ご縁横丁店 出雲市大社町 0853-31-4545

山太 出雲市大社町 0853-25-8378

ゆたか亭 出雲市大社町 0853-53-2208

家族茶屋　夕やけこやけ 出雲市大社町 0853-53-5828

柿谷商店 出雲市大社町 0853-54-5106

割烹・和食堂　　看雲楼 出雲市大社町 0853-53-2017

甘味喫茶お好み焼きみちくさ 出雲市大社町 0853-53-1718

観光センターいずも 出雲市大社町 0853-53-3030

蕎麦処八雲　東店 出雲市大社町 0853-53-4827

蕎麦処八雲　本店 出雲市大社町 0853-53-0187

古代出雲歴史博物館　maru café 出雲市大社町 0853-53-8600

坂根屋入南店kissa&co 出雲市大社町 0853-31-4884

手打ちそば処　出雲えにし 出雲市大社町 0853-53-0165

出雲ぜんざい餅 出雲市大社町 0853-31-4586

出雲そば　めぐみ。惠 出雲市大社町 0853-27-9899

出雲の國麺家　大社店 出雲市大社町 0853-53-4445

出雲甘酒 出雲市大社町 0853-31-9173

出雲大社勢溜前　ぜんざい餅 出雲市大社町 0853-53-5026

食事処小望月 出雲市大社町 0853-53-0257

神門通りカフェ　ポンム・ベエル 出雲市大社町 0853-53-6330

清松庵　出雲大社店　（EBINOYA） 出雲市大社町 0853-25-7337

千鳥そば 出雲市大社町 0853-53-0135



店舗名 所在地 電話番号

大社門前いづも屋 出雲市大社町 0853-53-3890

島根ワイナリー　シャトー弥山 出雲市大社町 0853-53-1112

島根ワイナリー　ユヌ・ベルジュ 出雲市大社町 0853-53-5577

道の駅ご縁広場　そば処　吉兆 出雲市大社町 0853-31-9065

日御碕ドライブイン・民宿西亀荘 出雲市大社町 0853-54-5036

本格手打蕎麦　出雲　砂屋 出雲市大社町 0853-27-9006

カレーハウスCoCo壱番屋　出雲大津新崎店 出雲市大津新崎町 0853-24-9855

京彩厨房　なが田 出雲市大津町 0853-21-2277

献上そば羽根屋大津店 出雲市大津町 0853-21-5084

はなまるうどん　ゆめタウン出雲 出雲市大塚町 0853-24-6012

ペッパーランチゆめタウン出雲店 出雲市大塚町 0853-31-9529

ミスタードーナツゆめタウン出雲店 出雲市大塚町 0853-31-6820

横浜家系ラーメン吉岡家　ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町 0853-25-7128

焼肉の藤増　大塚店 出雲市大塚町 0853-20-7177

大戸屋ごはん処ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町 0853-23-8609

カフェハウス　パステル 出雲市知井宮町 0853-22-0254

ごはんや出雲神立食堂 出雲市中野美保北 0853-23-8880

御食事処　仲野 出雲市中野美保北 0853-21-1321

焼肉TERRACCE 出雲市天神町 0853-23-2388

かつや島根出雲店 出雲市渡橋町 0853-31-4103

くら寿司出雲店 出雲市渡橋町 0853-20-0610

山陰海鮮 炉端かば 出雲店 出雲市渡橋町 0853-22-7000

ミスタードーナツ出雲店 出雲市渡橋町 0853-23-2141

丸源ラーメン出雲店 出雲市渡橋町 0853-22-3354

牛角　出雲渡橋店 出雲市渡橋町 0853-30-0929

