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店舗名 住所 電話番号 ジャンル ジャンル（その他）

⾚から 松江⿊⽥店 松江市⿊⽥町497-3 0852-52-2340 居酒屋
⾚から 松江寺町店 松江市寺町199-6 0852-67-3542 居酒屋
阿雅紗 松江市伊勢宮町535-15 レインボ-ビル1F 0852-21-3777 居酒屋
⾚ちょうちんの店 ⼭科 松江市寺町199 0852-25-0456 居酒屋
茜どき 松江駅前店 松江市伊勢宮町519-23 0852-60-1000 居酒屋
阿川⾷堂 松江市美保関町美保関506-1 0852-73-0538 定⾷・⾷堂
ASIAN DINING AGAN 松江市千⿃町10レークハイツ千⿃1F 0852-23-8843 カレー
ASIAN DINING AGAN 松江学園店 松江市学園2丁⽬26-20 0852-25-9583 カレー
味処 明島 松江市伊勢宮町500-8 0852-28-2239 和⾷・⽇本料理
味処 ⼀休 松江市和多⾒町80 0852-26-6644 居酒屋
味処 繁 松江市東本町三丁⽬42 かわせTOUHONビル1F 0852-29-0650 和⾷・⽇本料理
味処・⺠宿まつや 味処まつや 松江市美保関町森⼭716 0852-72-2327 海鮮
味処 もと家 松江市末次本町47 0852-32-0268 居酒屋
味富 松江市伊勢宮町538 0852-28-2202 ラーメン
味皆美 ふじな亭 松江市⽟湯町布志名21-1 0852-62-0227 和⾷・⽇本料理
AD.Astera 松江市淞北台4-5 0852-78-2120 イタリアン・フレンチ

あひる 松江市伊勢宮町501-20 アミュ-ジングプラザ アスク2F 0852-23-2767 和⾷・⽇本料理
天霧 ⽥和⼭店 松江市⽥和⼭町2 0852-26-8064 そば・うどん
アンドゥパンダン 松江市南⽥町11-14 ダイニングバー・バル

居酒屋 絵島 松江市朝⽇町487-37 0852-24-0184 居酒屋
居酒屋 くま吉 松江市末次本町13-3 0852-32-7084 居酒屋
居酒屋 佐⾹や カラコロ広場店 松江市末次本町110 0852-23-1887 居酒屋
居酒屋 ⼤河 浜乃⽊店 松江市浜乃⽊⼆丁⽬2-1 セントラルハイツ1F 0852-25-8889 居酒屋
居酒屋 ⼤河 東津⽥店 松江市東津⽥町410-6 0852-28-3252 居酒屋
居酒屋⼤河 東本町店 松江市東本町三丁⽬6 カサロ-ゼ東本町1F 0852-28-7088 居酒屋
居酒屋 つきのわ 松江市学園⼆丁⽬12-8 キムラビル2F 0852-67-5545 和⾷・⽇本料理
居酒屋 ふなつ 松江市砂⼦町209 0852-23-3209 居酒屋
居酒屋 まる雄 松江市東本町⼆丁⽬6-2 0852-61-0304 居酒屋
居酒屋 みのり 松江市苧町15-20 0852-27-5877 居酒屋
居酒屋 雅 松江市朝⽇町487-46 0852-67-5516 居酒屋
居酒屋 よろづ 松江市学園⼆丁⽬12-5 0852-26-8423 居酒屋
出雲そば きがる 松江市⽯橋町400-1 0852-21-3642 そば・うどん
出雲そば たたらや 松江市朝⽇町472-2 シャミネ松江コンコ-ス1F 0852-61-3750 そば・うどん
磯料理 やまおか 松江市寺町186 0852-25-9029 和⾷・⽇本料理
イタリア酒場 松江市東本町⼆丁⽬25-1 東本町ビル1F 0852-33-7990 イタリアン・フレンチ

伊太利屋 松江市学園⼆丁⽬16-26 0852-32-9595 イタリアン・フレンチ

⼀座 松江市春⽇町151-5 0852-27-8637 お好み焼き・たこ焼き

ichibata DINING 松江市朝⽇町661 6F 0852-55-2979 定⾷・⾷堂
壱⿓ラーメン 松江市⽥和⼭町101 0852-60-5525 ラーメン
⼀成本店 松江市伊勢宮町544-9 0852-28-0888 居酒屋
いっぷく処 清松庵 松江市北堀町308-2 0852-61-9088   定⾷・⾷堂
いづも屋 松江市浜乃⽊⼆丁⽬6-9 宅和ビル1F1号 0852-21-4989 定⾷・⾷堂 うなぎ料理専⾨
いな葉 松江市東出雲町揖屋847-4 0852-52-5812 居酒屋
IMAGINE.COFFEE 松江市伊勢宮町503-1 0852-25-9277 カフェ
以呂波 松江市東本町⼀丁⽬27 0852-26-4939 居酒屋
いろり茶屋 松江市宍道町上来待207-2 0852-66-9500 定⾷・⾷堂
印度亜 松江市⻄茶町1-24 0852-32-6610 カレー
インド料理 SPICE 松江市学園⼀丁⽬16-26 コ-ポセンチュリ-1F 0852-27-7720 各国料理・多国籍料理

ウィーンの森 ⽥和⼭店 松江市⽥和⼭町113 0852-28-8668 定⾷・⾷堂
上⽥そば店 松江市⻄茶町52 0852-21-3815 そば・うどん
うちごはん 希 松江市寺町169-4 0852-67-6033 定⾷・⾷堂
udon dining cafe 安菜蔵 松江市乃⽊福富町731-80 0852-67-2290 そば・うどん
うなぎ処 ⼭美世 松江市⼋束町江島1128-10 0852-76-3198 和⾷・⽇本料理
旨いとんかつ かつふじ 松江市学園南2丁⽬17-5 0852-31-6711 定⾷・⾷堂
うまえもん 松江市東出雲町揖屋3409-1 0852-67-6050 定⾷・⾷堂

出雲エリア
松江市
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旨酒ダイニング うみすけとたまひこ 松江市内中原町8 0852-26-9409 居酒屋
旨味⽜たん ⽟⽥屋 松江市東本町1-34 0852-25-6089 定⾷・⾷堂
⾺やど 松江市末次本町27 0852-29-0666 居酒屋
ESOLA 松江駅前店 松江市寺町205-2 0852-67-6779 イタリアン・フレンチ

おいでやす おおきに屋 松江市末次本町13 0852-24-8839 居酒屋
王さんの餃⼦ 伊勢宮店 松江市伊勢宮町532-3 シアタービル1F 080-8492-8249 居酒屋
おおきに屋 ぼちぼち 松江市伊勢宮町501-31 0852-67-6774 居酒屋
⼤阪王将 松江北店 松江市学園1-6-6 0852-60-1473 中華・台湾料理
⼤阪王将 松江⿊⽥店 松江市⿊⽥町435-2 0852-67-5535 中華・台湾料理
⼤阪王将 松江浜乃⽊店 松江市浜乃⽊2-4-1 0852-60-6880 中華・台湾料理
⼤阪城 松江市⻄茶町45 0852-23-0624 お好み焼き・たこ焼き

⼤阪新世界 ⼭ちゃん 松江駅前店 松江市朝⽇町494-4 0852-24-3929 居酒屋
⼤阪やき三太 松江学園店 松江市学園⼆丁⽬12-10 0852-25-7571 お好み焼き・たこ焼き

⼤⼾屋ごはん処 イオン松江店 松江市東朝⽇町151 0852-28-5282 定⾷・⾷堂
⼤はかや 松江市⻄浜佐陀町304 0852-36-8652 和⾷・⽇本料理
⼤橋館 松江市末次本町40 0852-21-5168 和⾷・⽇本料理
隠岐の味 鶴丸本店 松江市東本町⼀丁⽬79 0852-22-4887 和⾷・⽇本料理
奥出雲⼤橋 松江市⻄津⽥三丁⽬5-26 パステル中島1F 0852-26-6551 そば・うどん
奥出雲そば処 ⼀福 松江⼀畑店 松江市朝⽇町661 6F 0852-55-2564 そば・うどん
お好み焼 てっちゃん 松江市東朝⽇町111 0852-25-0445 お好み焼き・たこ焼き

お好み焼 博多 松江市上乃⽊4丁⽬30-1-102 0852-22-7356 お好み焼き・たこ焼き

御⾷事処 五幸 松江市上乃⽊四丁⽬21-7 0852-25-2112 和⾷・⽇本料理
お⾷事処 はせ川 松江市東出雲町錦新町六丁⽬1-9 サンライズプラザ105号室 0852-52-6002 居酒屋
お⾷事処 ⼋⽅ 松江市殿町386 0852-26-0405 定⾷・⾷堂
お⾷事処 ひだまり 松江市島根町⼤芦2187-4 080-7932-7620 定⾷・⾷堂
お⾷事処 福吉 松江市秋⿅町3287 0852-88-2028 和⾷・⽇本料理
御⾷事処 叢雲 松江市東本町⼀丁⽬43 0852-27-6796 和⾷・⽇本料理
オステリア サンテ 松江市殿町58 古井ビル1F奥 0852-24-7668 イタリアン・フレンチ

OSTERIA 祐 松江市東津⽥町1112-2 0852-24-3692 ダイニングバー・バル

御種⼈蔘茶房 松江市⼋束町波⼊1260-2 0852-76-2255 カフェ
おつまみ研究所松江殿町ラボ 松江市殿町198-1 0852-67-6221 カフェ
おでん庄助 松江市⼋軒屋町16 0852-21-4238 和⾷・⽇本料理
おでん 有希 松江市伊勢宮町525-7 マイルドビル1F 0852-27-6161 居酒屋
おばちゃん家 朋寛 松江市伊勢宮町543-9 わいわいビル1F 0852-67-3744 和⾷・⽇本料理
おばんざいとお酒 こまめ 松江市⻄茶町1-25 080-1909-3903 居酒屋
おまつ 松江市末次本町5 和⾷・⽇本料理
Omaggio da Konishi 松江市東朝⽇町214-1 リノワヒネ2F 080-3892-6739 イタリアン・フレンチ

おむすび三休 島⼤前店 松江市学園⼆丁⽬26-6 グッドヒル学園1F 0852-67-1939 和⾷・⽇本料理
おむすび三休 ⽥和⼭店 松江市乃⽩町薬師前3-3 0852-67-3539 和⾷・⽇本料理
御料理・仕出し ⿅島屋 松江市殿町361 0852-21-2138 和⾷・⽇本料理
御料理・仕出し ⼩林 松江市中原町65 0852-21-3481 和⾷・⽇本料理
KARLY 松江市殿町61 0852-26-5707 カレー
海鮮居酒屋 海師 松江市東本町⼀丁⽬47 0852-21-5003 海鮮
海鮮うまいもん料理 京らぎ 松江市⿊⽥町512-5 0852-25-2233 和⾷・⽇本料理
海鮮うまいもん料理 京らぎ 揖屋店 松江市東出雲町揖屋1211-4 0852-52-6273 海鮮
海鮮串焼き満天 松江市寺町198-61 寺町プラザ1F 0852-61-8881 居酒屋
海鮮鉄板 やまおか⾷堂 松江市伊勢宮町500-11 0852-27-0808 居酒屋
海鮮問屋 博多 松江市伊勢宮町517 ビッグボ-イビル1F 0852-28-7000 居酒屋
海鮮れすとらん 四季庵 松江店 松江市⽥和⼭町33 0852-60-7688 和⾷・⽇本料理
回転すし北海道 学園通り店 松江市学園2丁⽬25-25 0852-21-8717 寿司
隠れ酒場 松浦屋 松江市伊勢宮町543-14 1Aビル1F 0852-27-7196 居酒屋
佳翠苑 皆美 松江市⽟湯町⽟造1218-8 0852-62-0331 和⾷・⽇本料理
ガスト 東出雲店 松江市東出雲町揖屋藤⽊665-14 0852-53-0361 洋⾷
ガスト 松江北店 松江市学園2丁⽬29-8 0852-55-8572 洋⾷
ガスト 松江南店 松江市袖師町2-38 0852-59-5260 洋⾷
かどや 松江市東本町⼀丁⽬78 ⻘⼭ビル1F 0852-27-5752 居酒屋
カフェ・シエル・ブルー 松江市上乃⽊5丁⽬10-31 0852-28-7207 カフェ
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Cafe&Sweets Matsue Chatte 松江市殿町(堀川遊覧船⼤⼿前乗船場内) 0852-40-9214 洋⾷
CAFE&DELI STARLEO 松江市学園南⼆丁⽬12-5 HOYOビル1F 0852-25-2007 各国料理・多国籍料理

Cafe & Bar FRANC 松江市寺町198-61 寺町プラザ2F 0852-22-3939 ダイニングバー・バル

カフェ エール 松江市袖師町7-16 トヤビル1F 090-6415-5400 洋⾷
カフェ オランジュ 松江市殿町43 カラコロ⼯房内 0852-26-3914 カフェ
カフェ Cappary 松江市袖師町7-8 Mテナントビル2F 080-5231-8365 各国料理・多国籍料理

かふぇ さむたいむ 松江市島根町加賀309 090-2299-2626 カフェ
Cafe Scarab 136 松江市学園南⼀丁⽬3-6 0852-22-2003 カフェ
カフェ太郎 松江市⻄法吉町36-28 0852-60-6305 定⾷・⾷堂
Cafe Terrasse LinQ 松江市東朝⽇町123-7 ヨネザワ写真館2F 0852-67-3428 洋⾷
CAFE PUENTE 松江市末次本町36 E.A.Dビル1F 0852-69-2977 各国料理・多国籍料理

Cafe Brownie 松江市上乃⽊四丁⽬8-22 0852-61-0669 カフェ
カフェブラン 学園店 松江市学園⼆丁⽬31-8 BSマンション2-101号 0852-28-8064 カフェ
カフェブラン ⽥和⼭店 松江市乃⽩町20-2 0852-67-6200 カフェ
CAFE HOME 松江市東朝⽇町151-25 080-4558-5044 定⾷・⾷堂
カフェ モルフォ 松江市⽥和⼭町117 0852-32-7377 洋⾷
カフェレスト フォーシーズン 松江市岡本町1048-1 0852-88-3141 洋⾷
Cafe wagging tail 松江市南⽥町185 0852-67-2960 カフェ
がブリチキン。松江駅前店 松江市御⼿船場町568-13 0852-61-5055 ダイニングバー・バル

カボチャ⾷堂 イオン松江店 松江市東朝⽇町151 0852-61-0229 洋⾷
神代そば 松江市奥⾕町324-5 0852-21-4866 そば・うどん
⻲⽥⼭喫茶室 松江市殿町1-5 0852-61-5001 カフェ
からあげや 松江市⻄津⽥六丁⽬1-1 0852-40-9246 定⾷・⾷堂
から好し 松江北⽥町店 松江市北⽥町267-3 0852-60-2502 定⾷・⾷堂
カルビ屋 慶 松江市御⼿船場町582-2 ご縁ビル1F 0852-23-8929 焼⾁・ホルモン
カレー⼯房 ダーニャ 松江市東出雲町錦新町⼋丁⽬1-3 0852-52-7878 カレー
カレーハウスCoCo壱番屋 松江学園通り店 松江市学園南2丁⽬11番27号 0852-28-0266 カレー
カレーハウスCoCo壱番屋 松江城⼭⻄通り店 松江市⿊⽥町458-11 0852-67-3998 カレー
カレーハウスCoCo壱番屋 松江⽥和⼭店 松江市⽥和⼭町24番 0852-27-5518 カレー
川端寿し 松江市末次本町54 0852-21-5361 寿司
かんべ茶屋 松江市⼤庭町1614 0852-28-0040 和⾷・⽇本料理 和⾷.ヴィーガンレストラン
⻲屯 松江市学園⼆丁⽬23-25 0852-28-0019 カレー
利き酒 いっこ 松江市末次本町64 0852-27-5152 居酒屋
喫茶MG 松江市⻄茶町46 0852-24-2099 定⾷・⾷堂
喫茶 華芳 松江市⻄尾町11-3 0852-28-2278 定⾷・⾷堂
喫茶 クリフネ 松江市美保関町美保関602 0852-73-0788 カフェ
喫茶室ツバメ 松江市東朝⽇町75-4 0852-24-1620 定⾷・⾷堂
喫茶店 せいゆう 松江市寺町205 0852-21-9362 定⾷・⾷堂
キッチン おおはし 松江市東本町3丁⽬53-2 080-6304-0468 居酒屋
キッチン 花⾳ 松江市⽟湯町⽟造1197-2 0852-67-2229 洋⾷
楟屋 松江市学園2丁⽬16-24 0852-60-2885 居酒屋
⽜⾓ 松江上乃⽊店 松江市上乃⽊9-2-8コスモスⅢ1階 0852-20-2929 焼⾁・ホルモン
⽜⾓ 松江北店 松江市⿊⽥町22-1 0852-28-1129 焼⾁・ホルモン
⽜たん ちぼ 松江市東本町⼆丁⽬4 ⼭忠ビル1F 0852-28-9987 居酒屋
⽜豚⾺鶏 松江店 松江市東本町1-45 0852-23-1010 焼⾁・ホルモン
GuZel 松江市伊勢宮町535-23 森岡ビル 0852-61-1228 ダイニングバー・バル

京羅⽊農産 松江市東出雲町上意東1965-1 0852-52-6792 そば・うどん
喜楽 松江市東朝⽇町83-10 0852-26-4409 ラーメン
ギルド 松江市天神町133 0852-40-9082 ダイニングバー・バル

銀座⻑助まつえ 松江市伊勢宮町552 0852-21-5812 和⾷・⽇本料理
⾷道楽 駅南店 松江市朝⽇町469-2 駅南ビル1F 0852-27-6606 焼⾁・ホルモン
⾷道楽 浜乃⽊店 松江市浜乃⽊⼆丁⽬5-18 セントラルコ-ト1F 0852-26-3303 焼⾁・ホルモン
くいものや 祭菜 松江市寺町185 0852-28-5990 居酒屋
くいもの屋わん九州⾃慢 松江駅前店 松江市朝⽇町493-1グリーンリッチホテル松江駅前1F 0852-60-1100 居酒屋
CURT 松江市朝⽇町492-5 国神ビル2F 0852-28-8355 ダイニングバー・バル

