
店舗名 町名 業種

牛角松江上乃木店 上乃木 飲食
炉端焼きこにこ 朝日町 飲食
北前そば　高田屋 朝日町 飲食
旬味美酒　松江駅前　四季庵　 朝日町 飲食
奥出雲大橋 朝日町 飲食
ＵＣＣコーヒーショップ 朝日町 飲食
スターバックスコーヒー 朝日町 飲食
カーサベッキァ 朝日町 飲食
実演手打うどん　杵屋 朝日町 飲食
日本海北前庄や 朝日町 飲食
月島亭 朝日町 飲食
市場前食堂 礒の家 朝日町 飲食
ｽﾃｰｼｮﾝウエィテングバルエスパーク 朝日町 飲食
海鮮居酒屋はなの舞 朝日町 飲食
松江　巴庵 伊勢宮町 飲食
SOPHIA 伊勢宮町 飲食
Ａｒｉｎａ 伊勢宮町 飲食
炉端かば　松江店 伊勢宮町 飲食
ルネ　ミッケ 伊勢宮町 飲食
茜どき松江駅前店 伊勢宮町 飲食
じとっこ組合松江駅前店 伊勢宮町 飲食
神代そば 奥谷町 飲食
日本料理　松江　和らく 御手船場町 飲食
レストラン　リバービュー 御手船場町 飲食
がブリチキン松江駅前店 御手船場町 飲食
五八 苧町 飲食
炉端かば　松江学園通り店 学園 飲食
洋麺屋　ピエトロ松江店 学園 飲食
トマトアンドオニオン　松江学園通り店 学園 飲食
萬隆 鹿島町 飲食
旬魚食彩処　ふくわらい 春日町 飲食
一座 春日町 飲食
ばいかも 形原町 飲食
レストラン　西洋軒 片原町 飲食
海鮮うまいもん料理　京らぎ（黒田店） 黒田町 飲食
海鮮料理屋　さくら川 黒田町 飲食
牛角松江北店 黒田町 飲食
味処　もと家 白潟本町 飲食
スナック　バーディー 宍道町 飲食
いろり茶屋 宍道町 飲食
くじら軒 宍道町 飲食
スナックあゆみ 宍道町 飲食
レークサイドはしもと 宍道町 飲食
はしもと仕出センター 宍道町 飲食
すし割烹　井津茂 末次町 飲食
千 末次本町 飲食
松江中華　爸爸厨房 末次本町 飲食
ダイニング　なくりあ 末次本町 飲食
食事処　かわばた 末次本町 飲食
Bistro Coeur 末次本町 飲食
川端寿し 末次本町 飲食
福丸 末次本町 飲食
リストランテ　ヴェッキオ　ロッソ 袖師町 飲食
たてまち巴ノ蔵 竪町 飲食
若竹寿し 玉湯町 飲食
味皆美　ふじな亭 玉湯町 飲食

6月23日（火）現在　※随時更新いたします。



龍頭 玉湯町 飲食
そば富 玉湯町 飲食
海鮮れすとらん　四季庵　松江店 田和山町 飲食
らーめん　とんてき　大翔 殿町 飲食
パーネビーロ 殿町 飲食
ベーカリー＆カフェ　パサージュ 殿町 飲食
割小屋 殿町 飲食
仕出し料理　鹿島屋 殿町 飲食
KARLY 殿町 飲食
お食事処　八方 殿町 飲食
千鳥亭 殿町 飲食
野毛屋　本店 殿町 飲食
焼肉きたがき 西茶町 飲食
洋麺屋　五右衛門　松江店 乃白町 飲食
ヤキニク　ユウカリ　田和山店 乃白町 飲食
カフェ　ヴィア　ボンテンピ 浜乃木 飲食
まるなかうーめん 東朝日町 飲食
お好み焼きてっちゃん 東朝日町 飲食
Ｖiking & party place Rupa 東出雲町 飲食
東出雲おちらと村 東出雲町 飲食
遊月下 東出雲町 飲食
江戸っ子 東出雲町 飲食
㈲仕出しセンター又六屋 東出雲町 飲食
焼肉　勇花理　東出雲店 東出雲町 飲食
うまえもん 東出雲町 飲食
cafe NOVI 東出雲町 飲食
カレー工房ダーニャ 東出雲町 飲食
雲悠茶房 東茶町 飲食
浪花寿司 東茶町 飲食
やきとりの店　竹とんぼ 東本町 飲食
旨味牛たん　玉田屋 東本町 飲食
バーラウンジばく 東本町 飲食
