
店舗名 住所 電話番号

香り芽本舗 出雲市多伎町口田儀908-1 0853-86-2268

道の駅　キララ多伎 出雲市多伎町多岐135-1 0853-86-9080

パン工房　キララベーカリー 出雲市多伎町多岐135-1 0853-86-9080

多伎いちじく温泉 出雲市多伎町久村654 0853-86-2600

見晴らしの丘公園　キララコテージ 出雲市多伎町久村182-1 0853-86-9088

マリンタラソ出雲 出雲市多伎町多岐859-1 0853-86-7111

レストランタラソ 出雲市多伎町多岐859-1 0853-86-2911

石富商店 出雲市大社町日御碕灯台1484-10 0853-54-5332

柿谷商店 出雲市大社町日御碕1089-29 0853-54-5106

ぐるめ幸洋丸 出雲市大社町日御碕1089-48 0853-54-5211

古島商店 出雲市大社町日御碕1481-8 0853-54-5055

園山商店 出雲市大社町日御碕381 0853-54-5153

高木商店 出雲市大社町日御碕1484-12 0853-54-5135

tatuzawa misaki café 出雲市大社町日御碕1089-30 0853-54-5005

花房商店 出雲市大社町日御碕1481-1 0853-54-5126

浜崎屋商店 出雲市大社町日御碕1481-1 0853-54-5236

真野商店 出雲市大社町日御碕1089-47 0853-54-5201

ギャラリー　しわく屋 出雲市大社町鷺浦171 0853-53-1501

ダイビングステーション　ＡＱＵＡ工房 出雲市大社町日御碕450 0853-54-5711

日御碕ドライブイン 出雲市大社町日御碕1022 0853-54-5036

日御碕ビジターセンター 出雲市大社町日御碕1089-37 0853-54-5400

ごんげん丸（木村荘） 出雲市大社町日御碕649-5 0853-54-5109

観光センターいずも 出雲市大社町杵築東273 0853-53-3030

島根ワイナリー 出雲市大社町菱根264-2 0853-53-5577

開運堂 出雲市大社町杵築東497 0853-53-2193

八重垣写真館 出雲市大社町杵築東260 0853-53-2265

出雲観光タクシー（寿レンタカー） 出雲市大社町北荒木854-3 0853-53-6010

大社ハイヤー 出雲市大社町杵築南1353-13 0853-53-3211

高田屋 出雲市大社町杵築東367 0853-53-2055

高橋祝凧店 出雲市大社町杵築東724 0853-53-1553

蔵の美術館　手錢記念館 出雲市大社町杵築西2450-1 0853-53-2000

ビジネスホテル大社（レストラン） 出雲市大社町杵築東67-3 0853-53-2194

大社木工 出雲市大社町中荒木2730-1 0853-53-2247

大社門前　いづも屋 出雲市大社町杵築南775-5 0853-53-3890

たまゆら　出雲大社店 出雲市大社町杵築南776 0853-53-8031

出雲縁起屋白うさぎ 出雲市大社町杵築南775-14 0853-31-6003

山崎酒店 出雲市大社町杵築南987-2 0853-53-2161

とんぼ玉工房　いちの家 出雲市大社町杵築南859-3 0853-27-9936

神門通りカフェ　ポンム・ベエル 出雲市大社町杵築南835-5 0853-53-6330

めのや出雲大社店 出雲市大社町杵築南731 0853-31-4675



甘味喫茶お好み焼き　みちくさ 出雲市大社町杵築南859-3 0853-53-1718

㈱和田珍味　福乃和 出雲市大社町杵築南837-2 0853-53-8101

呉服寿屋　ブライダル寿 出雲市大社町杵築南1260-2 0853-53-3152

本格手打蕎麦　出雲　砂屋 出雲市大社町杵築南772　出雲杵築屋2Ｆ 0853-27-9006

出雲そば　きずき 出雲市大社町杵築東387-1 0853-53-6077

そば処かねや 出雲市大社町杵築東659 0853-53-2366

レンタルきもの ご縁スタイル 出雲市大社町杵築南784-1 0853-27-9541

そば処　八雲本店 出雲市大社町杵築東276-１ 0853-53-0257

そば処　八雲東店 出雲市大社町杵築東264-2 0853-53-0257

山太 出雲市大社町杵築東283-2 0853-25-8378

そば処田中屋 出雲市大社町杵築東364 0853-53-2351

千鳥そば 出雲市大社町杵築東655 0853-53-0135

そば処おくに 出雲市大社町杵築東276 0853-53-5190

出雲そば　めぐみ。惠 出雲市大社町杵築南1342-6 0853-27-9899

別所かまぼこ店 出雲市大社町杵築西1973-1 0853-53-2200

御菓子とみや 出雲市大社町杵築東571 0853-53-2004

荒木屋 出雲市大社町杵築東409-2 0853-53-2352

Izumo Brewing Co. TAISHA 出雲市大社町杵築南840-1 0853-31-4586

けんちゃん漬　出雲大社店 出雲市大社町杵築南840-1 0853-31-4518