串カツ専⾨店 喝 松江市寺町198-61 寺町プラザ北1F103号 0852-27-8797 定⾷・⾷堂
串カツ⽥中 松江駅前店 松江市御⼿船場町566ワンダービル1F 0852-67-6977 和⾷・⽇本料理
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串割烹 春團治 松江市東朝⽇町112 0852-25-0427 居酒屋
串かつや 松江市東本町⼆丁⽬2 0852-21-7686 居酒屋
串焼きダイニング ことり 松江市上乃⽊四丁⽬1-1 丸和ビル1F 0852-69-1291 居酒屋
串焼と釜飯 こさと 松江市東津⽥町1143-4 0852-20-7894 居酒屋
串焼⿃ どげだや 松江市学園⼆丁⽬23-13 0852-25-0539 居酒屋
くじら軒 松江市宍道町昭和129 0852-66-2518 居酒屋
倉寿し 松江市上乃⽊九丁⽬8-26 0852-26-0694 居酒屋
くら寿司 松江店 松江市学園2-2-43 0852-60-0610 寿司
グラッテ 松江市朝⽇町661 ⼀畑百貨店1F 0852-55-2530 カフェ
グラッパ 松江市⻄津⽥六丁⽬1-32 0852-25-9713 イタリアン・フレンチ

グランラセーレ⼋重垣 松江市佐草町419 0852-21-1234 創作料理
Greenʼs Baby 松江市殿町204 0852-61-3208 各国料理・多国籍料理

⽉光 松江市東本町⼀丁⽬44 0852-25-6911 居酒屋
ケンタッキーフライドチキン 松江店 松江市学園南1-22-17 0852-32-2972 その他 ファーストフード
ケンタッキーフライドチキン 松江乃⽊店 松江市上乃⽊4-33-8 0852-32-2970 その他 ファーストフード
紅茶専⾨店Pungency 松江市北堀町168 0852-78-2682 カフェ
珈琲館 京店店 松江市末次本町1-1 0852-25-0585 定⾷・⾷堂
珈琲館 湖北店 松江市浜佐⽥町1044-1 0852-36-8968 定⾷・⾷堂
コーヒーハウス マタリ 松江市東朝⽇町156 0852-23-5277 定⾷・⾷堂
ココス 松江⻄津⽥店 松江市⻄津⽥3-1-2 0852-59-5882 その他 ファミリーレストラン
ごっつぉラーメン 松江伊勢宮店 松江市伊勢宮町517ユーアイビル1F 0852-24-0056 ラーメン
ごはん亭 はしもと 松江市宍道町佐々布2457-120 0852-66-0425 定⾷・⾷堂
ごはんや 松江春⽇⾷堂 松江市春⽇町147-1 0852-26-1500 定⾷・⾷堂
ごはんや 松江⻄津⽥⾷堂 松江市⻄津⽥3丁⽬4-5 0852-25-8839 定⾷・⾷堂
コムギ 松江市千⿃町83 COCO MATSUE 1F 090-9468-0244 お好み焼き・たこ焼き

コメダ珈琲店 松江学園店 松江市学園1丁⽬6-18 0852-60-2040 カフェ
コメダ珈琲店 松江浜乃⽊店 松江市浜乃⽊2丁⽬1-34 0852-67-5661 カフェ
コリアンダイニング武市 松江市伊勢宮町558 0852-31-3915 韓国料理
コリアンレストラン れんげ 松江市朝⽇町487-1 0852-21-9406 焼⾁・ホルモン
⼩料理.おでん にかく 松江市東本町1丁⽬44 0852-24-6579 和⾷・⽇本料理
⼩料理 五歩屋 松江市中原町153 0852-24-4035 和⾷・⽇本料理
⼩料理 なかはら 松江市東本町⼀丁⽬32 0852-25-8688 居酒屋
⼩料理 はる 松江市東本町⼆丁⽬13 SHビル1F 0852-25-7576 和⾷・⽇本料理
コンセルボ ふるさと館 松江市殿町191 0852-24-0775 定⾷・⾷堂
サーティワンアイスクリーム イオン松江店 松江市東朝⽇町151 3F 0852-59-5331 パン・スイーツ
サーティワンアイスクリーム ⽥和⼭店 松江市⽥和⼭町85 0852-25-8070 パン・スイーツ
さいか亭 松江市雑賀町42-2 0852-27-7530 定⾷・⾷堂
酒匠の店 佐⾹や 松江市東本町⼀丁⽬29 0852-28-0210 居酒屋
⿂料理 かねやす 松江市御⼿船場町569-3 0852-21-0550 和⾷・⽇本料理
酒場16番 松江市寺町208 0852-61-0106 居酒屋
朔屋 松江市寺町186 0852-28-1440 居酒屋
櫻 松江市⽟湯町⽟造46-4 0852-62-0232 お好み焼き・たこ焼き

酒処 うす井 松江市苧町15 0852-31-0220 居酒屋
酒とさかな でろ 松江市伊勢宮町537-55 0852-61-0815 和⾷・⽇本料理
雑貨かふぇ きつね福 松江市⿅島町名分1348-10 0852-67-3199 定⾷・⾷堂
ザ パスタ ファクトリー 松江市末次本町82 0852-28-0101 イタリアン・フレンチ

サローネ デル カフェ ハットリ (服部珈琲) 松江市学園⼀丁⽬12-5 0852-27-6999 カフェ
salon 松江市浜乃⽊六丁⽬32-20 0852-67-3119 カフェ
さわみや 松江市⼋束町⼊江914 0852-76-3393 和⾷・⽇本料理
さんいんSAKABA 松江市寺町199-1 錦弘堂ビル1F 0852-67-1175 居酒屋
⼭陰炭焼 ごっつぉ酒場 善次郎 松江市朝⽇町461-1 ホテルα1 1F 0852-26-7100 居酒屋
⼭陰漁酒場 丸善⽔産 松江店 松江市御⼿船場町567 ホテルα1 1F 0852-24-3933 居酒屋
三四郎ラーメン 東出雲店 松江市東出雲町出雲郷548 0852-52-6253 ラーメン
三代⽬ 徳平 松江市中原町98 0852-21-6097 居酒屋
サンラポーむらくも 松江市殿町369 0852-21-2670 その他 和⾷・洋⾷
CL2coffee 松江市東朝⽇町595-2 0852-67-2265 洋⾷
SIMHOR 松江市寺町184-3 080-2886-9426 ダイニングバー・バル
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潮⾵⼯房 まつむら屋 松江市⼋束町⼊江1211-5 090-8066-0323 ラーメン
塩⾒茶屋 松江市北堀町319 0852-25-4031 そば・うどん
地酒と郷⼟料理の店 川京 (休業中) 松江市末次本町65 0852-22-1312 和⾷・⽇本料理
四川担担麺 ⻁嘯 松江市東朝⽇町284-1 0852-69-1362 ラーメン
じとっこ組合 松江駅前店（3／31まで休業予定） 松江市伊勢宮町501-32 0852-67-3000 居酒屋
地鶏焼処 とり⾣ 松江市伊勢宮町535-23 0852-25-0848 居酒屋
島寿司 松江市下東川津町42-2 0852-23-2604 寿司
Chateau Smith 松江市伊勢宮町501-35 城観光ビル1F 0852-28-1556 イタリアン・フレンチ

JAPANESQUE 松江市寺町204 0852-67-5959 イタリアン・フレンチ

しゃぶしゃぶ温野菜 松江上乃⽊店 松江市上乃⽊4-32-19 0852-32-0831 和⾷・⽇本料理
しゃぶしゃぶ温野菜 松江駅前店 松江市御⼿船場町566ワンダービル4F 0852-28-2288 和⾷・⽇本料理
酒肆 てんてこ舞 松江市東本町⼆丁⽬14 ⽵中ビル1F 0852-28-1005 居酒屋
旬菜・郷⼟料理 ⼀隆 松江市伊勢宮町537-15 0852-28-0511 和⾷・⽇本料理
旬彩料理 結縁 松江市東本町三丁⽬53-3 0852-67-1331 和⾷・⽇本料理
旬⾨ 松江店（3／15まで休業予定） 松江市寺町198-57 0852-27-7212 居酒屋
旬料理 いたさん 松江市東本町⼀丁⽬35 0852-25-9557 和⾷・⽇本料理
ジョイフル松江東朝⽇店 松江市東朝⽇町200-1 0852-59-5200 定⾷・⾷堂
正直商店 てる 松江市東本町⼀丁⽬42 0852-67-8797 居酒屋
情熱中華⾷堂・炎 松江市学園⼆丁⽬22-17 0852-59-9524 中華・台湾料理
松平閣 松江市千⿃町38 0852-23-8000 和⾷・⽇本料理
庄や シャミネ松江店 松江市朝⽇町字伊勢宮472-2シャミネ松江1階 0852-27-0771 居酒屋
昭和軒 松江市学園⼆丁⽬10-14 0852-23-0611 ラーメン
昭和酒場いなちゃん 松江市東本町⼆丁⽬25-1 東本町ビル1F 0852-33-7258 居酒屋
⾷彩わだつみ 松江市寺町198-61 寺町プラザ北1F 0852-27-9231 和⾷・⽇本料理
⾷酒処 かわばた 松江市末次本町80 福間ビル1F 0852-28-5885 居酒屋
⾷堂 晴レ 松江市⻄川津町4286 ヴィ-ナスガ-デン 0852-61-4180 定⾷・⾷堂
諸国お勝⼿料理 根っこ 松江市朝⽇町452 0852-26-3855 居酒屋
ジョリーパスタ 松江学園店 松江市学園1丁⽬20番7号 0852-61-8130 イタリアン・フレンチ

四六時中 松江店 松江市東朝⽇町151イオン松江SC1階 0852-60-2260 和⾷・⽇本料理
酔仙楼 松江市朝⽇町480-1 0852-67-6767 中華・台湾料理
SUETUGU 松江市末次町5 SUETUGU1F 0852-67-1699 各国料理・多国籍料理

Scarab 別邸 松江市末次本町75 090-5707-4821 カフェ
すき家 9号松江⻄津⽥店 松江市⻄津⽥5-1-11 0120-498-007 その他 ファーストフード
すき家 松江菅⽥店 松江市菅⽥町24-1 0120-498-007 その他 ファーストフード
すし割烹 井津茂 松江市末次町20 0852-21-5319 寿司
寿し⼩料理 ひょうたん 松江市浜乃⽊六丁⽬1-45 コ-ポかんば1F 0852-25-6867 寿司
寿司ダイニング AYAMACHI 松江市寺町198-61 寺町プラザ1F 0852-27-1007 和⾷・⽇本料理
寿し秀 松江市伊勢宮町537 0852-25-3496 寿司
すし⽇和 イオン松江店 松江市東朝⽇町151 0852-28-2146 寿司
鮨主⽔ 松江市伊勢宮町517-10 ダイヤビル1F 0852-22-1010 寿司
スタミナ串焼き 内⽥ 松江市朝⽇町487-19 リアルエステ-ト丸⼗1F 0852-24-5592 焼⾁・ホルモン
スタンディングバル エスパーク 松江市朝⽇町484-48 0852-25-8001 ダイニングバー・バル

ステーキ館 和 松江市東津⽥町1109-2 0852-31-0338 洋⾷
スナック ゆう 松江市東本町1-54 トウホン154ビル 4F 0852-21-7373 その他 スナック（接客を伴わない）

Spice curry cumin 松江市末次町97-3 0852-61-0455 カレー
スペインバル テラマチ 松江市寺町200 0852-24-7557 ダイニングバー・バル

smile 松江市春⽇町67-2 0852-28-7130 洋⾷
炭焼通り 松江市東津⽥町419 0852-22-9800 焼⾁・ホルモン
smoke bar 5150 松江市寺町199-1 ノンデルビル2F-B 0852-23-1251 ダイニングバー・バル

善ちゃんラーメン 松江店 松江市御⼿船場町567 080-2919-2682 ラーメン
爽健美⾷ ここな 上乃⽊店 松江市上乃⽊七丁⽬12-64 0852-23-9100 洋⾷
創作中華酒房 そら 松江市寺町205-15 セントラルマンション101 0852-24-9099 中華・台湾料理
創作中国料理 爸爸厨房 松江市末次本町79 0852-25-7588 中華・台湾料理
そば処 ⼋雲庵 松江市北堀町308 0852-22-2400 そば・うどん
そば富 松江市⽟湯町⽟造1197-7 0852-62-0185 定⾷・⾷堂
そば遊⼭ 松江市末次本町18 レインボ-ビル1F 0852-27-5467 そば・うどん
DAIKON 松江市⼋束町波⼊768-2 0852-61-8382 創作料理
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⼤根島醸造所 Daikonshima Brewery 松江市⼋束町江島1128-110 050-5217-5505 ダイニングバー・バル

⼤根島ぼたん園 えびす亭 松江市⼋束町波⼊2492 0852-76-3214 そば・うどん
⼤衆割烹 なわのれん 松江市東本町⼆丁⽬16 0852-27-7800 和⾷・⽇本料理
⼤衆酒場 串かっちゃん 松江市寺町211-4 0852-61-8194 居酒屋
⼤衆しゃぶしゃぶ酒場 シンカ・沖縄酒屋 島球 松江市末次本町37 寿ビル2F 0852-61-0029 居酒屋
⼤正倶楽部 松江市伊勢宮町515-1 ソ-ワイセミヤビル2F 0852-26-6665 ダイニングバー・バル

Dining Cello 松江市末次本町8 0852-61-8858 洋⾷
Dining+Bar 粋都 松江市東本町三丁⽬6 カサロ-ゼ東本町ビル2F 0852-21-0340 創作料理
ダイニング杜 松江市伊勢宮町528 DANDANビル1F 0852-67-1366 ダイニングバー・バル

鯛や 松江市⻄津⽥六丁⽬1-32 浅野ビル1F 0852-28-6154 和⾷・⽇本料理
鯛焼本舗 鯛吉 cafe TAI-KICHI 松江市浜乃⽊⼆丁⽬710-11 0852-24-2580 定⾷・⾷堂
たかしま⾷堂 松江市⽟湯町⽟造40 0852-62-0503 定⾷・⾷堂
⽵とんぼ 松江市東本町⼀丁⽬87 0852-27-2664 居酒屋
筍の⼦ 松江市学園⼆丁⽬23-8 おもてビル1F 0852-27-7855 居酒屋
⽵⼭焼⾁店 寺町店 松江市寺町206-15 0852-24-2317 焼⾁・ホルモン
多国籍市場カジャグー 松江市寺町186-1 0852-27-0223 各国料理・多国籍料理

太助珈琲屋 松江市⻄川津町635-6 0852-65-0476 定⾷・⾷堂
橘屋 伊勢宮⽀店 松江市伊勢宮町535 トピック伊勢宮1F 0852-22-4956 そば・うどん
橘屋 本店 松江市東本町⼆丁⽬64 0852-25-0496 そば・うどん
⾕屋 松江市和多⾒町78 090-8240-6716 和⾷・⽇本料理
タリーズコーヒー 松江店 松江市東朝⽇町151イオン松江1F 0852-20-2580 カフェ
だるま 松江市朝⽇町452 コ-ポあおと1F 0852-22-4911 居酒屋
だんだん. 松江店 松江市⽚原町103-1 0852-26-5587 居酒屋
ちくてい 松江市⻄川津町650-8 ラーメン
ちくてい 松江市東本町三丁⽬14 0852-27-8454 ラーメン
地産地相酒場 たかの屋 松江市伊勢宮町501 コ-ポ伊勢宮1F 0852-67-6673 居酒屋
地産料理 あお⼭ 松江市末次本町87番地2階 0852-61-8660 和⾷・⽇本料理
知⾜亭 松江市⼋雲町熊野793-1 090-8068-6183 定⾷・⾷堂
千⿃寿し 松江市寺町208-19 0852-21-3547 寿司
ちどり茶屋 松江市殿町428 0852-28-6007 そば・うどん
千⿃亭 松江市殿町517 アルファステイツ殿町 1F 0852-24-8763 和⾷・⽇本料理
Charo 松江市伊勢宮町535-48 テ-ブルピカソビル102 0852-22-1899 各国料理・多国籍料理

中華 ⻁楼 松江市灘町1-45 0852-24-3885 中華・台湾料理
中華蕎⻨ 奨 津⽥本店 松江市東津⽥町1133-1 0852-23-8840 ラーメン
中華料理 燕京 松江市東朝⽇町83-14 0852-25-0141 中華・台湾料理
中国⼭地蕎⻨⼯房 ふなつ 松江市外中原町117-6 0852-22-2361 そば・うどん
紬 松江市⽟湯町⽟造2034 0852-67-2232 カフェ
つるつる亭 松江市寺町177 0852-27-4620 ラーメン
⼿打ちそば 東⾵ 松江市雑賀町237-3 0852-67-2618 そば・うどん
⼿打ラーメン隆盛 松江市東出雲町揖屋3405 0852-52-6218 ラーメン
⼿造りうどん たまき 松江店 松江市学園⼀丁⽬6-3 0852-27-1531 そば・うどん
てっぱん 松江市⻄川津町849-1 シティメディア1F 0852-28-5234 お好み焼き・たこ焼き

鉄板酒房 かがりび 松江市東本町⼆丁⽬64-2 0852-67-2920 居酒屋
鉄板ダイニング JIRO 松江市東本町⼆丁⽬2 0852-22-2339 お好み焼き・たこ焼き

teddyʼs 松江市学園⼆丁⽬27-11 ⼭⽥ビル2F 0852-67-5475 ダイニングバー・バル

てまひま料理 根っこや 松江市伊勢宮町542-6 0852-24-2060 居酒屋
寺津屋 松江市天神町60-3 0852-21-3480 和⾷・⽇本料理
天下⼀品 学園通り店 松江市学園2丁⽬29-39 0852-32-5175 ラーメン
天ぷら海鮮⽶福 シャミネ松江店 松江市朝⽇町472-2シャミネ松江店内 0852-28-1015 海鮮
⼗⼀軒 松江市苧町21 0852-21-2275 そば・うどん
東光ホテル 松江市美保関町美保関652 0852-73-0221 その他 喫茶
桃仙閣・ジャスミン 松江市浜乃⽊六丁⽬13-1 0852-21-3946 中華・台湾料理
10Le 松江市末次本町32 1F 0852-67-3709 イタリアン・フレンチ