ステーキラウンジレジャンス 東本町 飲食
懐石　おもい川 東本町 飲食
寿司割烹　利久 東本町 飲食
大衆割烹　なわのれん 東本町 飲食
寿司割烹魚しん 嫁島町 飲食
居酒屋　一休 和多見町 飲食
イオン菅田店 学園 大型店
スーパーホームセンターいない　松江春日店 春日町 大型店
㈱フーズマーケットホックキャスパル店 黒田町 大型店
スーパーホームセンターいない　松江田和山店 田和山町 大型店
100満ボルト　松江本店 乃白町 大型店
ヒマラヤ　松江店 東朝日町 大型店
イオン松江店 東朝日町 大型店
㈱フーズマーケットホック揖屋店 東出雲町 大型店
㈱フーズマーケットホック山代店 山代町 大型店
石倉石油　八重垣ＳＳ 上乃木 小売
ローズ 上乃木 小売
フランス菓子クロード 上乃木 小売
諸国民芸の店　鷦（ささき） 朝日町 小売
伊藤綿業㈲ 石橋町 小売
メガネの三城　松江学園通り店 学園 小売
ジョイクラブ　ナガサコ 学園 小売
コーアエコプラザ 学園 小売
㈲比津畳店 形原町 小売
ドライブショップ　はしもと 黒田町 小売
のり工房　マルカイ 黒田町 小売
お米の広場ふじもと 黒田町 小売



化粧品のヒキノ 雑賀町 小売
㈲大谷燃料大谷正義 幸町 小売
㈲山本ガスオイル 末次町 小売
民芸の店　鷦（ささき） 末次本町 小売
いずも和紙　書遊　松江店 袖師町 小売
㈲松江ゴム工業所 袖師町 小売
㈲ウサギヤ　洋装店 竪町 小売
㈱ムセン 竪町 小売
えんや呉服店 竪町 小売
イトクマ 寺町 小売
立原ふとん店 天神町 小売
自然食品　ひまわり 天神町 小売
㈲今岡ガクブチ店 天神町 小売
おふくろのてづくり教室 殿町 小売
ブティック　シャルル 殿町 小売
ランジェリーショップ　シャルル 殿町 小売
ＢＩＮＧＯＹＡ　スーパーショップ松江店 西川津町 小売
㈲加田ふとん店 西茶町 小売
加島茶舗 西茶町 小売
PAPER　 LIBRARY　 KATO 西嫁島 小売
アザレ化粧品島根本舗 西嫁島 小売
日本エコる島根支店 西嫁島 小売
松尾製綿所 乃白町 小売
㈱フーズマーケットホック乃木店 浜乃木 小売
森山園浜乃木店 浜乃木 小売
flossy 松江店 浜乃木 小売
タナカスポーツ 東朝日町 小売
㈲有美商会 東朝日町 小売
㈲松江ゴム工業所 東朝日町 小売
㈲イワセ時計店 東朝日町 小売
森山園イオン松江店 東朝日町 小売
森山園本店 東朝日町 小売
土江電設 東出雲町 小売
HIROE 東出雲町 小売
㈲東出雲ホンダ販売 東出雲町 小売
アイパルテ　オクスリマン 東出雲町 小売
グラスピット 東出雲町 小売
アイパルテブックコーナー 東出雲町 小売
㈲マルショウ酒店 東出雲町 小売
有田商店 東茶町 小売
バーガーキング　松江南店 山代町 小売
㈲ヤマニファーストセラミック 青葉台 小売
マルマン　茶山店 上乃木 小売
パティスリー　ル・クール 上乃木 小売
Biella / Perch / TOM 上乃木 小売
シューズ愛ランド　上乃木店 上乃木 小売
ジョイフル上乃木 上乃木 小売
細田産業株式会社 上乃木 小売
みしまや上の木 上乃木 小売
有限会社　明友電設 上乃木 小売
ディメル 上乃木 小売
ラパン上乃木店 上乃木 小売
一畑百貨店　松江店 朝日町 小売
ヒシヤ化粧品店 朝日町 小売
VMV　シャミネ松江店 朝日町 小売
ドラッグフリーダム　松江駅前店 朝日町 小売
一力堂　シャミネ松江店 朝日町 小売