ブーランジェリー　ミケ 出雲市大社町杵築南1342-7 0853-31-4288

出雲大社正門前 出雲ぜんざい餅 出雲市大社町杵築南840-1 0853-53-5026

ENEOS　大社SS 出雲市大社町杵築南1386-13 0853-53-2498

吉廻石油 出雲市大社町菱根123 0853-53-3197

出雲二見 出雲市大社町杵築北3176 0853-53-2224

神在之里本舗 出雲市大社町杵築南840-1 0853-22-9006

坂根屋入南店café kissa&co 出雲市大社町入南622-2 0853-31-4884

出雲の國麺家　大社店 出雲市大社町杵築南780-10 0853-53-4445

出雲かみしお 出雲市大社町杵築南838-6 0853-53-4140

出雲甘酒 出雲市大社町杵築北2844-34　神TERASU 0853-31-9173

IZUMO PIZZA maina 出雲市大社町杵築北2844-34　神TERASU 0853-31-9173

まがたまや雲玉 出雲市大社町杵築南840-1　ご縁横丁内 0853-27-9469

出雲日本海　出雲大社正門前店 出雲市大社町杵築南840-1　ご縁横丁内 0853-21-7272

IZUMONO-en 出雲市大社町杵築南769 0853-25-7491

俵屋菓舗　大鳥居店 出雲市大社町杵築東378-2 0853-53-2123

俵屋菓舗　神門店 出雲市大社町杵築南771 0853-53-4737

大社珈琲 出雲市大社町杵築南780-9 0853-53-0510

小望月 出雲市大社町杵築東620 0853-53-0257

神門通り観光案内所 出雲市大社町杵築南780-4 0853-53-2298

縁結び箸　ひらの屋 出雲市大社町杵築南838-6 0853-53-0013

出雲観光協会 出雲市大社町北荒木441-3 0853-53-2112

そば庄　たまき大社店 出雲市大社町杵築南840-1　ご縁横丁内 0853-72-0653



じくの店 出雲市大社町菱根655-1 0853-53-4080

奥出雲そば処一福　出雲大社神門通り店 出雲市大社町杵築南860-8 0853-53-0100

松井銘木 出雲市大社町遥堪1064-3 0853-53-5050

遊膳　出雲大社 出雲市大社町杵築南775-14 0853-53-5654

寺子屋本舗　出雲大社店 出雲市大社町杵築南775-14 0853-53-5653

ANTWORKS GALLERY 出雲市大社町杵築南1342-8 0853-53-2965

BSKK 高濱庭園 出雲市大社町杵築東463-1 0853-25-8999

カノザ大社店 出雲市大社町杵築南775-1 0853-53-2884

いずも縁結び本舗　神門通り北店 出雲市大社町杵築南775-1 0853-53-2884

いずも縁結び本舗　神門通り南店 出雲市大社町杵築南860-7 0853-53-8110

ミュージアムショップ一畑 出雲市大社町杵築東99-4 0853-53-7056

清松庵　出雲大社店(EBINOYA) 出雲市大社町杵築南861-1 0853-25-7337

えすこ 出雲市大社町杵築南841 0853-31-4035

Relaxation space ゆるり 出雲市大社町杵築南1342-7　2F 070-5300-8533

独立軒写真場 出雲市大社町杵築南1001 0120-27-2119

光海どり 出雲市大社町杵築南840-1　ご縁横丁内 0853-25-8872

月と太陽 出雲市大社町杵築南840-1　ご縁横丁内 0853-88-9023

出雲国大社食品 出雲市大社町杵築北3004 0853-53-2125

道の駅ご縁広場　出雲物産館 出雲市大社町修理免735-5 0853-53-5150

おくに茶や 出雲市杵築南731 0853-53-2356

松露庵　出雲大社店 出雲市杵築南833-3 0853-25-9460

めのうの店　出雲大社店 出雲市杵築南772番地1階 0853-31-4333

いづも大社カントリークラブ 出雲市湖陵町大池1944 0853-43-2110

西浜ファーム 出雲市湖陵町差海1240 090-5707-1410

湖畔の温泉宿くにびき 出雲市湖陵町二部1230 0853-43-2211

たきがわ製菓 出雲市湖陵町差海714-2 0853-43-1188

馬庭開運堂 出雲市佐田町反辺1440-14 0853-84-0409

今岡興産　石油部 出雲市佐田町反辺1445-10 0853-84-0311

菓子舗　いちふじ 出雲市佐田町反辺1968-1 0853-84-0509

馬庭本店 出雲市佐田町反辺1376-5 0853-84-0519

目田森林公園 出雲市佐田町反辺2612-3 0853-84-0805

里山キッチン　須佐屋 出雲市佐田町須佐636-1 0853-84-0919

吉栗の食処　おちらと 出雲市佐田町一窪田657 0853-85-8020

ホテルほり江（料亭ほり江） 出雲市平田町1826-20 0853-62-2218

木佐清月堂 出雲市平田町7548 0853-62-2758

㈱來間屋生姜糖本舗 出雲市平田町774 0853-62-2115

風月堂 出雲市平田町485 0853-62-2076