季節の⾵ 藏 松江市東本町⼀丁⽬64 0852-21-2270 和⾷・⽇本料理
とのまち酒場 尽家 松江市殿町386 三喜ビル1F 0852-24-4773 居酒屋
トマトアンドオニオン松江学園通り店 松江市学園2丁⽬34-1 0852-28-1828 洋⾷
T.O.M 松江市上乃⽊⼆丁⽬16-25 0852-27-0106 定⾷・⾷堂
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とりあえず酒場 松江市伊勢宮町535-1 トピック伊勢宮1F 1-A号 0852-61-8787 居酒屋
⿃さく イオン松江 松江市東朝⽇町151イオン松江ショッピングセンター1F 0852-67-1210 定⾷・⾷堂
とり家ゑび寿 シャミネ松江店 松江市朝⽇町字伊勢宮472-2シャミネ松江1階 0852-67-3337 居酒屋
DRINKS&POTATOES Bless u 松江市東朝⽇町151 イオン松江ショッピングセンター3階 0852-67-6738 その他 ドリンク・フライドポテト
トロワヴー 松江市⽟湯町湯町91 グランアクイ-ル内 0852-61-8887 イタリアン・フレンチ

とんかつ たていし 松江市砂⼦町209 0852-23-3309 定⾷・⾷堂
どんどん 松江店 松江市⻄津⽥2丁⽬6番26号 0852-60-7551 そば・うどん
⻑浜らーめん豚⼋ 東朝⽇町店 松江市東朝⽇町203-12 0852-25-3609 ラーメン
ナクリア 松江市殿町43 カラコロ⼯房内1F 0852-22-7702 定⾷・⾷堂
N⽩⽊屋 松江南⼝駅前店 松江市朝⽇町469-2駅南ビル2階 0852-25-1388 居酒屋
浪花寿司 松江市東茶町27 0852-21-4540 寿司
ナマステ・ガネーシャ松江店 松江市学園南2丁⽬5-23久保⽥ビル1F 0852-24-2139 カレー
⾁・海鮮料理 ふじ 松江市東本町三丁⽬42  かわせTOUHONビル1F 0852-67-2212 居酒屋
⾁ノ匠 炭家 松江市寺町179-2 080-2938-8708 居酒屋
ニクバルダカラ松江 松江市朝⽇町488ソウモトビナス1F 0852-26-2986 洋⾷
⽇本海の幸 漁⽕ 松江市御⼿船場町568 0852-28-8115 居酒屋
⽇本庭園 由志園 茶房⼀望 松江市⼋束町波⼊1260-2 0852-76-2255 カフェ
⽇本庭園 由志園 ⾷事処 禅 松江市⼋束町波⼊1260-2 0852-76-2255 和⾷・⽇本料理
⽇本庭園 由志園 ⽵りん 松江市⼋束町波⼊1260-2 0852-76-2255 和⾷・⽇本料理
⽇本料理 松江 和らく 松江市御⼿船場町565 0852-21-0029 和⾷・⽇本料理
⽇本料理 やわたがき 松江市古志原五丁⽬3-3 0852-26-2700 和⾷・⽇本料理
野津旅館 松江市伊勢宮町555 0852-21-1525 和⾷・⽇本料理
呑⾷処 まるしぇ 松江市古志原⼆丁⽬1-1 0852-67-2455 居酒屋
ハーヴェスト 松江市伊勢宮町532 ブラックビル1F 0852-28-2220 ダイニングバー・バル

バーガーキング 松江南店 松江市⼭代町825-1 0852-24-5225 その他 ファーストフード
パーネ・ドーロ 松江市殿町158 島根県⺠会館内 0852-22-5555 パン・スイーツ
HAUS 松江市乃⽩町2027 0852-61-5888 洋⾷
はかたや! 松江学園店 松江市学園⼆丁⽬12-3 0852-67-2339 居酒屋
橋根旅館 松江市美保関町北浦178 0852-75-0714 和⾷・⽇本料理
Hashimoto向 松江市宍道町昭和94 0852-66-0708 焼⾁・ホルモン
パスタカフェ&ダイニングバー ボルティーチェ 松江市⻄津⽥六丁⽬14-3 0852-61-2226 イタリアン・フレンチ

パスタで⾷堂 松江市灘町63-7 ⽇坂ビル1F⻄側 0852-28-8891 イタリアン・フレンチ

服部珈琲⼯房 川津店 松江市⻄川津町4003 0852-26-4423 カフェ
服部珈琲⼯房 ⿊⽥店 松江市⿊⽥町433 0852-26-4444 カフェ
服部珈琲⼯房 ⽥和⼭店 松江市乃⽩町16-1 0852-23-9820 カフェ
服部珈琲⼯房 プラバホール前店 松江市⻄津⽥六丁⽬7-15 0852-26-4545 カフェ
初⾳寿司 松江市⿂町1-2 0852-22-1779 寿司
パティスリーガレット 松江市学園1丁⽬1-15 0852-24-5578 パン・スイーツ
パティスリー キュイール 松江市⽚原町107 0852-28-6446 カフェ
はなの舞 シャミネ松江店 松江市朝⽇町472-2 シャミネ松江ごちそう広場502号 0852-60-2282 居酒屋
はなまるうどん イオン松江店 松江市東朝⽇町151 0852-60-0870 そば・うどん
HONEY 松江市学園⼆丁⽬16-16 0852-61-8218 ダイニングバー・バル

はま寿司 松江本郷店 松江市本郷町2番26号 0852-24-8180 寿司
B-Bridge 松江市東茶町10 0852-28-5877 定⾷・⾷堂
東岩坂珈琲店 松江市⼋雲町東岩坂2-1 0852-61-8988 カフェ
BISTRO庵TENDRE 松江市朝⽇町484-4 松江こだわり市場内 0852-67-5550 ダイニングバー・バル

Bistro Engi 松江市寺町198-61 寺町プラザ2F 0852-24-5580 イタリアン・フレンチ

ビッグボーイ 松江学園店 松江市学園1丁⽬6-12 0120-181-120 定⾷・⾷堂
Pizza Napoletana UWOZA 松江市和多⾒町78 0852-26-2237 イタリアン・フレンチ

ひなた 松江市伊勢宮町537-44 1F 090-8361-7773 和⾷・⽇本料理
びぶる Ⅱ 松江市東津⽥町1741-3 ⽣涯学習推進センタ-内 0852-32-5988 定⾷・⾷堂
Pilvi 松江市寺町156 0852-61-8632 パン・スイーツ
広島⾵お好み焼き はここ 松江市⻄津⽥5-2-8 0852-33-7888 お好み焼き・たこ焼き

⾵神 松江市学園⼆丁⽬22-1 0852-25-8356 創作料理
⾵⾵ラーメン 松江学園店 松江市学園2-9-19 0852-28-7300 ラーメン
福間館 かもめ亭 松江市美保関町美保関586 0852-73-0011 定⾷・⾷堂
フルール 松江市中原町31-4 0852-60-1772 カレー
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フレンチ酒場 せるぽわ 松江市伊勢宮町528-8 2F 0852-25-7730 イタリアン・フレンチ

ふれんち酒場 びいどろ 松江市殿町43 0852-20-6627 洋⾷
ベッキオ・ロッソ 松江市袖師町1-5 島根県⽴美術館内 0852-31-2252 イタリアン・フレンチ

ベビーフェイスプラネッツ 松江⽥和⼭店 松江市乃⽩町字薬師前16-1 0852-67-5889 洋⾷
蓬莱吉⽇庵 松江市殿町101 0852-28-1358 和⾷・⽇本料理
北欧 松江市⽐津町328-6 0852-24-7878 カフェ
北海肴市場 かじゃぐう 松江市伊勢宮町537 銀座ビル1F 0852-24-6828 居酒屋
ほっこり⾷堂 繋がる根 松江市⽟湯町⽟造1221-8 050-3555-1119 定⾷・⾷堂
ホテル⼀畑 レストラン カメーリア 松江市千⿃町30 0852-22-0188 定⾷・⾷堂
ホテル⽩⿃ 松江市千⿃町20 0852-21-6195 和⾷・⽇本料理
⾻付鶏 ひろ 松江市東本町三丁⽬89 0852-23-4039 居酒屋
ポムの樹 松江学園通り店 松江市学園2丁⽬23-25 0852-33-7007 洋⾷
ホルモン焼⾁ がくえん横丁 松江市学園⼀丁⽬11-19 0852-23-0001 焼⾁・ホルモン
本家 寺津屋 松江市⿂町8-8 0852-21-4109 和⾷・⽇本料理
マクドナルド 9号線松江店 松江市⻄津⽥1-9-33 0852-60-1700 その他 ファーストフード
マクドナルド イオン松江店 松江市朝⽇町151 0852-60-0800 その他 ファーストフード
マクドナルド 松江店 松江市学園南2-2-31 0852-22-9773 その他 ファーストフード
叉⻤の焼⾁酒場 松江市伊勢宮町528番地伊勢宮新天地1 1階 070-3968-0140 焼⾁・ホルモン
まつえ市場御飯処 多久⾷堂 松江市⿅島町北講武885-7 0852-82-9300 定⾷・⾷堂
松江エクセルホテル東急 松江市朝⽇町590 0852-27-0109 洋⾷
松江クロード 松江市上乃⽊七丁⽬10-6 0852-26-7540 カフェ
松江鮨 徳さん 松江市千⿃町83 0852-78-9051 寿司
松江⽉ヶ瀬 松江市末次本町87 0852-21-2497 ラーメン
松江 巴庵 松江市伊勢宮町535 0852-61-3223 居酒屋
松江ニューアーバンホテル・スカイビューキャンドル 松江市⻄茶町40-1 ニュ-ア-バンホテル9F 0852-27-5511 イタリアン・フレンチ

松江の台所 こ根っこや 松江市千⿃町36 宍道湖しじみ館 2F 0852-28-7511 和⾷・⽇本料理
松江堀川地ビール館 松江市⿊⽥町509-1 0852-55-8877 定⾷・⾷堂
松江歴史館 喫茶きはる 松江市殿町279 0852-32-1607 カフェ
松の湯 松江市⽟湯町⽟造1215 0852-62-0611 和⾷・⽇本料理
mame cafe 松江市⽟湯町⽟造1241 0852-67-5050 カフェ
丸⻲製麺 松江上乃⽊ 松江市上乃⽊4-15-4 0852-28-0141 そば・うどん
丸⻲製麺 松江学園 松江市学園1-16-38 0852-28-5250 そば・うどん
丸⻲製麺 松江宍道 松江市宍道町佐々布208-15 0852-66-1770 そば・うどん
まるこし 松江市古志原⼀丁⽬6-1 東ビル1F 050-5205-8740 お好み焼き・たこ焼き

まるた屋 松江市東本町⼆丁⽬64-1 0852-26-5079 居酒屋
marduk 松江市伊勢宮町503-1 0852-67-6334 イタリアン・フレンチ

まるなかうーめん 松江市東朝⽇町151-48 0852-24-2718 そば・うどん
御華⾨ 松江市浜乃⽊6-18-5 0852-27-4441 定⾷・⾷堂
三上珈琲 松江市⻄川津町845-9 テイクアップ103 080-9970-4793 定⾷・⾷堂
ミスタードーナツ イオン松江店 松江市東朝⽇町151 0852-28-2141 パン・スイーツ
ミスタードーナツ 松江学園通り店 松江市学園2丁⽬22-1 0852-55-8395 パン・スイーツ
ミスター・バーク 浜乃⽊店 松江市浜乃⽊7丁⽬3-21 東ビル1F 0852-27-7702 洋⾷
ミセス・マーチン 松江市宍道町東来待885 0852-66-3333 洋⾷
味道園 松江市東朝⽇町78-7 0852-28-1000 韓国料理
皆美館 松江市末次本町14 0852-21-5131 和⾷・⽇本料理
美保館 松江市美保関町美保関558 0852-73-0111 和⾷・⽇本料理
美保関観光ビュッフェ 松江市美保関町美保関1338-10 0852-73-0211 定⾷・⾷堂
美保関売店 なかうら 松江市美保関町美保関599 0852-73-0530 定⾷・⾷堂
ミュージックバー スカラ座 松江市千⿃町83 COCO MATSUEビル 1F 0852-61-1620 ダイニングバー・バル

ミュージックバー バースデイ 松江市寺町203-1 0852-21-0120 ダイニングバー・バル

Music Pub Blue Door 松江市伊勢宮町543-9 0852-61-3219 ダイニングバー・バル

明神館 松江市美保関町美保関555 0852-73-0021 和⾷・⽇本料理
味楽 松江市東出雲町揖屋689-5 0852-52-2379 焼⾁・ホルモン
⺠芸茶房 鷦 松江市末次本町22 0852-21-2266 そば・うどん
⺠宿 なかよし 松江市島根町野波2281 0852-85-3150 和⾷・⽇本料理
ムーランドール 松江市上乃⽊三丁⽬17-35 0852-21-8839 イタリアン・フレンチ

むかしや 松江市津⽥町1273 0852-27-0266 お好み焼き・たこ焼き
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⻨笛たまき 浜乃⽊店 松江市浜乃⽊⼆丁⽬3-35 0852-27-6600 そば・うどん
メルモ⾷堂 松江市灘町44 0852-67-6016 定⾷・⾷堂
麺⼯房 天真爛漫 松江市学園⼆丁⽬10-16 0852-22-0808 ラーメン
めんふぁん⾷堂 ⿊⽥店 松江市⿊⽥町502-6 0852-24-5024 定⾷・⾷堂
めんふぁん⾷堂 ⻄津⽥店 松江市⻄津⽥⼆丁⽬15-17 0852-24-3022 定⾷・⾷堂
めんふぁん⾷堂 浜乃⽊店 松江市浜乃⽊三丁⽬1-25 0852-23-1170 定⾷・⾷堂
めんふぁん⾷堂 東出雲店 松江市東出雲町出雲郷808-1 0852-52-7708 定⾷・⾷堂
めん宝松江 松江市⿊⽥町427 キャスパル1F 0852-55-6611 ラーメン
麺屋 つきのわ 松江市袖師町7-14 トヤビル1F 0852-22-0078 ラーメン
麪屋 ひばり 松江市北堀町189 0852-21-5062 ラーメン
モスバーガー 宍道店 松江市宍道町佐々布207-14 0852-66-3939 その他 ファーストフード
モスバーガー 東出雲アイパルテ店 松江市東出雲町錦新町8-1-3 0852-53-0535 その他 ファーストフード
モスバーガー 松江⻄川津店 松江市⻄川津町4236 0852-27-7881 その他 ファーストフード
モスバーガー 松江乃⽩店 松江市乃⽩町501 0852-27-5886 その他 ファーストフード
モッチモパスタ 松江店 松江市⼭代町1017 0852-67-2259 イタリアン・フレンチ

森乃清⼣堂 松江市東本町⼀丁⽬32-2 0852-67-3240 和⾷・⽇本料理
やきとり ときや 松江店 松江市伊勢宮町507 0852-28-8244 居酒屋
やきとり おおしま 松江市⼭代町475-1 0852-26-7143 居酒屋
やきとり⼤吉 島⼤前店 松江市菅⽥町197-2 0852-25-2138 居酒屋
やきとり番吉 松江市朝⽇町491-1 0852-31-8308 居酒屋 焼き⿃屋
やきとり家 すみれ 松江店 松江市寺町198 0852-67-5855 居酒屋
焼⾁ 味源 松江市伊勢宮町535 0852-25-0477 焼⾁・ホルモン
焼⾁&グルメバイキングかたおか 松江店 松江市⼭代町1020 0852-67-2983 焼⾁・ホルモン
焼⾁居酒屋 もく蓮 松江市伊勢宮町535 0852-27-2818 焼⾁・ホルモン
焼⾁ オオグニ屋 松江市⻄津⽥三丁⽬2-1 0852-59-2552 焼⾁・ホルモン
焼⾁韓⾷房だんだん ⽥和⼭店 松江市⽥和⼭20 0852-67-2929 焼⾁・ホルモン
焼⾁⼤⾨ 寺町 松江市寺町203-1 寺町ビル1F 0852-61-8405 焼⾁・ホルモン
焼⾁⼤⾨ 東本店 松江市東本町⼀丁⽬54 TOHONNビル1F 0852-28-8310 焼⾁・ホルモン
焼⾁とらじ 松江市寺町186 0852-23-0089 焼⾁・ホルモン
焼⾁ どんどん 松江市⻄津⽥七丁⽬11-31 0852-31-2244 焼⾁・ホルモン
焼⾁べことん 松江学園通り店 松江市学園1丁⽬6-7 0852-23-5225 焼⾁・ホルモン
焼⾁丸喜 松江学園店 松江市学園⼆丁⽬33-5 0852-21-8929 焼⾁・ホルモン
焼⾁ 味楽 松江店 松江市末次本町37 寿ビル1F 0852-61-8929 焼⾁・ホルモン
焼⾁もく蓮 内中原店 松江市内中原町120-1 0852-27-8285 焼⾁・ホルモン
焼⾁屋さかい 松江学園通り店 松江市学園2丁⽬592-1 0852-60-2050 焼⾁・ホルモン
焼⾁屋⼤平⾨ ⽥和⼭店 松江市⽥和⼭町104 0852-60-7040 焼⾁・ホルモン
ヤキニク ユウカリ ⽥和⼭店 松江市乃⽩町20-2 0852-67-2989 焼⾁・ホルモン
焼⾁ 勇花理 東出雲店 松江市東出雲町意宇南⼀丁⽬6-7 0852-61-5529 焼⾁・ホルモン
焼⾁レストラン ニュー味源 松江市浜乃⽊三丁⽬1-1 0852-23-2705 焼⾁・ホルモン
焼⾁ 若富 松江市⻄津⽥3-5-14 0852-25-6717 焼⾁・ホルモン
焼きもんや こま 松江市⼋束町波⼊2383-2 0852-76-3789 居酒屋
薬膳スープカレー ８，０００，０００ 松江市⽚原町113 0852-67-3671 カレー
⼋雲⼤橋館 松江市⼋雲町⽇吉228-5 0852-54-1188 和⾷・⽇本料理
⼋雲亭 松江市⼋雲町熊野6286-44 0852-25-0427 その他 法要会席、軽⾷
や台ずし松江駅前町 松江市御⼿船場町568-1 0852-24-6128 居酒屋
⼭崎 松江市東本町3丁⽬35 090-7970-0356 居酒屋
⼭⾥の⾹り ここな ⿊⽥店 松江市⿊⽥町245-1 0852-67-3425 洋⾷
⼭芳ばる 松江市朝⽇町491-1 ⽥中テナント1F 0852-23-0620 ダイニングバー・バル