食べ処　飲み処　さくらんぼ 出雲市渡橋町 0853-23-9099

拉麺屋神楽出雲店 出雲市渡橋町 0853-20-0868

日本料理　無門 出雲市馬木北町 0853-48-9050

カフェプラザ　サンラック 出雲市白枝町 0853-22-0303

La chocolaterie NANAIRO 出雲市斐川町 0853-25-7676

パステル 出雲市斐川町 0853-72-7950

縁福 出雲市斐川町 0853-31-7788

喫茶　軽食　チャコール 出雲市斐川町 0853-72-9178

手造りうどん　たまき直江本店 出雲市斐川町 0853-72-2112

出雲の國　麺家　出雲縁結び空港店 出雲市斐川町 0853-73-8115

鶴華　波積屋 出雲市斐川町 0853-72-0770

ｃａｆｅ　ＬＥＯＮ 出雲市姫原 0853-25-9227

コメダ珈琲店　出雲姫原店 出雲市姫原 0853-31-5090

居酒屋　舟島屋 出雲市姫原町 0853-31-6870

カフェ＆レスト FAVORI 出雲市浜町 0853-21-1115

そば縁 出雲市浜町 0853-24-8288

献上そば羽根屋伝承館店 出雲市浜町 0853-25-0312



店舗名 所在地 電話番号

伝承裡すぎはら 出雲市浜町 0853-23-3688

ストロベリーカフェ 出雲市平田町 0853-62-5850

そば処・喜多縁 出雲市平田町 0853-31-4259

焼肉まんまる 出雲市平田町 0853-25-7873

風風ラーメン平田店 出雲市平田町 0853-62-9191

文吉たまき 出雲市平田町 0853-25-7951

味処おかや 出雲市平田町 0853-63-3167

麺創房天霧　中之島店 出雲市平田町 0853-63-5188

海都　出雲ドーム店 出雲市平野町 0853-24-6038

広島鉄板焼 ＨＥＲＡ 出雲市平野町 0853-24-2423

モスバーガー出雲ドーム店 出雲市矢野町 0853-23-0141

エスパーク 松江市朝日町 0852-25-8001

四川担担麺虎嘯　松江店 松江市朝日町 0852-69-1362

マリオンクレープ＆ポップマイズ 松江イオン店 松江市朝日町 0852-60-0530

奥出雲そば処一福　松江一畑店 松江市朝日町 0852-55-2564

カフェレスト　フォーシーズン 松江市岡本町 0852-88-3141

や台ずし松江駅前町 松江市御手船場町 06-6191-1818

餃子とレモンサワー　うさぎや 松江市御手船場町 0852-61ｰ3811

雲瀬 松江市堅町 0852-67-7067

株式会社ホテル一畑内　カフェ・バー　ブリリオ 松江市千鳥町 0852-22-0188

株式会社ホテル一畑内　レストラン　アヴァンシア 松江市千鳥町 0852-22-0188

in-comme 松江市寺町 0852-67-1320

ダイニングバーF-RUSH 松江市寺町 0852-40-9184

食楽酒雅　松尾や 松江市寺町 0852-40-9123

魚一蓬莱吉日庵 松江市殿町 0852-28-1358

かじゅまる弁当 松江市殿町 0852-24-4773

らーめんとんてき大翔 松江市殿町 0852-23-2117

焼肉　若富 松江市西津田 0852-25-6717

カフェブラン田和山店 松江市乃白町 0852-67-6200

くいもんや遊食庭 松江市浜乃木 0852-59-3833

トピックス/スピンズ イオン松江店2F 松江市東朝日町 0852-24-0675

カフェ・レスト　びぶるⅡ 松江市東津田町 0852-32-5988

しまね屋 松江市東津田町 0852-32-5878