酒持田本店 出雲市平田町785 0853-62-2023

アタゴタクシー 出雲市西平田町18 0853-62-3400

いずも縁結び温泉  ゆらり 出雲市平田町7178 0853-62-1234

木綿街道交流館 出雲市平田町841 0853-62-2631



持田醤油店 出雲市平田町807 0853-62-3137

岡茂一郎商店 出雲市平田町861 0853-62-2045

高砂商会 出雲市平田町2110-15 0853-62-3173

三愛石油(有)　ハッピーランド三愛　平田SS 出雲市平田町1632-1 0853-63-3009

サンフラワー観光 出雲市平田町1627 0853-63-1261

一畑石油㈱ 出雲市小境町405-2 0853-67-0023

開眼堂 出雲市小境町2116 0853-67-0851

なかやま商店 出雲市小境町2117 0853-67-0029

岩のり工房 出雲市平田町7618 0853-62-5845

ごはん屋　綿の花 出雲市平田町841 0853-62-2631

小畑商店 出雲市小境町2116 0853-69-1120

ばんびー食堂 出雲市小境町2115 0853-69-1122

もんぜん 出雲市小境町2117-3 0853-67-0630

文吉たまき 出雲市平田町789-17 0853-72-0653

大衆酒場　まんちゃん 出雲市平田町2273-13 0853-63-7123

レンタリース　NISHIO 出雲市平田町1627 0853-63-2278

海潮産業　西平田SS 出雲市西郷町364-1 0853-63-4870

河原石油　久多美SS 出雲市東福町112-6 0853-62-3225

篠原石油 出雲市国富町506-1 0853-62-3107

屋賀部石油　湖北給油所 出雲市美野町1320-1 0853-67-0694

ホテル武志山荘（レストラン） 出雲市今市町2041 0853-21-1111

出雲ロイヤルホテル（レストラン、お土産） 出雲市渡橋町831 0853-23-7211

坂根屋　扇町本店 出雲市今市町890 0853-24-0011

献上そば　羽根屋　本店 出雲市今市町549 0853-21-0058

献上そば　羽根屋　大津店 出雲市大津町699 0853-21-5084

献上そば　羽根屋　出雲文化伝承館 出雲市浜町520 0853-25-0312

まるこ寿司 出雲市今市町908 0853-21-0453

旭日酒造 出雲市今市町662 0853-21-0039

板倉酒造 出雲市塩冶町468 0853-21-0434

富士酒造合資会社 出雲市今市町1403 0853-21-1510

武志屋本店 出雲市今市町1626-2 0853-21-0063

料亭　白鳥 出雲市今市町264-18 0853-22-5000

料亭　ひがしや 出雲市神西沖町2011-2 0853-43-1024

日本料理　無門 出雲市馬木北町1176 0853-48-9050

料亭たわら 出雲市古志町1026-4 0853-21-3597

炉端かば　出雲店 出雲市渡橋町1211 0854-23-1113

味工房まつしま 出雲市今市町283-5 0853-21-3290

カフェプラザ　サンラック 出雲市白枝町1199-2 0853-22-0303

アポロハイヤー 出雲市枝大津町22-1 0853-22-4141

出雲第一交通 出雲市塩冶善行町11-3 0853-21-2556

日本交通　出雲営業所 出雲市浜町字若宮339-1 0853-21-0475



出雲一畑交通 出雲市常松町353-3 0853-21-1144

かにかに家 出雲市高岡町442-1 0853-22-8899

かみありづき 出雲市知井宮町221-3 0853-23-8488

原寿園 出雲市今市町2076 0853-21-2511

いずもいちば酒房 とらこ 出雲市今市町926-7 0853-30-0521

そば処　神門 出雲市常松町378 0853-24-6200

ビストロ　ヴルーテ 出雲市高岡町595-1 0853-23-3598

すし居酒屋　日本海 出雲市今市町971-16 050-3313-3265

のどぐろ日本海 出雲市今市町1271-5 050-3313-3264

風月庵 出雲市塩冶町765-2 0853-21-1597

ふじひろ珈琲 出雲市渡橋町1223-1 0853-24-1760

相撲食堂　ちゃんこちゃん 出雲市神西沖町2129-8 0853-25-8224

あさつ 出雲市今市町717 0853-21-5630

煮魚のおいしいお店みやび 出雲市今市町696 0853-24-1880

バジェット・レンタカー　島根出雲駅前店 出雲市塩冶町1515-1 0853-22-6611

出雲市駅ショッピングプラザ　アトネスいずも 出雲市駅北町10-3 0853-21-6783

Izumo Brewing Co. 出雲市今市町703-1 0853-31-4586

出雲の國麺家　JR出雲市駅店 出雲市駅北町11 0853-25-1169

ジョリカドー 出雲市天神町233-28 0853-21-8882

そば縁 出雲市浜町517-1 0853-24-8288

伊藤石油 出雲市白枝町592-2 0853-22-0247