U 松江市寺町179 0852-67-3839 居酒屋
⼣景湖畔 すいてんかく 松江市千⿃町39 0852-21-4910 和⾷・⽇本料理
誘酒庵 松江市寺町199 0852-22-3981 居酒屋
遊喰酒家 ありがっと 松江市御⼿船場町562-1 0852-26-8640 居酒屋
遊⾷庭 松江市東朝⽇町108 0852-59-3833 居酒屋
ゆめCAFE 松江市東津⽥町560 0852-61-8180 パン・スイーツ
洋⾵居酒屋 ありぺろ 松江市東本町1-32 0852-61-8131 ダイニングバー・バル

吉野家 9号線松江店 松江市⻄津⽥2丁⽬6-23 0852-59-9519 定⾷・⾷堂
吉野家 松江学園通り店 松江市学園1丁⽬17-20 0852-60-0306 定⾷・⾷堂
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よらい家・本庄 松江市本庄町61 080-5611-8971 ラーメン
Yori荘 松江市⽟湯町⽟造1213 0852-67-5885 カフェ
拉麺 かもす 松江市⼤庭町1808-6 0852-22-2788 ラーメン
らーめん雲 松江市東出雲町錦新町六丁⽬1-9 サンライズプラザ1F106号室 0852-67-1373 ラーメン
らあ麺ダイニング 為セバ成ル。KAKERU 松江市朝⽇町472-2 シャミネ松江内 0852-67-5840 ラーメン
らーめん茶屋てまり 松江市⿊⽥町469-2 0852-27-4600 ラーメン
ラーメン⻑さん 松江市上乃⽊四丁⽬21-18 0852-25-1870 ラーメン
らーめん とんてき ⼤翔 松江市殿町333-4 0852-23-2117 ラーメン
拉麺屋神楽 東松江店 松江市⾺潟町34-5 0852-37-2008 ラーメン
拉麺屋神楽 松江店 松江市学園南2丁⽬5-29 0852-20-6260 ラーメン
雷神 松江市寺町198-61 寺町プラザ 1F 0852-20-6188 創作料理
来来亭 松江店 松江市⻄津⽥2-3-14 0852-24-0567 ラーメン
楽⼀献・⼋千代亭 松江市上乃⽊九丁⽬13-9 0852-22-7078 和⾷・⽇本料理
樂樂 松江市御⼿船場町568-10 0852-24-3956 定⾷・⾷堂
ラバール ⽥和⼭店 松江市⽥和⼭町88 0852-61-8488 カフェ
リトルマーメイド シャミネ松江店 松江市朝⽇町472-2ｼｬﾐﾈ松江店1階 0852-24-5811 カフェ
リバーサイドキッチンゼロ 松江市寺町211-3 0852-67-1782 ダイニングバー・バル

⿓頭 松江市⽟湯町⽟造1035 0852-62-1469 居酒屋
漁師⼩屋「⻨穂」 松江市寺町188 0852-67-2477 居酒屋
旅館 松江館 松江市朝⽇町494-5 0852-21-4679 和⾷・⽇本料理
レインボープラザ 松江市学園⼀丁⽬8-8 0852-27-6900 和⾷・⽇本料理
レストラン アラスカ 松江市岡本町1092-4 0852-88-3239 定⾷・⾷堂
レストラン ヴェール 松江市朝⽇町590-3 松江ア-バンホテル2F 0852-22-0002 定⾷・⾷堂
Restaurant&Wedding LAUT 松江市⻄浜佐陀町330-2 0852-36-4100 イタリアン・フレンチ

Restaurant Cafe MELI-MELO（メリメロ） 松江市⻄川津町4095番地 0852-33-7966 洋⾷
レストラン⻄洋軒 松江市⽚原町111 0852-22-3434 洋⾷
Restaurant Nature 松江市宍道町東来待1574-1 0852-66-0096 イタリアン・フレンチ

レストラン まつざき 松江市内中原町13 0852-23-1177 定⾷・⾷堂
レストラン Rivage 松江市⽟湯町湯町148-2 0852-62-0531 各国料理・多国籍料理

炉端かば 松江駅前店 松江市御⼿船場町564-2 0852-26-9900 居酒屋
炉端かば 松江学園通り店 松江市学園⼆丁⽬25-28 0852-31-8181 居酒屋
炉端と串カツ テツオ 松江市寺町205-3 ⼟井ビル1F 0852-27-7717 居酒屋
炉端焼き こにこ 松江市朝⽇町494-1 0852-31-0902 居酒屋
ろんぢん 松江本店 松江市殿町267 0852-22-3618 和⾷・⽇本料理
Y´s Kitchen 松江市末次本町76-6 0852-61-8633 洋⾷
ワインダイニング ルネ・ミッケ 松江市伊勢宮町535-48 テ-ブルピカソ2F 0852-23-8802 ダイニングバー・バル

WOW SALAD STAND 松江市伊勢宮町548 0852-33-7208 その他 サラダ屋
若貴 松江市東朝⽇町89-1 0852-26-2290 和⾷・⽇本料理
若⽵寿し 松江市⽟湯町⽟造83-6 0852-62-0831 寿司
和ごころ料理 隠れみの 松江市東本町⼀丁⽬17 0852-25-0422 居酒屋
和さび 松江店 松江市寺町199 0852-25-0525 居酒屋
和創ダイニング 蒼の⾳ 松江市末次本町110 0852-67-6228 居酒屋
和⾵レストラン ぼん 松江市殿町8-3 市町村振興センタ-内 0852-28-8128 定⾷・⾷堂
和洋料理 道草 松江市東本町⼀丁⽬80 スカイポ-ト1F 0852-27-7648 和⾷・⽇本料理
藁焼き ⽇本酒処 ⿓⾺ 松江市朝⽇町493-1グリーンリッチホテル2F 0852-25-0778 居酒屋
笑笑 松江駅前店 松江市寺町198-57ボートピア松江ビル1階 0852-32-4188 居酒屋
をっちゃんラーメン 松江湖北店 松江市⻄浜佐陀町55-2 0852-36-5467 ラーメン
をっちゃんラーメン 松江⽥和⼭店 松江市乃⽩町2015 0852-67-2812 ラーメン

アイガテ 出雲市⼤津新崎町1-53-1 0853-31-4523 居酒屋
あおぞら 出雲市湖陵町三部615-5 0853-31-4056 定⾷・⾷堂
味⼯房 藤江 出雲市平⽥町1101 0853-62-2123 居酒屋
味⼯房まつしま 出雲市今市町283-5 0853-21-3290 和⾷・⽇本料理
味酒坊 美奈 出雲市今市町1664 0853-30-0853 居酒屋
味処 おかや 出雲市平⽥町2390-3 0853-63-3167 和⾷・⽇本料理
味処 すさのお 出雲市佐⽥町原⽥735-14 0853-84-0800 和⾷・⽇本料理
味わい座楽 喜久 出雲市浜町852-14 0853-23-1967 居酒屋

出雲市
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熱熱中華⾷堂 中⾕家 出雲市姫原4丁⽬7-6 0853-21-7477 中華・台湾料理
炙り⽜たん 万 イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066イオンモール出雲2F 0853-27-9023 和⾷・⽇本料理
天霧 中ノ島店 出雲市平⽥町7553 0853-63-5188 そば・うどん
荒⽊屋 出雲市⼤社町杵築東409-2 0853-53-2352 そば・うどん
アンジェ・21 出雲市浜町540-3 0853-25-3066 洋⾷
いきなりステーキ 出雲斐川町店 出雲市斐川町荘原108番 0853-31-9929 洋⾷
居⼼地家 芯 出雲市⼤社町杵築南1386-18 0853-25-7703 居酒屋
居酒屋 明⽇⾹ 出雲市平⽥町2233-5 0853-27-9199 居酒屋
居酒屋 いずも 出雲市今市町930-3 0853-24-7372 居酒屋
IZAKAYA 海坊主 出雲市今市町916-8 ハナガワビル2階D室 0853-77-4146 居酒屋
居酒屋 おろち太⿎ 出雲市今市町904 0853-22-8200 居酒屋
居酒屋 酔⼼ 出雲市平⽥町1894-1 0853-62-4320 居酒屋
居酒屋ダイニング 和さび 出雲市今市町680 0853-25-1011 居酒屋
居酒屋 輝笑 出雲市今市町120-1 090-4148-6309 居酒屋
居酒屋 のどぐろ⽇本海 出雲市今市町1271-5 0853-21-8686 居酒屋
居酒屋 華もめん 出雲市駅南町3丁⽬3-3 0853-30-1488 居酒屋
居酒屋 HALU 出雲市塩冶町1064-6 1F 0853-21-0775 居酒屋
居酒屋 ⾈島屋 出雲市姫原町156 0853-31-6870 居酒屋
居酒屋 和皆⾨ 出雲市斐川町上直江1285-1 0853-72-5888 和⾷・⽇本料理
⽯窯キッチンブーレ イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066イオンモール出雲2F 0853-31-4460 洋⾷
居⼼伝 出雲駅前店 出雲市駅北町1 0853-21-7750 居酒屋
出雲⽢酒 出雲市⼤社町杵築北2844-34 0853-31-9173 カフェ
いずもいちば酒房 とらこ 出雲市今市町926-7 0853-30-0521 居酒屋
出雲キルト美術館ミュージアムカフェ 出雲市斐川町福富330 0853-72-7146 カフェ
出雲空港カントリー倶楽部 レストラン 出雲市斐川町学頭3738-1 0853-73-9191 定⾷・⾷堂
出雲空港ホテル 出雲市斐川町荘原2891-3 0853-72-7800 和⾷・⽇本料理
出雲コーヒーカラーズ 出雲市斐川町荘原4088 080-6264-8677 その他 コーヒービーンズショップ
出雲路遊⾷ ⼋雲 出雲市斐川町沖洲2633-1 出雲空港タ-ミナルビル3F 0853-72-0125 定⾷・⾷堂
出雲そば きずき 出雲市⼤社町杵築東387-1 0853-53-6077 そば・うどん
出雲そば めぐみ。惠 出雲市⼤社町杵築南1342-6 0853-27-9899 そば・うどん
出雲の味 健菜厨房 ⼤社店 出雲市⼤社町修理免818-1 0853-53-8155 定⾷・⾷堂
IZUMONO-en 出雲市⼤社町杵築南769 0853-25-7491 創作料理
出雲の國麺家 出雲縁結び空港店 出雲市斐川町沖洲2633-1 空港ビル3F 0853-73-8110 ラーメン
出雲の國麺家 JR出雲市駅店 出雲市駅北町11 0853-25-1169 そば・うどん
出雲の國麺家 ⼤社店 出雲市⼤社町杵築南780-10 0853-53-4445 そば・うどん
IZUMOPIZZA maina 出雲市⼤社町杵築北2844-34 0853-31-9173 イタリアン・フレンチ

Izumo Brewing Co. 出雲市今市町703-1 0853-31-9231 ダイニングバー・バル

Izumo Brewing Co. TAISHA 出雲市⼤社町杵築南840-1 0853-31-9231 ダイニングバー・バル

出雲料理 おくに 出雲市今市町755-1 0853-25-0923 居酒屋
出雲ロイヤルホテル 出雲市渡橋町831 0853-23-7211 和⾷・⽇本料理
イタリアン酒場 ⾁処 ももい 出雲市今市町1259-17 1F 0853-25-8787 居酒屋
伊太利屋 IL SOLE Watarihashi 出雲市渡橋町1130-6 0853-23-3225 イタリアン・フレンチ

伊太利屋 塩冶店 出雲市塩冶善⾏町14-7 0853-21-5882 イタリアン・フレンチ

壱⾹庵 出雲市今市町1264 0853-77-7845 居酒屋
⼀畑⼭コテージ 茶房空 出雲市⼩境町803 ⼀畑寺宗務本庁 0853-67-0211 和⾷・⽇本料理
いづも寒天⼯房 出雲⼤社参道本店 出雲市⼤社町杵築南1364-11 0853-53-5377 カフェ
いづものSAKABA 出雲市今市町971-27 0853-31-4180 居酒屋
いわみ寿司 出雲市今市町1370 0853-23-1991 寿司
⿂磯 出雲市塩冶町1694-6 0853-22-5489 和⾷・⽇本料理
⿂鮮⽔産 出雲市駅南⼝店 出雲市駅南町1-2-6 1F 0853-24-7091 居酒屋
うどん⻑屋 出雲市渡橋町1217 0853-31-9577 そば・うどん
うなぎ処 鈴屋 出雲市湖陵町差海1876-4 0853-43-2082 和⾷・⽇本料理
うまいもん家 ⼤将 出雲市塩冶町2115 0853-22-0420 居酒屋
雲州メモリー 出雲市平⽥町7253 0853-62-0023 パン・スイーツ
エムズバー 出雲市平⽥町2247-13 1F 0853-62-2733 ダイニングバー・バル

えんど屋 出雲市今市町87 ラピタ本店1F 0853-22-8073 定⾷・⾷堂
おいしさ⼯房ふるかわ 出雲市姫原四丁⽬6-7 0853-21-0684 和⾷・⽇本料理
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⼤梶⾷堂 出雲市⼤社町北荒⽊451-4 0853-53-2867 そば・うどん
⼤阪新世界 ⼭ちゃん 出雲駅前店 出雲市駅北町1番 0853-25-8256 居酒屋
⼤⼾屋ごはん処 ゆめタウン出雲店 出雲市⼤塚町650-1 0853-23-8609 定⾷・⾷堂
okinogami blue cacao's 出雲市⼤社町杵築南765-1 0853-53-5310 パン・スイーツ
奥出雲そば処 ⼀福 出雲駅前店 出雲市駅北町4-1 0853-24-4206 そば・うどん
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 そば・うどん
おくに茶や 出雲市⼤社町杵築南731 0853-53-2356 そば・うどん
お好み⼀番地 ゆめタウン出雲店 出雲市⼤塚町650-1 0853-23-8607 お好み焼き・たこ焼き

お好み焼⾁道とん堀 出雲店 出雲市枝⼤津町20-1 0853-22-5556 焼⾁・ホルモン
お⾷事処 ⼀善 出雲市塩冶有原町2丁⽬4-3 0853-21-4983 定⾷・⾷堂
お⾷事処 縁留 出雲市⼤社町北荒⽊625-2  ショッピングセンタ- エル内 0853-53-9048 定⾷・⾷堂
お⾷事処 縁 出雲市今市町1274 0853-21-9050 和⾷・⽇本料理
お⾷事処 かいづ 出雲市⾺⽊北町31 0853-48-0155 定⾷・⾷堂
お⾷事処・酒房 永瀬 出雲市今市町1694-23 0853-23-0370 和⾷・⽇本料理
お⾷事処 つむぎ 出雲市中野美保南1丁⽬1-7 0853-31-9286 和⾷・⽇本料理
御⾷事処  仲野 出雲市中野美保北1丁⽬3-3 0853-23-3100 焼⾁・ホルモン
お⾷事処 はま⽥ 出雲市⼤津朝倉3丁⽬2-1 0853-21-7400 和⾷・⽇本料理
お⾷事処 松の屋 出雲市⼤社町杵築東261番地 0853-53-2555 定⾷・⾷堂
お⾷事処 和 出雲市今市町864-5 ホテルながた内 0853-23-1700 居酒屋
おつまみ研究所⼤社⾨前ラボ 出雲市⼤社町杵築南836-2 0853-53-6031 カフェ
オトナキチコーヒー 出雲市今市町134-4 0853-77-6179 カフェ
おろちの樽 出雲市今市町971-15 0853-24-2242 居酒屋
海⼭ 出雲市今市町596 0853-23-2000 和⾷・⽇本料理
海鮮丼屋 ごゑん (GOEN) 出雲市多伎町多岐135-1 道の駅キララ多伎内 0853-86-3008 海鮮
海都 出雲ドーム店 出雲市平野町368 0853-24-6038 寿司
かかし 出雲店 出雲市⼤塚町650-1ゆめタウン出雲本館1F 0853-31-7025 和⾷・⽇本料理
柿⾕商店 出雲市⼤社町⽇御碕1089-29 0853-54-5106 海鮮
⾹具礼 出雲市⼤社町北荒⽊1874-31 0853-25-9037 和⾷・⽇本料理
駕籠⽯庵 kagoishian 出雲市⼤社町北荒⽊172-1 080-8236-1796 カフェ
ガスト 出雲店 出雲市渡橋町514-2 0853-20-2781 洋⾷
ガスト 島根斐川店 出雲市斐川町上直江1316 0853-73-8102 洋⾷
ガスト 島根平⽥店 出雲市平⽥町7145 0853-62-9833 洋⾷
家族茶屋 ⼣やけこやけ 出雲市⼤社町北荒⽊935-1 0853-53-5828 居酒屋
カチャカチャDO平⽥店 出雲市園町1412-6 0853-62-0930 お好み焼き・たこ焼き

かつ庵 出雲姫原店 出雲市姫原町292 0120-070-140 定⾷・⾷堂 とんかつ
割烹とつぎや 出雲市塩冶神前3丁⽬1-25 0853-23-5589 和⾷・⽇本料理
割烹 まほろば出雲 出雲市⼤塚町722-1 0853-25-8222 和⾷・⽇本料理
割烹・和⾷堂 看雲楼 出雲市⼤社町杵築東489-1 0853-53-2017 和⾷・⽇本料理
かつや 島根出雲店 出雲市渡橋町778-1 0853-31-4103 定⾷・⾷堂 とんかつ
かのや 出雲市⽩枝町222-3 0853-31-6606 定⾷・⾷堂
カフェ アトリオ 出雲市駅北町10-3 0853-25-2022 カフェ
cafe Dining Lounge THE PARK 出雲店 出雲市塩冶有原町2-10-1 0853-25-8735 洋⾷
カフェダイニング Ren 出雲市松寄下町1135-4 0853-22-6465 定⾷・⾷堂
cafe naka蔵 出雲市今市町689 0853-31-5880 カフェ
カフェハウス パステル 出雲市知井宮町185 0853-22-0254 洋⾷
カフェ ピアーチェ 出雲市江⽥町195 0853-30-7533 洋⾷
カフェプラザ サンラック 出雲市⽩枝町1199-2 0853-22-0303 洋⾷
カフェルーム六花 出雲市今市町815 0853-23-1908 定⾷・⾷堂
cafe LEON 出雲市姫原3丁⽬7-7 0853-25-9227 カフェ
カフェレスト あそび 出雲市武志町693-1 0853-25-0130 洋⾷
カフェレスト 桂 出雲市今市町1269-1 0853-22-6508 定⾷・⾷堂
カフェレストラン ロワール 出雲市斐川町上直江697-2 0853-72-6866 洋⾷
株式会社 吉岡製菓 出雲市斐川町荘原3940 0853-72-4566 カフェ
カボチャ⾷堂 出雲店 出雲市⼤塚町650-1ゆめﾀｳﾝ出雲本館1F 0853-31-7024 洋⾷
鎌倉パスタ ゆめタウン出雲店 出雲市⼤塚町650-1 0853-24-6141 洋⾷
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丁⽬1番地 0853-24-9855 カレー
観光センター いずも 出雲市⼤社町杵築東273 0853-53-3030 和⾷・⽇本料理
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GUNʼs屋 出雲市今市町1457 0853-22-3377 創作料理
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 お好み焼き・たこ焼き