ありぺろ 松江市東本町 0852-61-8131

イタリア酒場 松江市東本町 0852-33-7990

季節料理　湖粋 松江市東本町 0852-31-8332

酒匠の店　佐香や 松江市東本町 0852-28-0210

キッチンおおはし 松江市東本町 080-6304-0468

おおきに屋ぼちぼち 松江市伊勢宮町 0852-67-6774

ごっつおらーめん　松江伊勢宮店 松江市伊勢宮町 0852-24-0056

コリアンダイニング武市 松江市伊勢宮町 0852-31-3915

じとっこ組合　松江駅前店 松江市伊勢宮町 0852-67-3000



店舗名 所在地 電話番号

旬菜・郷土料理　一隆 松江市伊勢宮町 0852-28-0511

てまひま料理根っこや 松江市伊勢宮町 0852-24-2060

ひなた 松江市伊勢宮町 090-8361-7773

阿雅紗　松江店 松江市伊勢宮町 0852-21-3777

茜どき　松江駅前店 松江市伊勢宮町 0852-60-1000

王さんの餃子　伊勢宮店 松江市伊勢宮町 080-8492-8249

海鮮鉄板やまおか食堂 松江市伊勢宮町 0852-27-0808

松江海鮮市場　鮨主水 松江市伊勢宮町 0852-22-1010

松江巴庵 松江市伊勢宮町 0852-24-2673

大正倶楽部 松江市伊勢宮町 0852-26-6665

地鶏焼処　とり酉 松江市伊勢宮町 0852-25-0848

北海肴市場かじゃぐう 松江市伊勢宮町 0852-24-6828

味処明島 松江市伊勢宮町 0852-28-2239

神代そば 松江市奥谷町 0852-21-4866

くら寿司松江店 松江市学園 0852-60-0610

コメダ珈琲店　松江学園店 松江市学園 0852-60-2040

東京田園調布うなぎ圓 松江市学園 0852-31-8181

ビッグボーイ松江学園店 松江市学園 0120-18-1120

ほっかほっか亭　学園通り店 松江市学園 0859-21-7001

ホルモン焼肉がくえん横丁 松江市学園 0852-23-0001

手造りうどん　たまき松江店 松江市学園 0852-27-1531

焼肉丸喜　松江学園店 松江市学園 0852-21-8929

食遊酒菜　風神 松江市学園 0852-25-8356

カレーハウスCoCo壱番屋　松江学園通り店 松江市学園南 0852-28-0266

日本茶cafeScarab136 松江市学園南 0852-22-2003

拉麺屋神楽松江店 松江市学園南 0852-20-6260

Yori荘 松江市玉湯町 0852-67-5885

龍頭 松江市玉湯町 0852-62-1469

mame café 松江市玉湯町 0852-67-5050

キッチン花音 松江市玉湯町 0852-67-2229

そば富 松江市玉湯町 0852-62-0185

たかしま食堂 松江市玉湯町 0852-62-0503

レストラン Rivage 松江市玉湯町 0852-62-0531

若竹寿し 松江市玉湯町 0852-62-0831

味皆美ふじな亭 松江市玉湯町 0852-62-0227

櫻 松江市玉湯町 0852-62-0232

居酒屋樂樂 松江市御手船場町 0852-24-3956

山陰海鮮 炉端かば 松江駅前店 松江市御手船場町 0852-26-9900

温野菜　松江駅前店 松江市御手船場町 085-228-2288

串カツ田中松江駅前店 松江市御手船場町 0852-67-6977

山陰魚酒場　丸善水産松江店 松江市御手船場町 0852-24-3933

善ちゃんラーメン　松江店 松江市御手船場町 080-2919-2682



店舗名 所在地 電話番号

日本海の幸　漁火 松江市御手船場町 0852-28-8115