オリックスレンタカー出雲市駅前店 出雲市駅南町1-2-11 0853-30-7225

サンドリーム出雲SS 出雲市大塚町774-3 0853-24-7555

出雲市駅前SS 出雲市塩冶町字海上1523-1 0853-21-4741

中筋商事　出雲北給油所 出雲市姫原町283-1 0853-21-2311

たまき　出雲店 出雲市塩冶町1224 0853-72-0653

しっとりつるつる北山温泉 出雲市西林木町61-1 0853-20-0888

石飛石油 出雲市荻杼町381 0853-22-2310

出雲石油㈱　出雲SS 出雲市渡橋町1091-1 0853-21-1039

マルサン石油㈱　矢野SS 出雲市小山町552 0853-21-5211

マルサン石油㈱　島根医大前SS 出雲市塩冶神前4-10-14 0853-22-3399

マルサン石油㈱　北神立SS 出雲市武志町417-1 0853-21-8877

スサノオ観光 出雲市築山新町3-10 0853-31-5777

俵屋菓舗　浜山店 出雲市浜町543-1 0853-23-0020

藤原商店 出雲市長浜町1372-28 0853-28-0150

谷本ハイヤー 出雲市矢野町123-1 0853-22-5411

和食居酒屋　神門 出雲市駅南町1丁目3-3 0853-24-6668

手打ち出雲そば　ほしえん 出雲市今市町905-18 0853-22-0050

湖静荘 出雲市斐川町学頭1948 0853-72-0339

松園 出雲市斐川町学頭1683-5 0853-72-0024

湯元湯の川 出雲市斐川町学頭1329-1 0853-72-0333



出雲縁結び空港エアポートラウンジ 出雲市斐川町沖洲2633-1 0853-72-7501

おかや木芸 出雲市斐川町直江4844-1 0853-72-0538

岡清木芸 出雲市斐川町直江4840-5 0853-72-3260

出西窯 出雲市斐川町出西3368 0853-72-0239

鶴華　波積屋 出雲市斐川町沖洲1630 0853-72-0653

出雲空港カントリー倶楽部 出雲市斐川町学頭3738-1 0853-73-9191

湯の川温泉　四季荘 出雲市斐川町学頭1369 0853-72-6525

宍道湖 出雲市斐川町荘原2750-6 0853-72-0313

出雲生姜屋 出雲市斐川町併川187-3 0853-25-7225

ガラス工房Izumo 出雲市斐川町出西1341-1 0853-77-5159

バジェットレンタカー　出雲空港店 出雲市斐川町荘原2406-2 0853-31-9855

ニッポンレンタカー中国　出雲空港前営業所 出雲市斐川町荘原2425-1 0853-72-0919

糸賀製餅店 出雲市斐川町荘原1175-3 0853-72-3019

BLUE　SKY　出発ロビー店/ゲートショップ 出雲市斐川町沖洲2633-1出雲空港ターミナルビル内 0853-72-6979

出雲の國麺家　出雲縁結び空港店 出雲市斐川町沖洲2633-1　出雲縁結び空港店3F 0853-73-8110

食事・喫茶　神在 出雲市斐川町沖洲2633-1　出雲縁結び空港店3F 0853-73-8115

樋野石油店 出雲市斐川町上直江1276-1 0853-72-0134

美容室マーナ斐川店　ゆめタウン斐川 出雲市斐川町上直江1301-1 0853-72-1752

一畑百貨店　出雲空港売店 出雲市斐川町沖洲2633-1 0853-72-7522

Bshop　出西店 出雲市斐川町出西字高林1358-3 0853-25-7332

ル　コションドール出西 出雲市斐川町出西3368 0853-72-0239

道の駅　湯の川 出雲市斐川町学頭825-2 0853-73-9327

たまき　直江店 出雲市斐川町直江4523 0853-72-0653

湯の川温泉　ひかわ美人の湯 出雲市斐川町学頭3646-1 0853-72-5526

荒神谷博物館ショップ 出雲市斐川町神庭873-8 0853-72-9044

居酒屋　和皆門 出雲市斐川町上直江1285-1 0853-72-5888

吉岡製菓本店 出雲市斐川町荘原3940 0853-72-4566

JAしまねウィル給油所 出雲市斐川町荘原100-2 0853-73-9626

出雲空港ホテル 出雲市斐川町荘原 2891-3 0853-72-7800

kitchen　魚見坂 出雲市多伎町1581-2 0853-77-5542

民宿　椿家 出雲市大社町杵築北2844-45 0853-53-2956

そば処　出雲えにし 出雲市大社町杵築南836-1 0853-53-0165

きんぐ 出雲市大社町杵築東599 0853-53-2473

SANBE BURGER　出雲大社店 出雲市大社町杵築南772 0853-27-9400

味処すさのお 出雲市佐田町原田737 0853-84-0800

須佐温泉　ゆかり館（和風レストラン　だんだん） 出雲市佐田町原田737 0853-84-0800

よふきや 出雲市小境町411-4 0853-67-0804

一畑山コテージ　茶房　空 出雲市小境町803 0853-67-0211

GUN'S屋 出雲市今市町1457 0853-22-3377

凡蔵 出雲市今市町738 0853-24-2096