レプシィムローリーズファーム 朝日町 小売
アルファ 朝日町 小売



クレドアリス 朝日町 小売
Bee Zip 朝日町 小売
エリフェ 朝日町 小売
アメリエル　マジェスティックレゴン 朝日町 小売
ハニーズ 朝日町 小売
おしゃれの店鷦ささき 朝日町 小売
Ｆｏｕｒ ｒｏｏｍｓ 朝日町 小売
アースミュージック＆エコロジー 朝日町 小売
ヴィーマヴィー 朝日町 小売
プチアンジュ 朝日町 小売
今井書店 朝日町 小売
コクミン薬局 朝日町 小売
ルルバイユナイテッドビーズ 朝日町 小売
メガネのタナカ 朝日町 小売
花の店ひらた 朝日町 小売
リトルマーメイド松江駅店 朝日町 小売
シェブラン 朝日町 小売
ＫＡｎｏＺＡ 朝日町 小売
彩雲堂 朝日町 小売
風流堂 朝日町 小売
福田屋 朝日町 小売
桂月堂 朝日町 小売
岡三英堂 朝日町 小売
しまね寳楽庵 朝日町 小売
中浦本舗 朝日町 小売
鷦鷯屋 朝日町 小売
お菓子の壽城 朝日町 小売
ゴディバ 朝日町 小売
COSMETIC はなびし 朝日町 小売
キヨスク松江1号 朝日町 小売
㈲竹内畳店 石橋町 小売
株式会社　文泉堂 石橋町 小売
ドラッグフリーダム　大庭店 大庭町 小売
ドラッグフリーダム　湖北店 岡本町 小売
もちや文之助 苧町 小売
有限会社　永大電機 苧町 小売
サケパラ 学園 小売
ほっかほっか亭　学園通り店 学園 小売
エフアンアズ・あず 学園 小売
Cacher & VMV　松江学園通り店 学園 小売
今井書店　学園通り店 学園 小売
Digital Land AXIS 学園 小売
シューズ愛ランド　松江学園通店 学園 小売
株式会社　サカタ 学園 小売
洋服の青山　松江店 学園 小売
ドコモショップ松江学園通り店 学園 小売
みしまや学園店 学園 小売
眼鏡市場　松江学園通り店 学園 小売
フジキ学園通り店 学園 小売
ミスタータイヤマン　島大前 学園 小売
ATSUTA松江店 学園 小売
ファッションライフ　シンク 学園 小売
千茶荘　スカラベ１３６ 学園南 小売
はるやま　松江店 学園南 小売
有限会社　お茶の三幸園 学園南 小売
イエローハット　松江店 学園南 小売
メガネの三城　松江本店 学園南 小売
天狗堂 学園南 小売
北島商店 鹿島町 小売



有限会社　丸三商店 鹿島町 小売
みのりの里講武 鹿島町 小売
刈畑商店 鹿島町 小売
有限会社　平塚石油 鹿島町 小売
有限会社　井浅商店 鹿島町 小売
門松屋 鹿島町 小売
プレジャー鹿島　多久の湯店 鹿島町 小売
みしまや鹿島店 鹿島町 小売
有限会社　やまね商店 鹿島町 小売
有限会社　でんき館 春日町 小売
みしまや春日店 春日町 小売
有限会社　トリアノン　洋菓子店 北田町 小売
ハラダサイクル 北田町 小売
しまねのいいもの　ぢげもん　松江ごころ店 北堀町 小売
しまねのいいもの　ぢげもん 北堀町 小売
みしまや北堀店 北堀町 小売
マルマン　黒田店 黒田町 小売
ブックス文化の友　黒田店 黒田町 小売
ライラック 黒田町 小売
島根ダイハツ販売株式会社　黒田店 黒田町 小売
ｔショップ　シンコー　黒田店 黒田町 小売
ドラッグフリーダム　古志原店 古志原 小売
アクティブ 古志原 小売
有限会社　高砂漢方薬局 古志原 小売
マスヤ白衣 雑賀町 小売
㈲原田米穀　 雑賀町 小売
みしまやさいか店 雑賀町 小売
松江スズキ販売　有限会社 雑賀町 小売
アダチ輪業 雑賀町 小売