カレーハウスCoCo壱番屋　松江城山西通り店 松江市黒田町 0852-67-3998

海鮮うまいもん料理京らぎ黒田店 松江市黒田町 0852-25-2233

牛角　松江北店 松江市黒田町 085-228-1129

松江堀川・地ビール館 松江市黒田町 0852-55-8877

赤から　松江黒田店 松江市黒田町 0852-67-1434

モッチモパスタ松江店 松江市山代町 0852-67-2259

焼肉＆グルメバイキングかたおか松江店 松江市山代町 0852-67-2983

Cafe&Bar FRANC 松江市寺町 0852-22-3939

JAPANESQUE 松江市寺町 0852-67-5959

smoke bar 5150 松江市寺町 0852-23-1251

やきとり家すみれ松江店 松江市寺町 0852-67-5855

海鮮・串焼き　満天 松江市寺町 0852-61-8881

山科　居酒屋赤ちょうちん 松江市寺町 0852-25-0456

寿司ダイニング　AYAMACHI 松江市寺町 0852-27-1007

旬彩亭　雷神 松江市寺町 0852-20-6188

焼肉　とらじ 松江市寺町 0852-23-0089

笑笑　松江駅前店 松江市寺町 0852-32-4188

赤から　松江寺町店 松江市寺町 0852-67-3542

多国籍市場カジャグー 松江市寺町 0852-27-0223

地酒屋 朔屋 松江市寺町 0852-28-1440

日本酒cafe & 蕎麦 誘酒庵 松江市寺町 0852-22-3981

炉端と串カツ　テツオ 松江市寺町 0852-27-7717

和食居酒屋　旬門　松江店 松江市寺町 0852-27-7212

Hashimoto向 松江市宍道町 0852-66-0708

ふくまる寿司 松江市宍道町 0852-61-3969

モスバーガー宍道店 松江市宍道町 0852-66-3939

レストランナテュール 松江市宍道町 0852-66-0096

ごはんや松江春日食堂 松江市春日町 0852-26-1500

ヨシカネ服装　喫茶TOM 松江市上乃木 0852-23-2444

温野菜　松江上乃木店 松江市上乃木 0852-32-0831

牛角　松江上乃木店 松江市上乃木 085-220-2929

五幸 松江市上乃木 0852-25-2112

モスバーガー松江西川津店 松江市西川津町 0852-27-7881

スカイビューキャンドル 松江市西茶町 0852-27-5511

ココス松江西津田 松江市西津田 0852-59-5882

ごはんや松江西津田食堂 松江市西津田 0852-25-8839

焼肉オオグニ屋 松江市西津田 0852-59-2552

Restaurant&Wedding LAUT 松江市西浜佐陀町 0852-36-4100

松江の台所　こ根っこや 松江市千鳥町 0852-28-7211

フルール 松江市中原町 0852-60-1772

くいもの屋わん九州自慢松江駅前店 松江市朝日町 0852-60-1100



店舗名 所在地 電話番号

炭焼き牛たん東山　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-43-6518

ニクバルダカラ松江 松江市朝日町 0852-26-2986

はなの舞　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-60-2282

やきとり番吉 松江市朝日町 0852-31-8308

らあ麺ダイニング麺為セバ成ル。KAKERU　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-67-5840