山さ紀　とんとん亭 出雲市大津新崎町1-54 0853-23-6990



自家焙煎珈琲　良寛 出雲市塩冶町963-1 0853-23-7966

お食事処　味湯　北山亭 出雲市西林木町61-1 0853-20-0888

京彩厨房　なが田 出雲市大津町2096-20 0853-21-2272

和かふぇ　葉楽Koto 出雲市今市町2076 0853-21-2511

ハコニワ．cafe 出雲市今市町515-1 0853-25-8635

桃源レストラン　焼肉有原苑 出雲市矢野町920-1 0853-23-8600

お食事処　和（やわらぎ） 出雲市今市町864-5ホテルながた 0853-23-1700

café Beetle 出雲市今市町288-1 0853-21-6733

鮨　とみ田 出雲市今市町1458 0853-21-2258

灘屋　料裡亭灘屋 出雲市大津町2063-11 0853-21-2128

美喰Labo　我龍 出雲市今市町822-10 0853-24-8675

焼肉　TERRACCE 出雲市天神町71 0853-23-2388

居酒屋　舟島屋 出雲市姫原町156 0853-31-6870

御食事処　纏 出雲市平成町2320-13 0853-20-1173

山陰居酒屋　魚っぴー 出雲市今市町1436 0853-23-7165

食堂café　みらく。 出雲市大津新崎町3-45 0853-22-7131

出雲翠苑 出雲市天神町14-1 0853-22-7708

広島鉄板焼　HERA 出雲市平野町20-1 0853-24-2423

焼肉の藤増　大塚店 出雲市大塚町785-1 0853-20-7177

鉄板焼　藤増 出雲市今市町1261-12 0853-25-8029

四季味処　てんてん亭 出雲市今市町1310-9 0853-21-2050

協働産業合同会社　一品料理スタンドなな 出雲市知井宮567-8 080-6240-5367

出雲の隠れ宿　八光園 出雲市乙立町5273-8 0853-45-0121

御料理，仕出し　あがわ 出雲市斐川町富村870-1 0853-72-0372

華満　斐川本店 出雲市斐川町上直江1285-1 0853-72-5800

チャコール 出雲市斐川町荘原2244-1 0853-72-9178

出雲コーヒーカラーズ 出雲市斐川町4088 080-6264-8677

海鮮丼屋　ごゑん 出雲市多伎町多岐135-1　道の駅キララ多伎内 0853-86-3008

らーめん工房　海 出雲市多伎町多岐157-1 0853-86-7311

珈琲店　蒼 出雲市多伎町多岐461-1 0853-86-3905

はたご小田温泉　茶寮清泉亭 出雲市多伎町小田208-3 0853-86-2016

ままたまご　大社神門通り店 出雲市大社町杵築南774-2 0853-27-9105

彩雲堂　神門通りAel店 出雲市大社町杵築南774-2 0853-25-9261

焼肉　韓国家庭料理　幸楽苑 出雲市大社町杵築南1386-2 0853-53-3749

家族茶屋　夕やけこやけ 出雲市大社町北荒木935-1 0853-53-5828

café&zakka&book　ちまひか 出雲市大社町杵築南2424-2 0853-25-9284

こーひーしょっぷ縁 出雲市大社町杵築東262 0853-53-3893

道の駅ご縁広場　そば処　吉兆 出雲市大社町修理免735-5 0853-31-9065

島根ワイナリー　ユヌ・ベルジュ 出雲市大社町菱根264-2 0853-53-5577

島根ワイナリー　シャトー弥山 出雲市大社町菱根264-2 0853-53-5577

駕篭石庵 出雲市大社町北荒木172-1 080-5230-2806



民宿　あさづ荘 出雲市大社町日御碕622-1 0853-54-5227

民宿　たかはし 出雲市大社町日御碕1480-13 0853-54-5404

きんとき 出雲市平田町950-17 0853-62-2170

たま川 出雲市西平田町25 0853-63-4577

大虎 出雲市平田町1064 0853-63-3468

パブスナックぎんざ 出雲市平田町1077 0853-63-3764

アリカフェ　駅前店 出雲市駅北町5-3 0853-20-7890

コメダ珈琲店　出雲姫原店 出雲市姫原町4丁目6-2 0853-31-5090

サーティワンアイスクリーム　イオンモール　出雲店 出雲市渡橋町1066 0853-24-8131

日本料理　登わ 出雲市枝大津町16-11 0853-25-8819

白虎 出雲市今市町120-12 0853-21-5625

お食事処　一善 出雲市塩冶有原町2丁目4番地3 0853-21-4983

いわみ寿司 出雲市今市町1370 0853-23-1991

アイガテ 出雲市大津新崎町1-53-1 0853-31-4523

彩雲堂　出雲店 出雲市姫原町272 0853-23-0603

カボチャ食堂 出雲市大塚町650-1　ゆめタウン出雲内 0853-31-7024

香園 出雲市渡橋町741 0853-21-4878

バーガーキング　イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066　イオンモール出雲3F 0853-21-8133