有限会社　和光電気商会 幸町 小売
荒木石油店 島根町 小売
勝田商店 白潟本町 小売
㈲かぎや呉服店 白潟本町 小売
有限会社　来待物産　宍道南給油所 宍道町 小売
ベスト電器　宍道店 宍道町 小売
有限会社　来待物産　宍道給油所 宍道町 小売
高砂商店 宍道町 小売
ショッピングスクエアー　ベル 宍道町 小売
Le・Pa庭欧 宍道町 小売
有限会社　大廻電器店 宍道町 小売
ソーイング　クト 宍道町 小売
岩見屋時計店 宍道町 小売
内藤畳店 宍道町 小売
9号松江西店 宍道町 小売
地のもの市場　暉祥 宍道町 小売
有限会社　岡本石材店 末次町 小売
長岡名産堂 末次本町 小売
千茶荘　スカラベ別邸 末次本町 小売
千茶荘　京店本店 末次本町 小売
一力堂　京店本店 末次本町 小売
つたや化粧品店 末次本町 小売
八雲塗　やま本 末次本町 小売
ナトリエ　パオ　松江 末次本町 小売
くらしの器　森脇 末次本町 小売
㈲創美堂 末次本町 小売
ファッションハウスミナリ 末次本町 小売
末広刃物店 末次本町 小売
酒井三十堂薬局 末次本町 小売
ベニヤ模型　本店 末次本町 小売



㈱影山呉服　松江店 末次本町 小売
有限会社　フクダ 末次本町 小売
有限会社　木綿屋 末次本町 小売
御朱印帳専門店しるべ 末次本町 小売
島根日産自動車株式会社　松江北営業所 菅田町 小売
有限会社　小西紙本店 竪町 小売
マルマン　竪町店 竪町 小売
ミスタータイヤマン　玉造 玉湯町 小売
蔵本商店 玉湯町 小売
有限会社　大康堂薬品　玉湯店 玉湯町 小売
株式会社　湯町窯 玉湯町 小売
㈲松浦鮮魚店 玉湯町 小売
ケーキハウス　アガート 玉湯町 小売
サンアイ玉湯シンコー店 玉湯町 小売
シンコー　玉湯店 玉湯町 小売
今井書店　グループセンター店 田和山町 小売
今井書店　グループセンター店　スタジオワンダー 田和山町 小売
エディオン　田和山店 田和山町 小売
ドラッグフリーダム　田和山店 田和山町 小売
みしまや田和山店 田和山町 小売
フジキ田和山店 田和山町 小売
ヴィヴィアン㈲ 竹矢町 小売
宍道湖しじみ館　松江名産センター 千鳥町 小売
㈲仏壇の原田　松江店 寺町 小売
江本商店 寺町 小売
まつもと生花店 寺町 小売
すずや毛糸店 寺町 小売
松江名産センター　大手前店 殿町 小売
今井書店　殿町店 殿町 小売
今井書店　松江外商部 殿町 小売
サイクルショップおおくぼ 殿町 小売
ヴェルデ中央店 殿町 小売
あとりえ　gcp 殿町 小売
暮らしのギャラリー　なすの花 殿町 小売
オリジナルアクセサリー　グルグル 殿町 小売
有限会社　めのうの店　川島 殿町 小売
さきたま-karakoro- 殿町 小売
キルト工房　慶 殿町 小売
せれんでぃっぷ　百々 殿町 小売
カラコロ工房　インフォメーション 殿町 小売
有限会社　野津めのう店 殿町 小売
有限会社　ふぁっしょんミカ 殿町 小売
ブティック　MOZU 殿町 小売
地酒家　つねまつ 殿町 小売
有限会社　加藤精肉店 殿町 小売
BOUTIQUE TOM HOUSE 殿町 小売
有限会社　花元 殿町 小売
㈲かりの商店 中原町 小売
ヴェルデ中原店 中原町 小売
ホームデコ　松江店 西川津町 小売
一力堂　楽山支店 西川津町 小売
ヴェルデ川津店 西川津町 小売
みしまや楽山店 西川津町 小売
ラパン川津店 西川津町 小売
有限会社　米村本店 西茶町 小売
ミートショップきたがき 西茶町 小売