れすとらんヴェール 松江市朝日町 0852-22-0002

鶏家ゑび寿　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-27-0771

山ちゃん 松江駅前店 松江市朝日町 0852-24-3929

山陰炭焼ごっつぉ酒場　善次郎 松江市朝日町 0852-26-7100

出雲そば　たたらや　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-61-3750

諸国お勝手料理　根っこ 松江市朝日町 0852-26-3855

庄や　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-27-0771

白木屋　松江南口駅前店 松江市朝日町 0852-25-1388

米福　シャミネ松江店 松江市朝日町 0852-28-1015

龍馬 松江店 松江市朝日町 0852-25-0778

Cafe & Sweets Matsue Chatte‘ 松江市殿町 0852-40-9214

Guest house daisho  oshiro asobi 松江市殿町 0852-23-2117

コンセルボ　ふるさと館 松江市殿町 0852-24-0775

ちどり茶屋 松江市殿町 0852-28-6007

ふれんち酒場びいどろ 松江市殿町 0852-20-6627

ろんぢん松江本店 松江市殿町 0852-22-3168

亀田山喫茶室 松江市殿町 0852-61-5001

喫茶きはる 松江市殿町 0852-32-1607

壱龍ラーメン 松江市田和山町 0852-60-5525

カレーハウスCoCo壱番屋　松江田和山店 松江市田和山町 0852-27-5518

サーティーワンアイスクリーム　田和山店 松江市田和山町 0852-25-8070

海鮮れすとらん四季庵　松江店 松江市田和山町 0852-60-7688

焼肉屋大平門　田和山店 松江市田和山町 0852-60-7040

麺創房天霧　田和山店 松江市田和山町 0852-26-8064

お食事処ひだまり 松江市島根町 080-7932-2620

グルメ産直回転寿司　すし博多 松江市東出雲町 0852-78-0022

モスバーガー東出雲アイパルテ店 松江市東出雲町 0852-53-0535

らーめん雲 松江市東出雲町 0852-67-1373

B-BRIDGE 松江市東茶町 0852-28-5877

タリーズコーヒー松江店 松江市東朝日町 0852-20-2580

CafeTerrasseLinQ 松江市東朝日町 0852-67-3428

CL2 cofee 松江市東朝日町 0852-67-2265

お好み焼きてっちゃん 松江市東朝日町 0852-25-0445

くいもんや遊食庭 松江市東朝日町 0852-59-3833

サーティーワンアイスクリーム　イオン松江店 松江市東朝日町 0852-59-5331

すし日和イオン松江店 松江市東朝日町 0852-28-2146

千茶荘 イオン松江店 松江市東朝日町 0852-28-2110



店舗名 所在地 電話番号

大戸屋ごはん処イオン松江店 松江市東朝日町 0852-28-5282

味道園 松江市東朝日町 0852-28-1000

中華蕎麦奨　津田本店 松江市東津田町 0852-23-8840

創作料理　来恩 松江市東本町 090-8240-4497

季節の風　藏 松江市東本町 0852-21-2270

牛豚馬鶏松江店 松江市東本町 0852-23-1010

旨味牛たん玉田屋 松江市東本町 0852-25-6089

大衆割烹 なわのれん 松江市東本町 0852-27-7800

TABLE HAUS 松江市乃白町 0852-61-5888

モスバーガー松江乃白店 松江市乃白町 0852-27-5886

拉麺屋神楽東松江店 松江市馬潟町 0852-37-2008

東岩坂珈琲店 松江市八雲町 0852-61-8988

美保関観光ビュッフェ 松江市美保関町 0852-73-0211

味処・民宿まつや 松江市美保関町 0852-72-2327

コメダ珈琲店　松江浜乃木店 松江市浜乃木 0852-67-5661

麦笛たまき　浜乃木店 松江市浜乃木 0852-27-6600

パティスリー・キュイール 松江市片原町 0852-28-6446

レストラン　西洋軒 松江市片原町 0852-22-3434

薬膳スープカレー８，０００，０００ 松江市片原町 0852-67-3671

麵家　ひばり 松江市北堀町 0852-21-5062

紅茶専門店Pungency 松江市北堀町 0852-78-2682

居酒屋　佐香や　カラコロ広場店 松江市末次本町 0852-23-1887

松江月ヶ瀬 松江市末次本町 0852-21-2497

おいでやすおおきに屋 松江市末次本町 0852-24-8839

パスタファクトリーオルタッジョ 松江市末次本町 0852-28-0101

地産料理　あお山 松江市末次本町 0852-61-8660

日本茶cafeScarab別邸 松江市末次本町 090-5707-4821

民芸茶房　鷦 松江市末次本町 0852-21-2266

和創ダイニング　蒼の音 松江市末次本町 0852-67-6228

姫のそば ゆかり庵 仁多郡奥出雲町稲原 0854-52-2560

茶房十五代 仁多郡奥出雲町大谷 0854-52-2121

山県そば 仁多郡奥出雲町大呂 0854-52-1149

木次線亀嵩駅扇屋 仁多郡奥出雲町郡 0854-57-0034

奥出雲屋 仁多郡奥出雲町下横田 0854-52-2468

吾妻そば 仁多郡奥出雲町三成 0854-54-0219

道の駅奥出雲おろちループ軽食コーナー 仁多郡奥出雲町八川 0854-52-3111

八川そば 仁多郡奥出雲町八川 0854-52-1513

café　シナトラ 仁多郡奥出雲町横田 0854-52-3755

賀松園　横田店 仁多郡奥出雲町横田 0854-52-1028

キッチン　焚菜 仁多郡奥出雲町横田 0854-52-2299

お食事処　大衆 仁多郡奥出雲町三成 0854-54-0129

琴引ビレッジ山荘 飯石郡飯南町佐見 0854-72-1035



店舗名 所在地 電話番号

奥出雲そば処一福　本店 飯石郡飯南町佐見 0854-72-0277