スナック　Mika 出雲市今市町1357　スズキビル4F 0853-25-3435

café LEON 出雲市姫原3-7-7 0853-25-9227

しゃぶしゃぶ銀の鍋　出雲南店 出雲市今市町南本町20-4 0853-25-1097

居酒屋　華もめん 出雲市駅南町3-3-3 0853-30-1488

丸源ラーメン　出雲店 出雲市渡橋町778-1 0853-22-3354

やきとり家すみれ　出雲店 出雲市今市町1307 0853-25-8430

Eve 出雲市今市町1357　スズキビル3F 0853-23-1230

コスコクレープ　イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066　イオンモール出雲1F 0853-25-8551

BAR FLY 出雲市今市町84-7　藤田ビル2F 0853-23-3320

スナック　咲楽 出雲市今市町1357 0853-23-2326

味の店　めぐみ 出雲市塩冶町海上1577-3 0853-23-6340

酒房　石州 出雲市今市町929-2　北村ビル1F 0853-25-3588

エスターテ 出雲市今市町1264-4 0853-21-5333

cocokara 出雲市今市町1454 0853-25-8230

大衆酒場　十五屋 出雲市今市町954-5 0853-25-0158

丸源 出雲市今市町930-5 0853-21-0928

THE STRUCTURE 出雲市今市町702 0853-25-8350

御食事処　神苑 出雲市天神町860-10 0853-25-3356

八剣伝　出雲駅前店 出雲市今市町875-3 0853-24-7070

山陰出雲　八右衛門 出雲市上塩冶町4040-3 0853-25-8884

御食事処　仲野 出雲市中野美保北1-3-3 0853-21-1321

居心伝　出雲駅前店 出雲市駅北町1 0853-21-7750

café ayumu 出雲市塩冶町2112 0853-27-9764



蔵カフェ　おもひで屋 出雲市塩冶町773 0853-23-6347

ツバメヤ 出雲市今市町651 0853-20-1230

Gyro （ジャイロ） 出雲市今市町1274 stビル 2F 0853-31-6577

拉麺屋　神楽　出雲店 出雲市渡橋町256 0853-20-0868

拉麺屋　神楽　ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1　ゆめタウン出雲内 0853-25-7128