ブックス文化の友　橋南店 西津田 小売
島根トヨペット株式会社　松江店 西津田 小売
地酒の井上商店 西津田 小売



ドラッグフリーダム　津田店 西津田 小売
ドラッグフリーダム　桧山店 西津田 小売
島根日産自動車株式会社　松江支店 西津田 小売
ヤマハパルス　米子楽器社　松江店 西津田 小売
眼鏡市場　松江店 西津田 小売
みしまや津田店 西津田 小売
伊藤武道具店　松江店 西津田 小売
島根ダイハツ販売株式会社　浜乃木店　西津田工場西津田 小売
㈲電化のワコー 西持田町 小売
安達電気店 野原町 小売
乃木給油所 浜乃木 小売
福島石油ガス事業部 浜乃木 小売
れんげじゅ 浜乃木 小売
中筋商事　浜乃木給油所 浜乃木 小売
島根ダイハツ販売株式会社　浜乃木店 浜乃木 小売
ママイクコ　イオン松江店 東朝日町 小売
今井書店　シャミネ店 東朝日町 小売
今井書店　スタジオワンダー　イオン松江店 東朝日町 小売
千茶荘　イオン松江店 東朝日町 小売
有限会社　池尻自動車 東朝日町 小売
尚武堂 東朝日町 小売
JUMBLE STORE 松江店 東朝日町 小売
DOKI-DOKI 松江店 東朝日町 小売
白銀屋商店　アイパルテ店 東出雲町 小売
石倉産業㈲ 東出雲町 小売
㈲組嶽本店 東出雲町 小売
０７KIDS 東出雲町 小売
パティスリーシノブ 東出雲町 小売
松谷畳店 東出雲町 小売
いしはら靴店 東出雲町 小売
大和商店 東出雲町 小売
有限会社　奥田商店 東出雲町 小売
岡田米穀店 東出雲町 小売
酒の野津勝商店 東出雲町 小売
植田洋品店 東出雲町 小売
アイパルテ 東出雲町 小売
ミスタータイヤマン　東出雲 東出雲町 小売
狩野石油株式会社千本給油所 東忌部町 小売
酒の槙戸天狗堂 東奥谷町 小売
ラパン城北店 東奥谷町 小売
フタバヤ 東茶町 小売
アウトドア　菊信 東茶町 小売
きものや　毬まり 東茶町 小売
出雲木工㈱　松江店 東津田町 小売
マルマン　津田店 東津田町 小売
大信産業株式会社　松江営業所 東津田町 小売
日商機材株式会社 東津田町 小売
電化社　もちだ 東津田町 小売
ホンダカーズ松江　東津田店 東津田町 小売
有限会社　藤本米穀店 東本町 小売
有限会社　西村金物店 東本町 小売
㈲原田米穀　比津店 比津町 小売
㈱藤忠 平成町 小売
株式会社　松屋開盛堂 平成町 小売
テイラータケナカ 母衣町 小売
ラパン母衣町店 母衣町 小売
コスモ石油　北浦ＳＳ 美保関町 小売
片江プロパン 美保関町 小売
高木商店 八雲町 小売



千茶荘　本社・工場 矢田町 小売
ヴェルデ八束店 八束町 小売
ヤマサキフルーツ 米子町 小売
株式会社　永江印祥堂　松江店 和多見町 小売
オートサイクルきまち 和多見町 小売
ハート・イン松江 朝日町 コンビニ
旅館　松江館 朝日町 サービス
株式会社一畑トラベルサービス　松江駅前営業所 朝日町 サービス
ホワイト急便　大庭店 大庭町 サービス
ヘアーサロンイヤマ 鹿島町 サービス
たしろ　春日 春日町 サービス
松江堀川・地ビール館 黒田町 サービス
ホワイト急便　黒田店 黒田町 サービス
ごようきき　三河屋 黒田町 サービス
ホワイト急便　幸町店 幸町 サービス
民宿なかよし 島根町 サービス
ビューティーパーラーいとう 宍道町 サービス
大森の湯 宍道町 サービス
株式会社　カーテックス一畑 宍道町 サービス
吾郷理容館 末次町 サービス