⽢味喫茶 ⽉うさぎ 出雲市荻杼町68-1 0853-23-6062 カフェ
喫茶 軽⾷ チャコール 出雲市斐川町荘原2244-1 0853-72-9178 定⾷・⾷堂
喫茶 マチエール 出雲市国富町762-2 0853-63-3961 カフェ
kitchen ⿂⾒坂 出雲市多伎町久村1581-2 0853-77-5542 洋⾷
キッチン キドニー 出雲市⼤津新崎町1丁⽬18-1 0853-22-4336 定⾷・⾷堂
キッチン斐川 ゆめタウン斐川店 出雲市斐川町上直江1301-1 080-4102-1352 定⾷・⾷堂
ギフト&喫茶 フレンド 出雲市湖陵町板津308-1 0853-43-2359 その他 喫茶店
⽜⾓ 出雲渡橋店 出雲市渡橋町820-1⿂惣ビル1F 0853-30-0929 焼⾁・ホルモン
⽜豚⾺鶏 出雲店 出雲市今市町1439 0853-31-9909 焼⾁・ホルモン
京彩厨房 なが⽥ 出雲市⼤津町2096-20 0853-21-2272 和⾷・⽇本料理
きりんの⾷堂 出雲市今市町87 ラピタ本店1階 フ-ドコ-ト 0853-21-2912 定⾷・⾷堂
きんぐ 出雲市⼤社町杵築東599 0853-53-2473 定⾷・⾷堂
くいもん屋 吾作 代官町店 出雲市今市町928-2 ユ-アイプラザ1F 0853-24-3323 居酒屋
空海 出雲市⽩枝町539-6 0853-22-3870 ラーメン
クーズ・コンセルボ 出雲 出雲市駅北町11 0853-30-6022 定⾷・⾷堂
くしかつ笑 出雲市今市町827-23 桧垣ビル1階北側 0853-24-2900 居酒屋
串なお 出雲市今市町1327 0853-23-1982 居酒屋
串家物語 ゆめタウン出雲店 出雲市⼤塚町650-1 0853-25-8597 定⾷・⾷堂
蔵カフェ おもひで屋 出雲市塩冶町773 0853-23-6347 洋⾷
くら寿司 出雲店 出雲市渡橋町1055-1 0853-20-0610 寿司
grappino gカフェ 出雲市渡橋町81 2F 0853-25-0356 イタリアン・フレンチ

呉⽵鮨 出雲 出雲市今市町929-10 0853-21-2360 寿司
健菜厨房 出雲店 出雲市天神町515 0853-21-5015 定⾷・⾷堂
健菜厨房 ⼩⼭店 出雲市⼩⼭町436-1 0853-21-5015 和⾷・⽇本料理
献上そば ⽻根屋 ⼤津店 出雲市⼤津町699 0853-21-5084 そば・うどん
献上そば ⽻根屋 伝承館店 出雲市浜町520 0853-25-0312 そば・うどん
献上そば ⽻根屋 本店 出雲市今市町549 0853-21-0058 そば・うどん
ケンタッキーフライドチキン 出雲店 出雲市渡橋町95-1 0853-20-0659 その他 ファーストフード
⾹園 出雲市渡橋町741番地 0853-21-4878 中華・台湾料理
好酒苑処 ⼤⻁ 出雲市平⽥町1064 0853-63-3468 居酒屋
幸寿し 出雲市平⽥町950-17 0853-62-2170 和⾷・⽇本料理
コーヒーandピザハウス ガリバー 出雲市斐川町荘原2750-6 0853-72-0172 イタリアン・フレンチ

こーひーしょっぷ 縁 出雲市⼤社町杵築東262 0853-53-3893 定⾷・⾷堂
coffee stand 李庵 出雲市平⽥町831-3 050-3567-1353 カフェ
coffee house ヒナタバコ 出雲市⼩⼭町346-3 izumo TERRACE 1F 0853-25-8891 カフェ
コスコクレープ 出雲 出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲1階 0853-25-8551 パン・スイーツ
粉家 こん吉堂 出雲市今市町120-2 0853-30-1909 居酒屋
湖畔の温泉宿くにびき 出雲市湖陵町⼆部1230 0853-43-2211 和⾷・⽇本料理
ごはんや 出雲神⽴⾷堂 出雲市中野美保北3丁⽬5-1 0853-23-8880 定⾷・⾷堂
こまどり 出雲市今市町1259-11 0853-23-7257 和⾷・⽇本料理
⼩⻨家 Gabutto 出雲市姫原3丁⽬6-5 0853-25-7767 イタリアン・フレンチ

コメダ珈琲店 出雲姫原店 出雲市姫原4丁⽬6-2 0853-31-5090 カフェ
五郎⼋ 出雲市今市町1299 0853-21-1543 和⾷・⽇本料理
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 パン・スイーツ
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 パン・スイーツ
サーティワンアイスクリーム ゆめタウン出雲店 出雲市⼤塚町650-1 0853-23-8731 パン・スイーツ
坂根屋 出雲市⼤社町⼊南622-2 0853-31-4884 カフェ
坂根屋 ⼤社店 出雲市⼤社町杵築南840-1 0853-53-5026 カフェ
The Kitchen 出雲市駅南町3-3 0853-31-4168 洋⾷
讃岐うどんの⼼つるさく イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066 3階フードコート 0853-20-8700 そば・うどん
⼭陰出雲 ⼋右衛⾨ 出雲市上塩冶町4040-3 0853-25-8884 居酒屋
⼭陰漁酒場 丸善⽔産 出雲店 出雲市今市町971-3 0853-24-7755 居酒屋
CINQ SENS 出雲市姫原3丁⽬5-6 0853-31-9205 イタリアン・フレンチ

⼭太 出雲市⼤社町杵築東283-2 0853-25-8378 そば・うどん
⼭頭⽕ 出雲市今市町971-34 0853-20-0800 居酒屋
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SANBE BURGER 出雲⼤社店 出雲市⼤社町杵築南772 出雲杵築屋1F 0853-27-9400 洋⾷
サンマルクカフェ ゆめタウン出雲店 出雲市⼤塚町650-1 0853-24-6309 カフェ
三葉亭 出雲市平⽥町1708-1 0853-62-0061 ラーメン
しーじゃっく 出雲駅南店 出雲市駅南町1-3-5 0853-30-7228 寿司
Jʼs kitchen 出雲市斐川町直江4927-1 0853-31-9464 洋⾷
⾃家焙煎珈琲 良寛 出雲市塩冶町963-1 0853-23-7966 カフェ
四季味処 てんてん亭 出雲市今市町1310-9 0853-21-2050 居酒屋
四季荘 出雲市斐川町学頭1369 0853-72-6525 和⾷・⽇本料理
ZIPANG改め ラーメン茶屋喰神 出雲市⼤津新崎町1-53-2フォレストビル1F 0853-24-9889 ラーメン
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 焼⾁・ホルモン
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 その他 ソフトクリーム、コロッケ
Gymnopedie 出雲市⼤津新崎町6丁⽬2-1 0853-30-0141 定⾷・⾷堂
GYRO 出雲市今市町1274-1 STビル2F 0853-31-6577 ダイニングバー・バル

ジャスミン⾷堂 出雲市中野美保北3丁⽬4-13 0853-31-6222 カレー
ジャックインザドーナツ イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲内 0853-23-7133 パン・スイーツ
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 和⾷・⽇本料理
⼗五屋 出雲市今市町954-5 0853-25-0158 居酒屋
旬彩IZAKAYA 印 出雲市渡橋町1217 シオンビル2F 0853-27-9177 和⾷・⽇本料理
ジョイフル出雲塩冶原店 出雲市塩冶原町2丁⽬5-11 0853-20-1511 定⾷・⾷堂
ジョイフル出雲⼤津店 出雲市枝⼤津町17-5 0853-24-9661 定⾷・⾷堂
ジョイフル 島根斐川店 出雲市斐川町直江4665-1 0853-73-8121 定⾷・⾷堂
笑庵 出雲市⼤社町北荒⽊1868-144 0853-53-2030 定⾷・⾷堂
昭和酒場 ⼀番星 出雲市今市町1307-2 0853-77-6021 居酒屋
⾷彩酒家 きこ⼋ 出雲市⼤津町701-1 0853-23-3380 居酒屋
⾷事処 熊の⼦ 出雲市斐川町荘原2926-13 0853-72-3040 居酒屋
⾷事処 ⼩望⽉ 出雲市⼤社町杵築東620 0853-53-0257 そば・うどん
⾷堂 もんぜん 出雲市⼩境町2117-3 0853-67-0630 そば・うどん
ジョリーパスタ 出雲姫原店 出雲市姫原町291-1 0853-27-9866 イタリアン・フレンチ

ジンギスカン じゅじゅ 出雲市今市町718 0853-22-2200 焼⾁・ホルモン
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 洋⾷
すき家 出雲市駅南店 出雲市駅南町2-5-1 0120-498-007 その他 ファーストフード
すき家 出雲⾼岡店 出雲市⾼岡町540-1 0120-498-007 その他 ファーストフード
すし居酒屋 ⽇本海 出雲市今市町971-16 0853-31-9292 居酒屋
寿司処 いわなり 出雲市今市町1695-14 0853-22-0993 寿司
寿し処 こいし 出雲市平⽥町7355 0853-62-9789 寿司
鮨 とみ⽥ 出雲市今市町1458 0853-21-2258 寿司
すし⽇本海 ⾼岡店 出雲市⾼岡町398 0853-21-7272 寿司
スシロー 出雲⼩⼭店 出雲市⼩⼭町105-1 0853-24-7203 寿司
ステーキ&めん 味味亭 出雲市天神町157-2 0853-23-3301 洋⾷
ストロベリーカフェ 出雲市平⽥町2247-1 アタゴビル2F 0853-62-5850 イタリアン・フレンチ

炭⽕焼⿃ 暖愛笑 出雲市⼤社町杵築南872-2 0853-53-3039 居酒屋
炭⽕焼⾁屋さかい 出雲店 出雲市渡橋町592-1 0853-24-8110 焼⾁・ホルモン
相撲⾷堂 ちゃんこちゃん 出雲市神⻄沖町2129-8 0853-25-8224 定⾷・⾷堂
清松庵 出雲⼤社店 (EBINOYA) 出雲市⼤社町杵築南861-1 0853-25-7337 その他 ファストフード
絶景の宿 御所覧場 出雲市⼄⽴町5269 0853-45-0211 和⾷・⽇本料理
善ちゃんラーメン 出雲店 出雲市今市町971-3 080-2919-2683 ラーメン
草菴 レストランすゞ奈 出雲市斐川町学頭1491 0853-72-0226 和⾷・⽇本料理
創作ダイニング kohaku 出雲市斐川町直江4521-2 0853-72-2005 創作料理
園⼭商店 出雲市⼤社町⽇御碕381 0853-54-5153 海鮮
そば縁 出雲市浜町517-1 0853-24-8288 和⾷・⽇本料理
そば庄たまき ご縁横丁店 出雲市⼤社町杵築南840-1 0853-31-4545 そば・うどん
そば処 おくに 出雲市⼤社町杵築東276 0853-53-5190 そば・うどん
そば処・喜多縁 出雲市平⽥町989-4 0853-31-4259 そば・うどん
そば処 吉兆 出雲市⼤社町修理免735-5 0853-31-9065 そば・うどん
そば処 神⾨ 出雲市常松町378 0853-24-6200 そば・うどん
そば処 鶴華 波積屋 出雲市斐川町沖洲1630-2 0853-72-0770 そば・うどん
⼤〆 出雲市⼤社町杵築南1141 0853-53-5396 居酒屋
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⼤社珈琲 出雲市⼤社町杵築南780-9 0853-53-0510 カフェ
⼤社⾨前いづも屋 出雲市⼤社町杵築南775-5 0853-53-3890 そば・うどん
⼤正庵 出雲市⼤社町杵築南1399-4 0853-53-2454 そば・うどん
台湾料理 福来順 出雲市斐川町荘原2251-1 0853-72-2397 中華・台湾料理
台湾料理 豊源 出雲市今市町北本町3丁⽬1-1 0853-25-7472 中華・台湾料理
武志屋本店 出雲市今市町1626-2 0853-21-0063 和⾷・⽇本料理
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 お好み焼き・たこ焼き

tatsuzawa misaki cafe 出雲市⼤社町⽇御碕1089-30 0853-54-5005 定⾷・⾷堂
⾠味 出雲市荒茅町854-3 0853-28-1246 和⾷・⽇本料理
⽥中屋 出雲市⾼松町327-1 0853-28-2319 和⾷・⽇本料理
⾷べ処・飲み処 さくらんぼ 出雲市渡橋町824-1 0853-23-9099 居酒屋
たま川 出雲市⻄平⽥町25 0853-63-4577 居酒屋
タリーズコーヒー イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲1階 0853-24-7321 カフェ
タリーズコーヒー 出雲店 出雲市⾼岡町1237-1 0853-20-0961 カフェ
タンタン麺 萬福⾷堂 出雲市斐川町荘原2887-1 0853-73-7337 ラーメン
だん暖家 出雲市今市町1397 0853-25-0335 居酒屋
千⿃そば 出雲市⼤社町杵築東655 0853-53-0135 そば・うどん
中華料理 五⼗番 出雲市今市町1414-2 0853-21-0314 中華・台湾料理
中国料理 翠苑 平⽥店 出雲市美野町1662-1 0853-69-1111 中華・台湾料理
中国料理 ⽩⿓ 出雲市渡橋町1220 0853-22-3022 中華・台湾料理
ツバメヤ 出雲市今市町651 0853-20-1230 居酒屋
紡 出雲市国富町544-7 080-1907-4502 創作料理
Taste-Brooklyn Dining 出雲市駅北町1 E棟南 0853-25-7554 各国料理・多国籍料理

DIP MOCO 出雲市枝⼤津町8-12 090-7139-0598 洋⾷
⼿打ち出雲そば ほしえん 出雲市今市町905-18 0853-24-2598 そば・うどん
⼿打ちそば処 出雲えにし 出雲市⼤社町杵築南836-1 0853-53-0165 そば・うどん
⼿造りうどん たまき 出雲店 出雲市塩冶町1224 0853-23-1939 そば・うどん
⼿造りうどん たまき 直江本店 出雲市斐川町直江4523 0853-72-2112 そば・うどん
鉄板地鶏・焼⾁の藤増 出雲市今市町1261-12 0853-25-8029 焼⾁・ホルモン
TERRACCE 出雲店 出雲市天神町71 0853-23-2388 焼⾁・ホルモン
天下⼀品 出雲店 出雲市姫原町273-1 0853-21-2667 ラーメン
伝承裡 すぎはら 出雲市浜町283-1 0853-23-3688 和⾷・⽇本料理
天神坂 酒亭 和らび 出雲市塩冶町2074 飯国天神ビル1階 0853-22-8789 和⾷・⽇本料理
天神寿司 出雲市天神町655-1 0853-21-8252 寿司
てんぞ 出雲市斐川町上直江3315 0853-72-2052 居酒屋
天ぷら海鮮 岩⼋ 出雲市今市町1397 0853-24-7747 和⾷・⽇本料理
天ぷら海鮮と釜飯 縁福 出雲市斐川町荘原2891-4 0853-31-7788 和⾷・⽇本料理
桃花園 出雲市今市町1387-2 0853-22-8070 中華・台湾料理
桃源 焼⾁レストラン 有原苑 出雲市⽮野町920-1 0853-23-1058 焼⾁・ホルモン
トエニ 出雲市駅南町3丁⽬3 0853-24-1796 カレー
巴寿し 出雲市斐川町荘原2898-11 0853-72-0190 寿司
⿃さく イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲内 0853-23-7252 定⾷・⾷堂
とりでん・和み茶屋 出雲店 出雲市渡橋町393 0853-23-8839 和⾷・⽇本料理
とり焼きだいにんぐ 鶏匠 出雲市今市町1376 0853-25-7799 居酒屋
とんかつ 豚信 出雲市塩冶神前4丁⽬10-2 0853-23-6101 定⾷・⾷堂
とんき 出雲市今市町1266-2 0853-21-4395 和⾷・⽇本料理
なかやま商店 出雲市⼩境町2117 0853-67-0029 定⾷・⾷堂
鍋や 中じい 出雲市今市町930-7 佐々⽊ビル1F 0853-25-8777 中華・台湾料理
NAMI 出雲市⼤社町杵築東437-3 050-1041-5514 居酒屋
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 090-9062-4208 定⾷・⾷堂
煮⿂のおいしいお店 みやび 出雲市今市町696 0853-24-1880 居酒屋
⽇本海 出雲⼤社⾨前店 出雲市⼤社町杵築南840-1 0853-53-6262 定⾷・⾷堂
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1階 0853-23-6791 居酒屋
⽇本料理 登わ 出雲市枝⼤津町16-11 0853-25-8819 和⾷・⽇本料理
⽇本料理 花びし 出雲市知井宮町74-3 0853-21-5609 和⾷・⽇本料理
⽇本料理 華満 出雲市斐川町上直江1285-1 0853-72-5800 和⾷・⽇本料理
⽇本料理 ほう吉 出雲市斐川町荘原3180-24 0853-72-2117 和⾷・⽇本料理
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⽇本料理 無⾨ 出雲市⾺⽊北町1176 0853-48-9050 和⾷・⽇本料理
ニューウェルシティ出雲 出雲市塩冶有原町2丁⽬15-1 0853-23-7388 和⾷・⽇本料理
ば〜る ここぺり 出雲市⼤津朝倉1丁⽬7-5 0853-27-9360 洋⾷
バーガーキング イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066 0853-21-8133 その他 ファーストフード
Bar Soul 出雲市今市町929-9 末広ビル2F 0853-24-0169 ダイニングバー・バル