Coffee&cocktail Culture 出雲市今市町916-8　ハナガワビル1-A 0853-21-1080

ビストロ　Ｂ．Ｃ．倶楽部 出雲市今市町570-6 0853-20-1778

パブ　ふれんどめいく 出雲市今市町908 0853-22-7301

炭火焼肉屋さかい　出雲店 出雲市渡橋町592-1 0853-24-4110

ツインリーブスホテル出雲　レストラン「カメーリア」 出雲市駅北町4-1 0853-30-8000

絶景の宿　御所覧場 出雲市乙立町5269 0853-45-0211

スナック凛 出雲市今市町1291-2　きたむらビル1F 0853-23-8140

翠泉 出雲市大津朝倉1-14-13 0853-21-3137

おうちごはん　カフェ　豆花 出雲市今市町120-6 0853-21-7687

焼肉　ビアムーン 出雲市西新町1-1059-1 0853-21-5585

レストラン　ビアムーン 出雲市西新町1-2548-1 0853-20-2755

とりでん　和み茶屋　出雲店 出雲市渡橋町393 0853-23-8839

U.IZUMO 出雲市駅南町1-3-2 0853-31-9507

海山 出雲市今市町596 0853-23-2000

Bar Soul 出雲市今市町929-9　末広ビル2F 0853-24-0169

魚酒場　よしだ屋 出雲市今市町中町1346 0853-24-2011

青木屋 出雲市今市町1310-7 0853-22-5557

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4-1 0853-24-9855

club LADY SHIP 出雲市今市町982-2　ユーアイビル2F 0853-31-7774

粉家　こん吉堂 出雲市今市町120-2 0853-30-1909

焼肉と鍋料理の店 あらき 出雲市斐川町直江5310 0853-72-2364

湯宿　草庵　（レストラン・すゞ奈） 出雲市学頭1491 0853-72-0226

味処　かさや 出雲市斐川町直江4951-8 0853-72-0422

巴寿し 出雲市斐川町荘原2898-11 0853-72-0190

やまもと 出雲市佐田町一窪田2148-1 0853-85-2568

ＷＥＳＴ．ＳＥＣＯＮＤ 出雲市今市町928-2　代官町ビル2F 0853-30-1139

La chocolaterie NANAIRO 出雲市斐川町坂田1934 0853-25-7676

JA多伎給油所 出雲市多伎町多岐474 0853-86-9100

JA佐田給油所 出雲市佐田町反辺1589-1 0853-84-0413

JA白枝給油所 出雲市高松町675-1 0853-28-0263

JA平田給油所 出雲市平田町2487-8 0853-62-1050

JA南給油所 出雲市塩冶町990 0853-22-0373

JA湖陵給油所 出雲市湖陵町差海710-2 0853-43-3476

JA北部給油所 出雲市高岡町614-1 0853-23-0740

JA浜山給油所 出雲市大社町北荒木938-2 0853-53-4355

民宿　中屋 出雲市河下町1561-5 0853-66-1063



日の出館 出雲市大社町杵築南776 0853-53-3311

ＮＡＭＩのはなれ 出雲市大社町北荒木625-2ショッピングタウンエル内 0853-53-9030

ＮＡＭＩ 出雲市大社町杵築東437-3 050-1041-5514

炭火焼鳥　暖愛笑 出雲市大社町杵築南872-2 0853-53-3039

いにしえの宿　佳雲 出雲市大社町修理免1443-1 0853-53-8888

お宿　月夜のうさぎ 出雲市大社町修理免1443-1 0853-53-8888

maru café 出雲市大社町杵築東99-4 0853-53-8600

海鮮民宿　ことぶき荘 出雲市大社町日御碕621 0853-54-5231

ｙａｓｈｉｒｏ 出雲市今市町904 0853-21-8883

一合 出雲市西林木町37-3 0853-22-3347

石臼　一合 出雲市今市町1311　松尾ビル1F 0853-25-1451

居酒屋　ＢＡＭＢＯＯ 出雲市今市町931-2 0853-23-2882

桃花園 出雲市今市町1387-2 0853-22-8070

Priere 出雲市塩冶町1213-1　塩冶ホックプラザ 090-8990-4449

スナックボギー 出雲市今市町1261-6 0853-21-7253

Ｂａｒ　Ｃａｖｅｒｎａ 出雲市今市町扇町888　2F 0853-21-5985

ダイニングカフェともみ 出雲市神門町1400-3 0853-21-3655

恵季 出雲市知井宮町1218-1 0853-21-5916

お食事処　つむぎ 出雲市中野美保南1-1-7 0853-31-9286

coffee stand 李庵 出雲市平田町831-3 050-3567-1353

お食事処　縁 出雲市今市町末広町1274 0853-21-9050

居酒屋　いずも 出雲市今市町930-3 0853-24-7372

食べ処飲処　さくらんぼ 出雲市渡橋町824-1 0853-23-9099

ＩＺＡＫＡＹＡ海坊主 出雲市今市町916-8　ハナガワビル2-D 0853-77-4146

天下一品　出雲店 出雲市姫原町273-1 0853-21-2667

モッチモパスタ　出雲店 出雲市今市町北本町5-4-13 0853-24-0141

たこ焼き 鉄板焼きの店 だんだん 出雲市駅北町11　アトネスいずも内 0853-30-1088

とり焼き　だいにんぐ鶏匠 出雲市今市町1376 0853-25-7799

ラウンジスマイル 出雲市塩冶有原5-4-7 0853-25-2598

カラオケベスト１０ 出雲市平田町1825-10 0853-63-4810

シャンティー 出雲市平田町1654-1 0853-63-2081

お食事処　雲州 出雲市平田町1687-3 0853-63-2387

スナック＆ミュージックステージ　スターキング 出雲市平田町2273-13 0853-63-7068

Ｄｉｎｉｎｇ　Ｆｕｓｉｏｎ 出雲市斐川町荘原2986-9 0853-25-7382

割烹・和食堂　看雲楼 出雲市大社町杵築東489-1 0853-53-2017

島根県立古代出雲歴史博物館 出雲市大社町杵築東99-4 0853-53-8600

ベジカフェまないな 出雲市大社町杵築東7 0853-53-5560

スナックＲｉｎｇｏ 出雲市平田町1477 0853-63-5290