CERO TASHIRO 末次本町 サービス
皆美館 末次本町 サービス
大橋館 末次本町 サービス
ヘアーステーション　CHASER 大正町 サービス
ホワイト急便　大輪町店 大輪町 サービス
サロン・ド・アン 竪町 サービス
佳翠苑　皆美 玉湯町 サービス
玉造グランドホテル長生閣 玉湯町 サービス
有限会社　和交車輌 玉湯町 サービス
ホテル玉泉 玉湯町 サービス
日本交通株式会社　玉造営業所 玉湯町 サービス
湯之助の宿　長楽園 玉湯町 サービス
ホワイト急便　竹矢店 竹矢町 サービス
ナイスデーツアーセンター 千鳥町 サービス
夕景湖畔　すいてんかく 千鳥町 サービス
ホワイト急便　寺町店 寺町 サービス
サンラポーむらくも 殿町 サービス
理容かみや 殿町 サービス
ホワイト急便　北松江店 中原町 サービス
株式会社　カーテックス一畑　松江店 中原町 サービス
GRACIA　エステティックサロン 西川津町 サービス
ホワイト急便　西川津店 西川津町 サービス
Da Noi TASHIRO 西川津町 サービス
ヘアーサロンタナベ 西川津町 サービス
一畑バス株式会社 西川津町 サービス
Hair Salon MONTE 西津田 サービス
ホワイト急便　西津田店 西津田 サービス
ＡＲ　たしろ 乃白町 サービス
ホワイト急便　浜乃木2丁目店 浜乃木 サービス
ホワイト急便　浜乃木店 浜乃木 サービス
㈱山陰管財 東朝日町 サービス
株式会社日本交通旅行社 東朝日町 サービス
日交商事株式会社 東朝日町 サービス
島根日本交通株式会社 東朝日町 サービス
株式会社　クラウンタクシー 東朝日町 サービス
日本交通㈱観光部 東朝日町 サービス
日本交通株式会社　松江営業所 東朝日町 サービス
ホワイト急便　東出雲店 東出雲町 サービス
ホワイト急便　意東店 東出雲町 サービス



有限会社　カーロイヤル荒川 東出雲町 サービス
ホワイト急便　城北店 東奥谷町 サービス
有限会社　森脇モータース 東本町 サービス
ホワイト急便　比津ケ丘店 比津町 サービス
ホワイト急便　法吉店 法吉町 サービス
ホワイト急便　南田町店 南田町 サービス
ハッピードライ　八雲店 八雲町 サービス
ふみ美容室 八雲町 サービス
ホワイト急便　山代店 山代町 サービス
戸谷畳店 大庭町 その他
あおやま建硝 鹿島町 その他
㈲丸兵商店 鹿島町 その他
有限会社　桑谷建築 鹿島町 その他
株式会社　テクニカルカンパニー 鹿島町 その他
有限会社　川上建設 鹿島町 その他
松蔭建設 島根町 その他
石川工務店 島根町 その他
一畑住設株式会社 宍道町 その他
玉造温泉カントリークラブ 宍道町 その他
㈲八幡自動車　ホリデー車検松江 竹矢町 その他
よずく整体 寺町 その他
松乃屋 寺町 その他
㈲吉岡畳商店 殿町 その他
株式会社　三原電工 西川津町 その他
白鳥観光㈲ 東朝日町 その他
ホームクリエ　マツエ 東朝日町 その他
日交整備株式会社　東松江 東朝日町 その他
日交整備株式会社 東朝日町 その他
㈱丸加石材工業 東出雲町 その他
㈲塚谷三方園 東出雲町 その他
㈲三原住設工業 東出雲町 その他
㈲角田工務店アイパルテ店 東出雲町 その他
㈲角田工務店 東出雲町 その他
泉空調設備有限会社 東出雲町 その他
島根電工株式会社 東本町 その他
新和設備工業株式会社 平成町 その他
株式会社　アド・セイシン 馬潟町 その他
松本組 美保関町 その他