⽩⻁ 出雲市今市町120-12 0853-21-5625 中華・台湾料理
はかたや! 出雲店 出雲市⼤津町2096-28 0853-25-8308 居酒屋
ハコニワ.cafe 出雲市今市町515-1 0853-25-8635 カフェ
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 和⾷・⽇本料理
⼋剣伝 出雲駅前店 出雲市今市町875-3 0853-24-7070 居酒屋
花房 出雲市⼤社町⽇御碕1481-1 0853-54-5126 海鮮
はなまるうどん ゆめタウン出雲店 出雲市⼤塚町650-1 0853-24-6012 そば・うどん
華満 出雲駅前店 出雲市今市町928-13 0853-21-3913 和⾷・⽇本料理
華家 出雲市駅南町3丁⽬15-5 ミッドタウン桃⼭ 1F 0853-21-7758 居酒屋
はま寿司 出雲⼤塚店 出雲市⼤塚町750番地 0853-24-8021 寿司
葉楽Koto 出雲市今市町2076 0853-21-2511 カフェ
原料理店 出雲市平⽥町892-8 0853-62-2222 和⾷・⽇本料理
パン⼯房 キララベーカリー 出雲市多伎町多伎135-1 0853-86-2700 パン・スイーツ
BAMBOO 出雲市今市町931-2 0853-23-2882 居酒屋
ビジネスホテル⼤社 1階 レストラン 出雲市⼤社町杵築東67-3 0853-53-2194 定⾷・⾷堂
美喰Labo 我⿓ 出雲市今市町822-10 0853-24-8675 創作料理
ビストロ ヴルーテ 出雲市⾼岡町595-1 0853-23-3598 洋⾷
BISTRO309 ゆめタウン出雲店 出雲市⼤塚町650-1 0853-24-8309 洋⾷
ビストロ B.C倶楽部 出雲市今市町570-6 0853-20-1778 創作料理
ビッグボーイ 出雲今市店 出雲市今市町北本町5丁⽬1-1 0120-181-120 定⾷・⾷堂
ピッツァ エイト 出雲市⻄園町3383-23 0853-28-3522 イタリアン・フレンチ

⽇御碕ドライブイン 出雲市⼤社町⽇御碕1022 0853-54-5036 定⾷・⾷堂
広島鉄板焼 HERA 出雲市平野町20-1 0853-24-2423 お好み焼き・たこ焼き

富貴寿し 出雲市荻杼町555-2 0853-23-2768 寿司
⾵⽉庵 出雲市塩冶町765-2 0853-21-1597 そば・うどん
⾵⾵ラーメン平⽥店 出雲市平⽥町2415-1 0853-62-9191 ラーメン
ファミリーレストラン&焼⾁ ひろ 出雲市斐川町富村1505-1 0853-72-4080 焼⾁・ホルモン
ふじひろ珈琲 出雲市渡橋町1223(くにびき第1ビル1F) 0853-24-1760 カフェ
プチレストラン クルトン 出雲市斐川町福富866-5 0853-72-8092 洋⾷
フランス料理 ラルカンシェル 出雲市平⽥町2560-1 0853-63-8117 イタリアン・フレンチ

⽂吉たまき 出雲市平⽥町789-17 0853-25-7951 そば・うどん
ペッパーランチ ゆめタウン出雲店 出雲市⼤塚町650-1 0853-31-9529 その他 ステーキ
ホテル武志⼭荘 出雲市今市町2041 0853-21-1111 和⾷・⽇本料理
ホテル ほり江 出雲市平⽥町1826-20 0853-62-2218 和⾷・⽇本料理
ホテル リッチガーデン 出雲市天神町860-10 0853-25-3356 和⾷・⽇本料理
ぽぷり 出雲市斐川町直江1064-1 0853-72-0055 お好み焼き・たこ焼き

ホルモン屋まるい 出雲市塩冶神前4-10-2 0853-21-0107 焼⾁・ホルモン
本格⼿打蕎⻨ 出雲砂屋-SUNAYA- 出雲市⼤社町杵築南772 出雲杵築屋2F 0853-27-9006 そば・うどん
凡蔵 出雲市今市町738 0853-24-2096 居酒屋
Mare dorato 出雲市⼤社町杵築⻄1648-2 0853-25-8172 イタリアン・フレンチ

マクドナルド 出雲バイパス店 出雲市中野美保南2-5-3 0853-23-7326 その他 ファーストフード
マクドナルド 出雲ゆめタウン店 出雲市⼤塚町650-1 0853-24-6052 その他 ファーストフード
マクドナルド 出雲渡橋店 出雲市渡橋町765-2 0853-24-3207 その他 ファーストフード
Mother⾷堂 出雲市今市町44-2 0853-25-8283 定⾷・⾷堂
真須褐都 出雲市⼤社町⼊南1369-12 0853-53-4688 定⾷・⾷堂
まないな 出雲市⼤社町杵築東7 0853-53-5560 その他 ベジタリアン料理
まねき 姫原店 出雲市姫原4丁⽬7-6 0853-25-7440 定⾷・⾷堂
まの 出雲市⼤社町⽇御碕1089-47 0853-54-5201 定⾷・⾷堂
マリンタラソ出雲 レストラン タラソ 出雲市多伎町多岐859-1 0853-86-2911 定⾷・⾷堂
丸⻲製麺 出雲 出雲市渡橋町90-9 0853-21-5020 そば・うどん
丸源ラーメン 出雲店 出雲市渡橋町778-1 0853-22-3354 ラーメン
まるこ寿司 出雲市今市町908 0853-21-0453 寿司
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まるまる酒場 出雲市塩冶有原町5丁⽬51 080-6340-4287 居酒屋
ミートショップ サイトウ 出雲市今市町1318 0853-27-9029 焼⾁・ホルモン
ミスタードーナツ 出雲ショップ 出雲市渡橋町626-8 0853-23-2341 パン・スイーツ
ミスタードーナツ ゆめタウン出雲ショップ 出雲市⼤塚町650-1 0853-31-6820 パン・スイーツ
道の駅 湯の川 出雲市斐川町学頭825-2 0853-73-9327 定⾷・⾷堂
⾒晴らしの丘公園 キララコテージ 出雲市多伎町久村182 0853-86-9088 その他 バーベキュー、仕出し料理
三原鮮⿂店 出雲市佐⽥町反辺1216-9 0853-84-0412 和⾷・⽇本料理
ミュージアム「maru cafe」 出雲市⼤社町杵築東99-4 島根県⽴古代出雲歴史博物館内2F 0853-53-8600 カフェ
⺠宿 たかはし 出雲市⼤社町⽇御碕1480-13 0853-54-5404 和⾷・⽇本料理
⺠宿 ちどり荘 出雲市⼤社町⽇御碕622番地 0853-54-5101 和⾷・⽇本料理
⺠宿 中屋 出雲市河下町1561-5 0853-66-1063 和⾷・⽇本料理
麺処しろく 出雲市塩冶原町2丁⽬4-11 0853-25-9430 ラーメン
めんふぁん⾷堂 出雲店 出雲市⾼岡町418-1 0853-23-6668 定⾷・⾷堂
麺家 ⼋兵衛 出雲市⾼岡町564-1 0853-77-4152 ラーメン
麺家⼋兵衛 BETTAKU 出雲市塩冶町267-1 0853-77-4152 ラーメン
モスバーガー 出雲駅北町店 出雲市駅北町1番 0853-23-3668 その他 ファーストフード
モスバーガー 出雲ドーム店 出雲市⽮野町999 0853-23-0141 その他 ファーストフード
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 イタリアン・フレンチ

やおよろず 出雲市駅南町2丁⽬2-1 0853-23-7777 居酒屋
やきそばや 出雲市渡橋町1212 090-2802-4641 定⾷・⾷堂
やきとり専⾨店 とりまる 出雲市塩冶神前6丁⽬5-10 0853-30-0660 居酒屋
やきとり松本 出雲市今市町271-10 0853-25-2571 その他 やきとり店
やきとり家 すみれ 出雲店 出雲市今市町1307 0853-25-8430 居酒屋
焼⾁ 有原苑 出雲市塩冶有原町1丁⽬56-1 0853-23-7054 焼⾁・ホルモン
焼⾁ 味⼀ 出雲市駅南町2丁⽬6-4 0853-22-1275 焼⾁・ホルモン
焼⾁ぎんこう 出雲市⼩⼭町260-45 0853-22-3641 焼⾁・ホルモン
焼⾁⾼麗 出雲市平⽥町1057 0853-62-3060 焼⾁・ホルモン
焼⾁と鍋料理の店 あらき 出雲市斐川町直江5310 0853-72-2364 焼⾁・ホルモン
焼⾁の⼤将軍 出雲市⼤津新崎町5丁⽬39-2 0853-23-2802 焼⾁・ホルモン
焼⾁の藤増 ⼤塚店 出雲市⼤塚町785-1 0853-20-7177 焼⾁・ホルモン
焼⾁ビアムーン 出雲市⻄新町1丁⽬1059-1 0853-21-5585 焼⾁・ホルモン
焼⾁ べことん 出雲店 出雲市天神町867 0853-25-8374 焼⾁・ホルモン
焼⾁ まんまる 出雲市平⽥町2428-5 0853-25-7873 焼⾁・ホルモン
焼⾁ むさし 出雲市塩冶町1192-8HOKプラザ3号館 0853-24-2666 焼⾁・ホルモン
焼⾁ むべ 出雲市今市町971-24 0853-25-0007 焼⾁・ホルモン
焼⾁ ⼤和 出雲市塩冶町826-4 0853-24-3119 焼⾁・ホルモン
焼⾁屋 楽市カルビ 出雲市江⽥町194-5 0853-23-2580 焼⾁・ホルモン
⼋雲東店 出雲市⼤社町杵築東262 0853-53-0257 そば・うどん
⼋雲本店 出雲市⼤社町杵築東276-1 0853-53-0257 そば・うどん
⼭さ紀とんとん亭 出雲市⼤津新崎町1丁⽬54 0853-23-6990 和⾷・⽇本料理
やわらかとんかつ かつ楽 出雲市江⽥町196 0853-25-3200 定⾷・⾷堂 とんかつ
U.IZUMO 出雲市駅南町1丁⽬3-2 0853-31-9507 創作料理
遊⾷倶楽部 おきな 出雲市⼤津町1131-1  出雲商⼯会館1F 0853-22-3339 定⾷・⾷堂
ゆかり館 ⾷事処だんだん 出雲市佐⽥町原⽥737 0853-84-0800 和⾷・⽇本料理
ゆたか亭 出雲市⼤社町杵築東384 0853-53-2208 和⾷・⽇本料理
吉栗の⾷処 おちらと 出雲市佐⽥町⼀窪⽥657 0853-85-8020 和⾷・⽇本料理
吉野家 出雲店 出雲市渡橋町740-6 0853-24-6077 定⾷・⾷堂
よふきや 出雲市⼩境町411-4 0853-67-0804 定⾷・⾷堂
ラーメンうまいぞ武蔵 出雲店 出雲市渡橋町701 0853-24-2232 ラーメン
ラーメンうまいぞ武蔵 平⽥店 出雲市平⽥町1581-1 0853-63-3933 ラーメン
らーめん⼯房 海 出雲市多伎町多岐157-1 0853-86-7311 ラーメン
拉麺屋神楽 出雲店 出雲市渡橋町256 0853-20-0868 ラーメン
拉麺屋神楽 ゆめタウン店 出雲市⼤塚町650-1 0853-25-7128 ラーメン
La chocolaterie NANAIRO 出雲市斐川町坂⽥1934 0853-25-7676 カフェ
ラピタ本店 ファミリーレストラン 出雲市今市町87 0853-21-6063 定⾷・⾷堂
ラブ・ポーション 出雲市斐川町福富551-2 0853-72-6840 定⾷・⾷堂
ランコントレ 出雲市⼩⼭町163 0853-24-2477 イタリアン・フレンチ
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LIBERATE 出雲市今市町904 0853-21-6180 ダイニングバー・バル

料亭たわら 出雲市古志町1026-4 0853-21-3597 和⾷・⽇本料理
料亭 ひがしや 出雲市神⻄沖町2011-2 0853-43-1024 和⾷・⽇本料理
料亭 ほり江 出雲市平⽥町2069-2 0853-62-2430 和⾷・⽇本料理
料理 以久満 出雲市平⽥町2236-8 0853-62-2248 和⾷・⽇本料理
御料理・仕出し あがわ 出雲市斐川町富村870-1番地 0853-72-0372 和⾷・⽇本料理
料理仕出し つねまつ 出雲市国富町447 0853-63-2849 和⾷・⽇本料理
料裡亭 灘屋 出雲市⼤津町2063-11 0853-21-2128 和⾷・⽇本料理
ル コションドール 出⻄ 出雲市斐川町出⻄1112-1 0853-27-9123 カフェ
レインボーハット 出雲店 出雲市⼤塚町650-1ゆめタウン出雲2F 0853-25-8832 パン・スイーツ
REGARE 出雲市渡橋町989-1 0853-23-2533 イタリアン・フレンチ

レストラン カメーリア 出雲市駅北町4-1 0853-30-8080 洋⾷
レストラン ことのは 出雲市今市町1489-2 グリ-ンリッチホテル出雲1階 0853-24-0001 定⾷・⾷堂
レストラン⾄誠 出雲駅前店 出雲市今市町2065パルメイト出雲1階 0853-21-5735 和⾷・⽇本料理
レストランビアムーン 出雲市⻄新町1丁⽬2548-1 0853-20-2755 定⾷・⾷堂
レストラン プラザ 出雲市渡橋町112 0853-22-4125 定⾷・⾷堂
LoTa森⽥屋 出雲市⼤社町杵築東576 0853-27-9653 カフェ
炉端かば 出雲店 出雲市渡橋町1211 0853-22-7000 居酒屋
Wine Bar Fusion 出雲市斐川町荘原2986-9 0853-25-7382 居酒屋
和⾷居酒屋 神⾨ 出雲市駅南町1丁⽬3-3 0853-24-6668 居酒屋
和⾵レストラン ⼭⾥波 出雲市美野町517-1 0853-67-0855 定⾷・⾷堂
笑笑 出雲市南⼝駅前店 出雲市駅南町2-2-1駅南だるまビル1階 0853-23-3788 居酒屋

あかな屋 安来市伯太町安⽥中157-3 0854-37-0020 定⾷・⾷堂
味処きた川 安来市安来町438-1 0854-23-0447 和⾷・⽇本料理
⾜⽴美術館喫茶室⼤観 安来市古川町320 0854-28-7111 カフェ
⾜⽴美術館 喫茶室 翆 安来市古川町320 ⾜⽴美術館内 0854-28-7111 カフェ
⾜⽴美術館 茶室寿楽庵 安来市古川町320 ⾜⽴美術館内 0854-28-7111 カフェ
EASTERN 安来市荒島町1676-2 090-3639-1313 カフェ
居酒屋 おうか 安来市安来町1944 0854-22-5677 居酒屋
居酒屋 ⽵る 安来市安来町1968-1 華はうすビル1F 0854-26-4500 居酒屋
苺や kirito 安来市⾚江町762 080-1644-0102 カフェ
INDIGO COFFEE 安来市汐⼿が丘13-18 0854-27-7817 カフェ
割烹・仕出し ⼭常楼 安来市安来町1704 0854-22-2040 和⾷・⽇本料理
割烹 ひさご家 安来市安来町2403 0854-22-2127 和⾷・⽇本料理
我⾵ 安来市安来町1949-1 あたごビル1F 0854-22-1333 居酒屋
カフェ ドーフィン 安来市飯⽣町605-5 0854-27-7777 洋⾷
カフェレストラン CRAFT 安来市伯太町東⺟⾥1193 0854-37-1123 洋⾷
がまがえる 安来市安来町1092-2 0854-22-3087 居酒屋
韓国居酒屋 メトロ 安来市安来町1730 070-5302-0623 韓国料理
清⽔茶屋 ゆう⼼ 安来市清⽔町10-7 0854-23-1100 和⾷・⽇本料理
くいものや膳 安来市安来町1975-16 0854-23-1119 居酒屋
グルメ&コーヒー舶来屋 安来市島⽥町427-1 0854-22-3847 洋⾷
紅葉館 安来市清⽔町528 0854-22-2530 和⾷・⽇本料理
酒蔵 やまきち 安来市安来町1909 0854-22-5881 そば・うどん
さぎの湯温泉 安来苑 安来市古川町478 0854-28-6262 和⾷・⽇本料理
さぎの湯荘 安来市古川町478-1 0854-28-6211 和⾷・⽇本料理
定九郎 安来市南⼗神町22-8 0854-22-1526 和⾷・⽇本料理
さつまラーメン ルート9 安来市⾚江町377-1 0854-28-8521 ラーメン
ジョイフル安来今津店 安来市今津町627-1 0854-23-7370 定⾷・⾷堂
松琴館 安来市清⽔町527 0854-22-2002 和⾷・⽇本料理
⾷堂 丼々 安来市広瀬町⻄⽐⽥1644-1 0854-34-0027 定⾷・⾷堂
すき家 9号安来店 安来市⿊井⽥町452-17 0120-498-007 その他 ファーストフード
泉⽔苑 安来市吉佐町1054-29 0854-23-0717 焼⾁・ホルモン
⼤韓家 安来市⻄荒島町33 0854-28-7642 韓国料理
ダイニングKIDO 安来市安来町1345-10 0854-22-2471 居酒屋
⽵葉 ⾷事処 安来市古川町438 0854-28-6231 和⾷・⽇本料理

安来市
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中華喫茶 桂林 安来市⾚江町209 0854-28-6815 中華・台湾料理
中華飯店 かげやま 安来市飯島町286-2 0854-22-5310 中華・台湾料理
DELI&KITCHEN halo 安来市安来町2093-3 0854-23-2211 創作料理
⼗神ラーメン 和⽥店 安来市⿊井⽥町356-1 0854-22-2572 ラーメン
中海の郷 安来市中海町128-1 0854-23-2501 和⾷・⽇本料理
罵伊絵瑠 安来市飯島町408 0854-22-1528 イタリアン・フレンチ

⽐⽥温泉 湯⽥⼭荘 安来市広瀬町東⽐⽥1373 0854-34-0240 和⾷・⽇本料理
ぷらーなキッチン 安来市安来町761-4 0854-22-2097 定⾷・⾷堂
別邸 ⺟⾥ 安来市伯太町東⺟⾥468 0854-26-4131 イタリアン・フレンチ