本増屋 出雲市三津町713-1 0853-68-0153

牛角　出雲店 出雲市渡橋町820-1　魚惣ビル1F 0853-30-0929

牛豚馬鶏　出雲店 出雲市今市町1439 0853-31-9909



出雲路遊食　八雲 出雲市斐川町沖洲2633-1 0853-72-0125

ダイイチ株式会社　ニュー出雲給油所 出雲市今市町北本町5-1-14 0853-22-6328

ダイイチ株式会社　出雲南給油所 出雲市塩冶町1063-2 0853-53-2855

日本料理　ほう吉 出雲市斐川町荘原3180-24 0853-72-2117

サーティワンアイスクリーム　出雲ドーム店 出雲市平野町408　ナンバホームセンター店内 0853-30-7111

寿し処　こいし 出雲市平田町7355 0853-62-9789

ことのは 出雲市今市町1489-2グリーンリッチホテル出雲 0853-24-0001

くいもん屋　吾作 出雲市今市町928-2 0853-24-3323

ＵＯＮＯＹＡ大社店 出雲市大社町杵築南775-14 0853-53-3687

丸善水産　出雲店 出雲市今市町971-3 ホテルα-1 1F 0853-24-7755

いずもちーずけーき本舗 出雲市大社町杵築南833-3 0853-31-4811

NIPPONIA出雲　平田　木綿街道 出雲市平田町新町831-1 0853-31-9202

昭和酒場　一番星 出雲市今市町1307-2 0853-77-6021

いづものＳＡＫＡＢＡ 出雲市今市町971-27 0853-31-4180

フランス料理　ラルカンシェル 出雲市平田町2560－1 0853-63-8117

山頭火 出雲市今市町971 0853-20-0800

奥出雲そば処一福　出雲駅前店 出雲市駅北町4-1　ツインリーブスホテル出雲1Ｆ 0853-24-4206

居酒屋　おろち太鼓 出雲市今市町904 0853-22-8200

台湾料理　福来順 出雲市斐川町荘原2251-1 0853-72-2397

カラオケスナック　花影 出雲市斐川町上直江1285-1 0853-25-8111

とんき 出雲市今市町1266-2 0853-21-4395

焼肉むべ 出雲市今市町971-24 0853-25-0007

－ＲＯ－ 出雲市今市町889-1 070-2351-2574

だん暖家 出雲市今市町1397 0853-25-0335

鍋や中じい 出雲市今市町930-7　佐々木ビル1F 0853-25-8777

居酒屋　稲香 出雲市平田町1445-1 0853-62-0322

ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ814 出雲市平田町814 0853-27-9424

okinogami blue cacao 出雲市大社町杵築南765-1 0853-53-5310

伊太利屋　塩冶店 出雲市塩冶善行町14-7 0853-21-5882

エムズ・バー 出雲市平田町2247-13 0853-62-3240

風風ラーメン平田店 出雲市平田町2415-1 0853-62-9191

焼肉　まんまる 出雲市平田町428-5 0853-63-3538

共同店 出雲市大社町杵築東195 090-9064-4633

前門屋 出雲市斐川町直江893-7 0853-72-8277

はかたや！ 出雲市大津町2096-28 0853-25-8308

Ｋａｇｕｒａ 出雲市駅北町1 夢屋テナントビル E棟 2F 0853-24-8123

出雲料理　おくに 出雲市今市町755-1 0853-25-0923

麺屋　おくに 出雲市今市町652 0853-25-8092

和さび 出雲市今市町680 0853-25-1011

井山屋　多伎本店 出雲市多伎町口田儀846-3 0853-86-2246

井山屋　出雲店 出雲市江田町73-3 0853-27-9691



日本海庄や　出雲市駅前店 出雲市駅南町2-3-1　エイコー駅南ビル1F 0853-23-6791

天ぷら海鮮　岩八 出雲市今市町1397 0853-24-7747

原石油（株）　オアシスひかわＳＳ 出雲市斐川町富村871-3 0853-72-7701

原石油（株）　出雲西ＳＳ 出雲市白枝町603 0853-21-3417

LoTa森田屋 出雲市大社町杵築東576 0583-27-9653

和風　萩乃屋 出雲市平田町951-5 0853-63-1984

くしかつ 笑 出雲市今市町827-23 0853-24-2900

竹野屋旅館 出雲市大社町杵築南857 0853-53-3131

出雲神立食堂 出雲市中野美保北3丁目5-1 0853-23-8880

天霧　中ノ島店 出雲市平田町7553 0853-63-5188

やくも観光タクシー 出雲市知井宮町985-6 0853-21-1683

Ocean Dining 海豚 出雲市今市町869-1 050-3491-7273

旬彩IZAKAYA　印 出雲市渡橋町1217シオンビル2階 0853-27-9177

ホルモン屋　まるい 出雲市塩冶神前4-10-2 0853-21-0107

フラワー観光 出雲市斐川町上庄原1255-1 0853-72-5587

わら焼さとう 出雲市今市町888 0853-30-1367

ＴＡＮＢＥＥ 出雲市今市町971-15　多蔵ビル2Ｆ 0853-23-2898

華満　出雲駅前店 出雲市今市町928-13 0853-21-3913

洋風居酒屋　ＣＨＡＫＡ 出雲市今市町1265 0853-23-7424

RYUNOSU furniture 出雲市平田町2573-1 0853-62-1922

めんふぁん食堂　高岡店 出雲市高岡町418-1 0853-23-6668

ハイヒール 出雲市平田町1445-1 0853-62-2010

味工房　藤江 出雲市平田町1101 0853-62-2123

叉焼らーめんパオ 出雲市斐川町上直江1319 0853-72-7767

そば処　喜多縁 出雲市平田町989-4 0853-31-4259

森山酒店 出雲市今市町464-1 0853-21-0072

絵夢 出雲市天神町883-1 0853-21-5494

出雲キルト美術館 出雲市斐川町福富330 0853-72-7146

韓中居酒屋すんひ 出雲市今市町916-7 0853-23-7800

料理　以久満 出雲市平田町2236-8 0853-62-2248

大阪新世界　山ちゃん　出雲駅前店 出雲市駅北町1番地 0853-25-8256

シューズ愛ランド　出雲店 出雲市渡橋町1219-1 0853-20-0181