別邸 鷺泉 安来市古川町489 0854-28-6211 和⾷・⽇本料理
宝来園 安来市安来町1622 0854-22-2489 中華・台湾料理
ホテル ひさご家 安来市安来町2403 0854-22-2127 和⾷・⽇本料理
やきとり⼤吉 安来店 安来市安来町886-9 0854-22-1822 居酒屋
安来グランパ 安来市安来町1058 和鋼博物館2F 0854-23-2040 洋⾷
安来節演芸館 お⾷事処「どじょう亭」 安来市古川町534 0854-28-9500 定⾷・⾷堂
家納喜 安来市安来町1124 0854-22-2404 和⾷・⽇本料理
夢ランドしらさぎ 安来市古川町835 0854-28-6300 定⾷・⾷堂
ラーメン ⼀刻 安来市吉佐町1052-8 0854-27-7444 ラーメン
らーめんはうす そら 安来市⾚江町27-1 0854-28-8895 ラーメン
羅美 安来市安来町1118-7 0854-23-0448 定⾷・⾷堂
両國鮨 安来市植⽥町1072-1 0854-28-9015 寿司
レストラン やまさや 安来市広瀬町布部319 0854-36-0880 和⾷・⽇本料理
LOACH 安来市⿊井⽥町327-5 0854-22-4334 カフェ
炉端かば 安来店 安来市安来町2093-4 0854-22-2500 居酒屋

あか川⾷堂 雲南市⼤東町⼤東1008-4 0854-43-2238 居酒屋
明⽯ふれあい館 雲南市三⼑屋町坂本870 0854-45-5678 定⾷・⾷堂
あすなろ 雲南市⼤東町⼤東1771-4 0854-43-2207 居酒屋
天野館 雲南市⽊次町⽊次51 0854-42-0006 和⾷・⽇本料理
＆CAFE華羅 雲南市⽊次町東⽇登240-4 0854-42-5887 定⾷・⾷堂
居酒屋 永和 雲南市加茂町加茂中884 0854-49-7806 居酒屋
居酒屋 いちまつ 雲南市三⼑屋町三⼑屋1099 0854-45-2244 居酒屋
居酒屋 鰍 雲南市掛合町掛合2222-11 0854-62-1855 居酒屋
居酒屋 めーぷる 雲南市⼤東町⼤東998-5 0854-43-5243 居酒屋
居酒屋 もみじ 雲南市加茂町加茂中870-1 0854-49-8989 居酒屋
出雲そばレストランむらげ 雲南市吉⽥町吉⽥4378-31 0854-74-9345 定⾷・⾷堂
海潮荘 雲南市⼤東町中湯⽯451番地 0854-43-5000 和⾷・⽇本料理
うんなん咲場 幸乃家 雲南市三⼑屋町三⼑屋69-2 0854-47-7448 居酒屋
⼤阪王将 三⼑屋店 雲南市三⼑屋町三⼑屋下熊⾕1777-1 0854-45-0181 中華・台湾料理
おくい⾷堂 雲南市⽊次町⽊次468-15 0854-42-0337 定⾷・⾷堂
奥出雲葡萄園 雲南市⽊次町寺領2273-1 0854-42-3480 洋⾷
お好み焼 鉄板焼 千両 雲南市加茂町加茂中884-2 0854-49-7393 お好み焼き・たこ焼き

お⾷事処 ふくもと 雲南市三⼑屋町下熊⾕1396-3 0854-45-2939 和⾷・⽇本料理
御料理 布の 雲南市三⼑屋町古城35-1 0854-45-2127 和⾷・⽇本料理
会席 たむら 雲南市吉⽥町吉⽥2526-1 0854-74-0081 和⾷・⽇本料理
かげやま 雲南市掛合町掛合2150-96 0854-62-1000 和⾷・⽇本料理
割烹仕出し ⽥丸屋 雲南市⽊次町新市33 0854-42-0213 和⾷・⽇本料理
割烹すぎ原 雲南市吉⽥町吉⽥2611-1 0854-74-0118 和⾷・⽇本料理
カフェ 蘭 雲南市⼤東町⼤東1120-3 0854-47-7073 カフェ
国⺠宿舎 清嵐荘 雲南市吉⽥町川⼿161-4 0854-75-0031 和⾷・⽇本料理
⾥熊亭 雲南市⽊次町⾥⽅606-1 0854-42-0649 和⾷・⽇本料理
しーじゃっく 三⼑屋店 雲南市三⼑屋町下熊⾕1405 0854-45-5000 寿司
旬菜酒房 うさぎ組 雲南市三⼑屋町下熊⾕1748-3 0854-45-2110 居酒屋
⽯照庭園 雲南市⽊次町平⽥472 0854-48-0033 和⾷・⽇本料理
曽⽥屋 雲南市⼤東町須賀295-8 0854-43-2458 和⾷・⽇本料理
dining&cafe 39⁺ 雲南市三⼑屋町三⼑屋71-1 0854-45-5820 洋⾷
台湾料理 ⾹雲 雲南市三⼑屋町三⼑屋189-1 0854-47-7118 中華・台湾料理

雲南市
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台湾料理 鴻福園 雲南市⼤東町⼤東951ー2 0854-43-6668 中華・台湾料理
多納屋 雲南市加茂町加茂中1268 0854-49-7107 和⾷・⽇本料理
ちぐさ 雲南市⼤東町中湯⽯248-2 0854-43-6366 定⾷・⾷堂
中国四川料理 ドンシュー 雲南市三⼑屋町三⼑屋14-6 0854-45-2541 中華・台湾料理
ながら屋 雲南市三⼑屋町三⼑屋307番地 0854-45-2603 和⾷・⽇本料理
⼋剣伝 三⼑屋店 雲南市三⼑屋町下熊⾕1780-2 0854-45-0003 居酒屋
花ぶさ 雲南市三⼑屋町三⼑屋51-7 0854-45-4980 和⾷・⽇本料理
⽩⻁茶屋 雲南市⼤東町下佐世91-2 0854-43-3711 そば・うどん
ふじみつ 雲南市⽊次町下熊⾕423-1 0854-42-0356 和⾷・⽇本料理
veg cafe & health food store 菜の花 雲南市三⼑屋町三⼑屋71-2 0854-47-7412 定⾷・⾷堂
道の駅 さくらの⾥きすき 雲南市⽊次町⼭⽅1134-31 0854-40-0540 定⾷・⾷堂
峯寺遊⼭荘 雲南市三⼑屋町給下1586-1 0854-45-5800 和⾷・⽇本料理
森のvillage はぁてぃすと 雲南市⽊次町湯村1318-1 0854-48-0015 洋⾷
焼⾁ さくら亭 雲南市三⼑屋町下熊⾕1748-3 0854-45-2229 焼⾁・ホルモン
ゆたか 雲南市加茂町南加茂264-1 0854-49-7157 和⾷・⽇本料理
陽気寿司 雲南市⼤東町⼤東2343-14 0854-43-2625 寿司
楽⼀献・⼋千代亭 雲南市⼤東町⼤東1627 0854-43-2239 和⾷・⽇本料理
料理・旅館 松江館 雲南市⽊次町⽊次53 0854-42-0051 和⾷・⽇本料理
レスト&ショップ 掛合の⾥ 雲南市掛合町掛合1800-2 0854-62-1510 和⾷・⽇本料理
レストラン旬⾹ 雲南市三⼑屋町三⼑屋72-2 0854-45-2311 定⾷・⾷堂
レストラン みとや川 雲南市三⼑屋町三⼑屋20 0854-45-5900 定⾷・⾷堂
炉端かば 雲南店 雲南市三⼑屋町三⼑屋71-1 0854-45-2911 居酒屋
和かな寿司 雲南市⽊次町⽊次468 0854-42-5020 寿司
若松家 雲南市⽊次町⾥⽅1323-10 0854-42-1631 定⾷・⾷堂

吾妻そば本店 仁多郡奥出雲町三成409-5 0854-54-0219 そば・うどん
奥出雲多根⾃然博物館 レストランさじろ 仁多郡奥出雲町佐⽩236-1 0854-54-0003 イタリアン・フレンチ

奥出雲町サイクリングターミナル 仁多郡奥出雲町三成558-6 0854-54-2100 定⾷・⾷堂
お⾷事処 ⼤衆 仁多郡奥出雲町三成356-2 0854-54-0129 定⾷・⾷堂
お⾷事処 中国料理 直久 仁多郡奥出雲町横⽥1101-7 0854-52-1518 中華・台湾料理
お⾷事処 美雲 仁多郡奥出雲町下横⽥84 0854-52-3321 定⾷・⾷堂
⻤蕎⻨ 仁多郡奥出雲町三成1415-27 0854-54-2101 そば・うどん
⻤の⾆震亭 仁多郡奥出雲町三成1417-6 0854-54-1114 そば・うどん
賀松園 横⽥店 仁多郡奥出雲町横⽥1029-8 0854-52-1028 居酒屋
割烹 川芳 仁多郡奥出雲町三成664-1 0854-54-1067 和⾷・⽇本料理
カフェ シナトラ 仁多郡奥出雲町横⽥1110-18 よりみちマルシェ 0854-52-3755 カフェ
⻲嵩温泉 ⽟峰⼭荘 仁多郡奥出雲町⻲嵩3609-1 0854-57-0800 和⾷・⽇本料理
喜久寿し 仁多郡奥出雲町三成428-1 0854-54-0460 寿司
⽊次線⻲嵩駅扇屋 仁多郡奥出雲町郡村340 0854-57-0034 そば・うどん
きっちん 焚菜 仁多郡奥出雲町横⽥1017-8 0854-52-2299 居酒屋
佐⽩温泉 ⻑者の湯 お⾷事処 ⼋重垣 仁多郡奥出雲町佐⽩223-5 0854-54-0203 和⾷・⽇本料理
茶房 ⼗五代 仁多郡奥出雲町⼤⾕856 0854-52-2121 カフェ
純そば ⼀⾵庵 仁多郡奥出雲町下横⽥89-2 0854-52-9870 そば・うどん
たたらの舎 仁多郡奥出雲町⽵崎878 0854-52-0063 そば・うどん
⽥中屋旅館 仁多郡奥出雲町下横⽥449 0854-52-0230 和⾷・⽇本料理
中国料理 ⼀番館 仁多郡奥出雲町下横⽥127-1 0854-52-0674 中華・台湾料理
バーガーハウス ピコピコ 仁多郡奥出雲町横⽥1097 0854-52-2578 各国料理・多国籍料理

斐乃上荘 仁多郡奥出雲町⽵崎1843-2 0854-52-0234 定⾷・⾷堂
姫のそば ゆかり庵 仁多郡奥出雲町稲原2128-1 0854-52-2560 和⾷・⽇本料理
福屋旅館 鐵池 仁多郡奥出雲町横⽥945-1 0854-52-1043 和⾷・⽇本料理
まいもんや居酒屋 味奈⾥ 仁多郡奥出雲町三成260 0854-54-1076 居酒屋
道の駅 奥出雲おろちループ 仁多郡奥出雲町⼋川2500-294 0854-52-3111 定⾷・⾷堂
美好乃 仁多郡奥出雲町⼋川33-12 0854-52-0221 和⾷・⽇本料理
⼋川そば 仁多郡奥出雲町⼋川99-1 0854-52-1513 そば・うどん
⼭県そば 仁多郡奥出雲町⼤呂515 0854-52-1149 そば・うどん

憩いの郷 ⾐掛 飯⽯郡飯南町上⾚名1663 0854ー76-2158 和⾷・⽇本料理

奥出雲町

飯南町
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奥出雲そば処 ⼀福 頓原本店 飯⽯郡飯南町佐⾒977 0854-72-0277 そば・うどん
琴引ビレッジ⼭荘 ⾷堂 飯⽯郡飯南町佐⾒1199-3 0854-72-1035 定⾷・⾷堂
寿司・焼⾁ しのぶ 飯⽯郡飯南町佐⾒969-3 0854-72-0032 焼⾁・ホルモン
ミセス・ロビンフッド 飯⽯郡飯南町上来島1205-1 0854-76-9277 創作料理
道の駅頓原 レストランやまなみ 飯⽯郡飯南町花栗48 0854-72-1111 定⾷・⾷堂
ラムネMILK堂 飯⽯郡飯南町花栗48 0854-72-1720 カフェ

アクアス・ミュージアム 喫茶コーナー 浜⽥市久代町1117-2 0855-28-1811 カフェ
いいかげんや 浜⽥店 浜⽥市浅井町86-31 吹ヶ迫ビル1F 0855-23-3860 居酒屋
居酒屋 さくら 浜⽥市旭町丸原76-1 0855-45-1781 居酒屋
居⾷屋 きらら 浜⽥市浅井町1577 0855-22-1782 和⾷・⽇本料理
⼀期⼀会 浜⽥市三隅町三隅1329 0855-32-0551 定⾷・⾷堂
⼀声楼 浜⽥市三隅町三隅1195 0855-32-0006 和⾷・⽇本料理
VITAL CAFE 浜⽥市港町227-1 ゆめタウン浜⽥店3F 0855-23-5188 カフェ
植本家⽀店 浜⽥市栄町11-1 0855-23-2972 居酒屋
⿂鮮⽔産 浜⽥駅前店 浜⽥市⿊川町4180 ハラビル1F 0855-25-2577 居酒屋
⿂⺠ 浜⽥南⼝駅前店 浜⽥市浅井町1563MORISUビル2階 0855-22-0988 居酒屋
⼤阪王将 浜⽥店 浜⽥市⿊川町127-1 0855-25-0333 中華・台湾料理
お好み⼀番地 ゆめタウン浜⽥店 浜⽥市港町227-1 0855-23-1109 お好み焼き・たこ焼き

お⿂のなかだ 浜⽥市国分町1981-186 0855-25-5065 海鮮
廻鮮 かぐら寿し 浜⽥市周布町イー61-1 0855-27-2360 寿司
海鮮焼き 浜⼼ 浜⽥市殿町83-124 浜⽥ニューキャッスルホテル1F 0855-25-1211 居酒屋
廻転寿司 すし蔵 浜⽥本店 浜⽥市朝⽇町1472 0855-23-8296 寿司
割烹居酒屋 ⽊楽 浜⽥市相⽣町3845 0855-25-5715 和⾷・⽇本料理
割烹 さか本 浜⽥市浅井町1557 0855-22-8772 和⾷・⽇本料理
割烹 ⼗久利 浜⽥市栄町43番 0855-22-4536 和⾷・⽇本料理
かなぎウエスタンライディングパーク 浜⽥市⾦城町久佐イ1390-8 0855-42-2222 焼⾁・ホルモン
カフェ・ミシェル 浜⽥市相⽣町1411-5 0855-23-6422 イタリアン・フレンチ

カフェレスト セリーヌ 浜⽥市熱⽥町796-5 0855-26-0755 洋⾷
かめや旅館 浜⽥市⾦城町追原7-2 0855-42-0405 和⾷・⽇本料理
川根家 浜⽥市⾦城町波佐イ99-3 0855-44-0141 和⾷・⽇本料理
韓国料理 マンナム 浜⽥市弥栄町⽥野原313-2 090-4147-0141 韓国料理
キッチン オーブッシュ 浜⽥市浅井町56-6 ベルウッド1階 0855-23-8158 イタリアン・フレンチ

Gallary&Cafe FUN 浜⽥市⻄村町1069-1 0855-32-1532 和⾷・⽇本料理
串焼 串ひろ 浜⽥市天満町5番 0855-22-2941 居酒屋
コーヒーショップ KEN 浜⽥市⻑沢町166 森⽥ビル1F 0855-23-2880 カフェ
国⺠宿舎 千畳苑 浜⽥市下府町2164 0855-28-1255 和⾷・⽇本料理
COCO de SAKURA 浜⽥市紺屋町19-1 0855-22-4654 創作料理
コメダ珈琲店 浜⽥店 浜⽥市港町201-1 0855-25-0205 カフェ
サーティワンアイスクリーム ゆめタウン浜⽥店 浜⽥市港町227-1 0855-23-7731 パン・スイーツ
さぬきうどん てん・てん 浜⽥市朝⽇町109-9 0855-23-1925 そば・うどん
⼭陰海鮮炉端かば 浜⽥店 浜⽥市浅井町86-34 0855-22-2233 居酒屋
⾃然⾷ビュッフェ 菜の華 浜⽥市朝⽇町109-2 0855-23-0238 その他 バイキングレストラン
七輪焼⾁ 炭乃家 浜⽥市相⽣町3923-2 0855-23-5757 焼⾁・ホルモン
⼩旬 浜⽥市⿊川町127 0855-28-7270 創作料理
ジョイフル浜⽥周布店 浜⽥市⽇脚町1050-1 0855-24-7322 定⾷・⾷堂
昭和処 いっぱい⼀杯 浜⽥市新町15-2 0855-25-5118 居酒屋
⾷事処 スマイル 浜⽥市⾦城町七条ハ371-1 0855-42-0678 定⾷・⾷堂
すき家 9号浜⽥店 浜⽥市熱⽥町1418-1 0120-498-007 その他 ファーストフード
寿しかつ 浜⽥市⽚庭町35 0855-22-1855 寿司
すしとうなぎの店 ⼭源 浜⽥市錦町7-5 0855-22-0321 寿司
寿しゆう 浜⽥市浅井町86-33 キクヤビル1F 0855-25-5251 寿司
鈴蘭別館 浜⽥市港町186-5 0855-22-2381 和⾷・⽇本料理
ステーキ 味泉 浜⽥市朝⽇町1547 0855-23-5033 洋⾷
炭焼酒房 笑々もん家 浜⽥市⿊川町4186 那須野駅前ビル2F 0855-22-8039 居酒屋
清⾹苑 浜⽥市⿊川町4192 0855-22-1202 焼⾁・ホルモン

浜⽥市
⽯⾒エリア
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そば聖 浜⽥市三隅町⻄河内470-4 0855-32-0237 そば・うどん
ダイニング ⽉読 浜⽥市⿊川町93-10 ダイヤビル1F 0855-23-5030 イタリアン・フレンチ

Dining Bar Vital 浜⽥市⿊川町4204 鮎川プラザ2F 0855-23-8021 ダイニングバー・バル

Diningbar Q 浜⽥市浅井町102-21 0855-23-0952 ダイニングバー・バル

たこ⼀番 ゆめタウン浜⽥店 浜⽥市港町227-1 0855-23-7757 お好み焼き・たこ焼き

つばめ 浜⽥市浅井町102-16 0855-23-3066 居酒屋
定⾷ダイニングめし房-Meshi-bou!-  浜⽥市紺屋町70-1 0855-28-7500 定⾷・⾷堂
⼿造りうどん たまき 浜⽥店 浜⽥市⽥町1449-1 0855-25-5166 そば・うどん
にしきそば 浜⽥店 浜⽥市⿊川町4206 0855-23-0234 そば・うどん
⽇本料理 横⽥ 浜⽥市殿町83-46 0855-22-0551 和⾷・⽇本料理
浜⽥ニューキャッスルホテル 浜⽥市殿町83-124 0855-23-5880 その他 和⾷・洋⾷
フェリーチェ 浜⽥市野原町1862-7 0855-23-0050 その他 和洋折衷
福新楼 浜⽥市浅井町86-27 0855-23-0670 中華・台湾料理
ベリーネカフェ 浜⽥市⾦城町七条イ735 0855-42-2515 カフェ
ホテル川隅 浜⽥市旭町⽊⽥1005-1 0855-45-0007 和⾷・⽇本料理
ホテル松尾 浜⽥市⿊川町4185 0855-22-2520 和⾷・⽇本料理
美⼜温泉国⺠保養センター 浜⽥市⾦城町追原32-1 0855-42-0353 和⾷・⽇本料理
むさしの寿司 浜⽥市錦町22-1 0855-22-0368 寿司
⽬利きの銀次 浜⽥南⼝駅前店 浜⽥市浅井町1563MORISUビル1階 0855-22-4988 居酒屋
めし処 ぐっさん 浜⽥市原井町3025 070-5301-3893 定⾷・⾷堂
麺ズ いそべ 浜⽥市⾦城町七条ハ16-7 0855-42-0820 ラーメン
麺⻁ 浜⽥市浅井町1406-4 0855-22-9644 ラーメン
麺や⼀番 ゆめタウン浜⽥店 浜⽥市港町227-1 0855-22-8196 ラーメン
モスバーガー ゆうひパーク浜⽥店 浜⽥市原井町1203-1 0855-23-8000 その他 ファーストフード
やきとり 紘 浜⽥市朝⽇町1506 0855-22-7629 居酒屋
焼⾁ じゅうじゅう 浜⽥市⿊川町4195 0855-22-2998 焼⾁・ホルモン
焼⾁バイキング 仲村屋 浜⽥市原井町967 0855-22-7215 焼⾁・ホルモン
ゆうひパーク浜⽥ 会津屋⼋右衛⾨ 浜⽥市原井町1203-1 0855-23-8007 和⾷・⽇本料理
ゆうひパーク浜⽥ イタリア料理 orizzonte 浜⽥市原井町1203-1 ゆうひパーク浜⽥2F 0855-23-8006 イタリアン・フレンチ

UCCカフェメルカード 浜⽥店 浜⽥市⽥町30番地 0855-23-3777 カフェ
ようき屋 浜⽥市⿊川町108-61 0855-25-5775 お好み焼き・たこ焼き

よっしぃ⾷堂 浜⽥市周布町ロ367-3 090-4892-6502 定⾷・⾷堂
らーめん 善 浜⽥市下有福町399-1 0855-28-1662 ラーメン
ラーメンまめマメ⾷堂 浜⽥市⿊川町124-1 0855-28-7729 ラーメン
Ristorante Mia paese 浜⽥市内⽥町435-2 0855-26-0145 イタリアン・フレンチ

リフレパーク きんたの⾥ 浜⽥市⾦城町七条イ980-1 0855-42-3555 和⾷・⽇本料理
炉ばた焼 くいしん坊 浜⽥市錦町45 ⻲⼭ビル 1階 0855-23-6073 和⾷・⽇本料理
ワークくわの⽊ ティールームわかくさ 浜⽥市野原町859-1 浜⽥市総合福祉センタ-内 0855-23-1248 定⾷・⾷堂
和⾵スナック 宮川 浜⽥市杉⼾町2595 0855-22-1818 居酒屋

炙りや 聖道 益⽥市あけぼの⻄町10-2 0856-31-1537 焼⾁・ホルモン
荒磯館 益⽥市⻄平原町1636-2 0856-27-0811 その他 旅館内のレストラン
ALIVE 益⽥市駅前町20-21ソフィテルビル1F 0856-22-5240 ダイニングバー・バル

あんじょう 益⽥市⼄吉町イ331-4 0856-23-5688 居酒屋
いいかげんや 益⽥店 益⽥市駅前町25-30 0856-23-0424 居酒屋
活⿂ 焼酎 たんぼ 益⽥市駅前町22-21 光ビル1F 0856-24-2764 海鮮
居酒屋 いろり 益⽥市駅前町24-20 0856-23-6806 居酒屋
居酒屋 海鮮丸 益⽥市駅前町25-5 0856-22-8484 居酒屋
居酒屋はやと 益⽥市あけぼの本町4ー2 0856-22-5943 居酒屋
⼀⼤ 益⽥市駅前町21-19 ⽯⾒野ビル102号 0856-32-9333 和⾷・⽇本料理
市丸 益⽥市駅前町19-1 0856-23-2017 居酒屋
いろはにほへと 益⽥市駅前町23-21 0856-22-0133 居酒屋
うどんの萬栄 益⽥市あけぼの本町3-15 0856-23-4103 そば・うどん
恵⽐須軒 益⽥市⼄吉町イ99-4 0856-22-2302 中華・台湾料理
オアシス匠 益⽥市安富町3319 0856-25-1868 創作料理
⼤阪王将 益⽥駅前店 益⽥市駅前町17番2号 0856-31-1114 中華・台湾料理
オープンハート 益⽥市下本郷町427-1 0856-31-1800 その他

益⽥市
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お⾷事処 ゆずのき 益⽥市美都町宇津川ロ630-3 0856-52-7211 定⾷・⾷堂
御⾷事会席 ⼀葉 益⽥市中島町イ1604-7 0856-24-2773 和⾷・⽇本料理
お⾷事処 味 益⽥市あけぼの⻄町1-8 0856-24-0632 定⾷・⾷堂
おでん処 中尾 益⽥市駅前町22番12 キャッスルビル1F 080-8587-2475 和⾷・⽇本料理
御料理 まるでん 益⽥市駅前町20-15 0856-22-6644 和⾷・⽇本料理
回転寿し居酒屋やすまさ 益⽥市駅前町25-35 レインボ-ビル1F 0856-22-2215 居酒屋
廻転寿司 すし蔵 益⽥店 益⽥市⼄吉町イ89-10 ⽇興ビル1F 0856-22-3435 寿司
かぐら寿し ⾼津店 益⽥市⾼津7丁⽬5-7 0856-22-2215 寿司
ガスト 益⽥店 益⽥市⾼津町7丁⽬21-24 0856-31-2240 洋⾷
かすり 益⽥市駅前町19-19 0856-23-2011 居酒屋
ガネーシャ 益⽥市⼄吉町イ335-8 0856-22-8311 カレー
Café moritani 益⽥市駅前町25-32 0856-22-0322 カフェ
Cafe LINQ 益⽥店 益⽥市あけぼの東町9-2 0856-32-9822 カフェ
かめや 益⽥市有明町1-7 0856-22-1575 居酒屋
キタノイチバ 益⽥駅前店 益⽥市駅前町17-1益⽥駅前ビルEAGAA棟2階 0856-23-6388 居酒屋
⻲甲屋 益⽥市⼄吉町イ97-1グランコ-ト⼄吉内 0856-22-5211 そば・うどん
キッチン そらら 益⽥市内⽥町イ597 0856-24-0050 定⾷・⾷堂
串太郎 益⽥市駅前町24-2 0856-22-7987 居酒屋
グランセゾン 益⽥市⼄吉町イ96-5 ビジネスコ-ト2F 0856-22-8239 洋⾷
栗栗珈琲 益⽥市あけぼの⻄町8-6 0856-22-7870 カフェ
ケンタッキーフライドチキン ゆめタウン益⽥店 益⽥市⾼津町7-21-22 0856-31-2715 その他 ファーストフード
⼩春⽇和 益⽥市中吉⽥町443-1 0856-22-0155 定⾷・⾷堂
コメダ珈琲店 益⽥あけぼの店 益⽥市あけぼの⻄町9-13 0856-25-7766 カフェ
紺家 益⽥市駅前町20-12キ-ポイントビル102号 0856-22-8030 居酒屋
サーティワンアイスクリーム ゆめタウン益⽥店 益⽥市⾼津七丁⽬21-12 0856-22-4331 パン・スイーツ
さえき⾷堂 益⽥市匹⾒町匹⾒イ1167 0856-56-0010 和⾷・⽇本料理
⿂菜ダイニングにわのき 益⽥市駅前町21-4 花街ビル1階 0856-23-5991 居酒屋
さかなや道場 益⽥駅前店 益⽥市駅前町17-1 益⽥駅前ビルEAGA A棟1F 0856-31-4011 居酒屋
SakeLabo 暢ぺ 益⽥市駅前町21-15 0856-32-3470 居酒屋
札幌ラーメン どさん⼦森 益⽥市幸町11-76 0856-23-0827 ラーメン
サンエイト美都 益⽥市美都町宇津川ロ586-2 0856-52-3644 そば・うどん
⼭海の幸 与作 益⽥市駅前町19-5 0856-23-1156 和⾷・⽇本料理
四季⿂ 益⽥市あけぼの⻄町13-9 0856-23-6767 和⾷・⽇本料理
Jazz&kitchen cafe マルフク 益⽥市駅前町25-34 レインボ-85ビル1F 0856-22-0571 洋⾷
旬菜とおでん すすみや 益⽥市駅前町20-16 0856-25-7355 和⾷・⽇本料理
⾷道園 益⽥市駅前町24-23 0856-22-1272 焼⾁・ホルモン
⾷堂 起上⼩法師 益⽥市昭和町5-10 0856-23-3222 定⾷・⾷堂
深夜ノ⾷堂 益⽥市駅前町24-9 2号 0856-24-2884 居酒屋
すき家 191号益⽥店 益⽥市あけぼの⻄町13-1 0120-498-007 その他 ファーストフード
寿し処 みのり 益⽥市駅前町11-7 0856-22-1356 寿司
すし舞 益⽥市横⽥町473-8 0856-25-2190 寿司
すし正 益⽥市須⼦町2-13 0856-22-1541 寿司
すし善 益⽥市駅前町22-13 0856-23-1223 寿司
千休 益⽥市遠⽥町1933 0856-22-7341 中華・台湾料理
ダイニングカフェ 柿の⽊ 益⽥市⾼津町イ2582-10 0856-23-7417 創作料理
Dining ⼼ -coco- 益⽥市駅前町28-10 0856-22-8885 居酒屋
武 益⽥市美都町都茂1802-2 0856-52-2841 定⾷・⾷堂
武うま 益⽥市駅前町28-14 0856-31-4377 居酒屋
⽵の家 益⽥市駅前町19-7 0856-23-3131 そば・うどん
⽥吾作 益⽥市⾚城町10-3 0856-22-3022 和⾷・⽇本料理
中華おつまみLab からから 益⽥市⼄吉町イ323-7 090-1186-5454 居酒屋
ちるちるみちる 益⽥市駅前町26-10 振興ビル2F 0856-22-1391 定⾷・⾷堂
ちる亭 ⾼津店 益⽥市⾼津8丁⽬8-6 0856-22-3091 定⾷・⾷堂
CINQUE 益⽥市駅前町22-12 キャッスルビル1F 0856-23-3734 イタリアン・フレンチ

CINQUE 常盤店 益⽥市常磐町5-5 0856-23-3734 イタリアン・フレンチ

鉄板ダイニング Taishi 益⽥市駅前町19-10 MKビル1F 0856-25-7493 居酒屋
天⻯ 益⽥市東町3-32 0856-24-8393 中華・台湾料理
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とだしん 益⽥市あけぼの⻄町1-15 0856-23-5733 創作料理
トラットリア・スタジオーネ 益⽥市駅前町17-1 益⽥駅前ビルEAGA2F 0856-22-5695 イタリアン・フレンチ

とん亭 益⽥市あけぼの東町7-2 0856-22-8594 定⾷・⾷堂
どんどん ゆめタウン益⽥店 益⽥市⾼津7丁⽬21番47号 0856-23-7833 そば・うどん
にちにち⾷堂 益⽥市中島町ロ195 0856-23-6166 カフェ
HIGHBALL & SWEETS Cafe Bar CHAINON 益⽥市駅前町20-14 キ-ポイントビル101 0856-25-7729 ダイニングバー・バル

はま寿司 益⽥店 益⽥市⼄吉町イ60-5 0856-31-1707 寿司
ビジネスコート⼄吉屋上ビアガーデン オイスターガーデン 益⽥市⼄吉町イ96-5 ビジネスコ-ト4F 0856-22-5025 居酒屋
ピッツェリア・ダ・ナポイ 益⽥市あけぼの東町7-2 0856-25-7878 イタリアン・フレンチ

Foods Bar sAku 益⽥市駅前町20-22 0856-24-0191 居酒屋
福ちゃん寿司 益⽥市横⽥町186-6 0856-25-2206 寿司
ふらんす⾵ ひきのや 益⽥市あけぼの⻄町14-6 0856-24-1456 洋⾷
ホルモン たけちゃん 益⽥市駅前町19-11 0856-22-0129 焼⾁・ホルモン
MASCOS BAR&DINING 益⽥市駅前町30-20 0856-25-7709 ダイニングバー・バル

万葉公園⼤型休憩所「やすらぎの家」 益⽥市⾼津町イ2402-1 0856-22-2133 そば・うどん
瑞穂イン⽯⾒益⽥ 1Fレストラン 益⽥市あけぼの東町2-1 080-8244-1049 洋⾷
炭⽕焼居酒屋 MINOYA 益⽥市駅前町21-9 0856-32-3266 居酒屋
三好家 益⽥市幸町7-4 0856-23-3448 和⾷・⽇本料理
⺠宿・キッチンえびす 益⽥市⾼津6丁⽬15-42 0856-23-5588 洋⾷
⺠宿レストラン とみ 益⽥市⽊部町イ833-1 0856-27-2225 和⾷・⽇本料理
⽬利きの銀次 益⽥駅前店 益⽥市駅前町17-1益⽥駅前ビルEAGAA棟1階 0856-23-5488 居酒屋
森の洋⾷屋さん ねむの⽊ 益⽥市匹⾒町匹⾒イ690 0856-56-0353 洋⾷
monno cafe 益⽥市横⽥町2060-1 0856-25-1711 定⾷・⾷堂
やきとり ⾦右衛⾨ 益⽥市駅前町24-7 0856-24-1939 居酒屋
焼⿃屋とりげん 益⽥市駅前町21-19⽯⾒野ビル103 0856-32-9560 居酒屋
Yakiniku Bar sAku 益⽥市あけぼの⻄町9-12 0856-23-2055 焼⾁・ホルモン
安正寿し 益⽥市⼄吉町イ331-3 0856-23-1808 寿司
屋台ざんまい 益⽥市駅前町19-5 0856-22-3233 居酒屋
やまさき珈琲店 益⽥市⼄吉町イ342-1 益⽥第⼀ビル1F 0856-23-1777 軽⾷
⼭彦 益⽥市美都町宇津川ロ729 0856-52-3629 和⾷・⽇本料理
ヨシタケ 益⽥市駅前町3-25 0856-24-0301 カフェ
料亭 上⽥ 益⽥市⾼津1丁⽬46-2 0856-22-0826 和⾷・⽇本料理
ル・シエル 益⽥市⼄吉町イ322-9 0856-23-4458 イタリアン・フレンチ

レストラン ジャルダン 益⽥市⼄吉町イ336-7 ⼤⽯ビル1F 0856-23-1172 洋⾷
レストラン ポニイ 益⽥市有明町5-15 グラントワ内 0856-31-1873 イタリアン・フレンチ

ろばた焼 やぐら 益⽥市駅前町23-9 0856-22-1201 居酒屋
和しょく 由きち 益⽥市駅前町20-22 0856-32-3471 和⾷・⽇本料理
和セゾン TENKI 益⽥市⾼津7丁⽬21-44 0856-24-0021 和⾷・⽇本料理

天霧 ⼤⽥店 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ2756-9 0854-82-0070 そば・うどん
居酒屋 ⼩春 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ303-3 070-1875-1409 居酒屋
居酒屋 さくら ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ313 0854-82-0374 居酒屋
居酒屋 のどくろ ⼤⽥市久⼿町波根⻄1861-2 0854-83-7595 居酒屋
甍のギャラリー⾺路 ⼤⽥市仁摩町⾺路714-3 090-7342-4136 お好み焼き・たこ焼き

⽯⾒の杜 ⼤⽥市三瓶町志学1973-1 0854-83-9103 その他 フードコート
⽯⾒ワイナリー ⼤⽥市三瓶町志学ロ1640-2 0854-83-9103 カフェ
エノテカ ビステッケリア ぎんざん ⼤⽥市三瓶町志学1973-1 090-5165-9019 イタリアン・フレンチ

笑夢 ⼤⽥市川合町川合1602ー2 090-7504-7540 定⾷・⾷堂
⼤阪王将 ⼤⽥店 ⼤⽥市⻑久町⻑久ロ264-3 0854-84-0311 中華・台湾料理
⼤⽥市ゲストハウス 雪⾒院 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ378-14 0854-86-7100 ダイニングバー・バル

⼤⽥パストラル ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥ロ1329-8 0854-82-1307 和⾷・⽇本料理
お好焼 オリーブ ⼤⽥市⻑久町延⾥372-1 0854-84-5204 お好み焼き・たこ焼き

お好み焼 キャロット ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ222-1 0854-84-8544 お好み焼き・たこ焼き

お⾷事処 灯 ⼤⽥ ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥ロ1186-1 0854-82-2705 焼⾁・ホルモン
お⾷事処 おおもり ⼤⽥市⼤森町ハ44-1 0854-89-0106 定⾷・⾷堂
お⾷事処 かめや ⼤⽥市仁摩町仁万1415-5 0854-88-3075 和⾷・⽇本料理
御⾷事処 たお ⼤⽥市仁摩町仁万1304-3 0854-88-4503 定⾷・⾷堂

⼤⽥市
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海都 ⼤⽥店 ⼤⽥町⼤⽥イ-56-1 0854-82-3990 寿司
ガスト 島根⼤⽥店 ⼤⽥市⻑久町⼟江97 0854-84-0030 洋⾷
割烹 天草 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ145-4 0854-82-7711 和⾷・⽇本料理
⾦⼦旅館 ⼤⽥市波根町1345 0854-85-7130 和⾷・⽇本料理
カフェごはん Read ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥ハ125-2 0854-83-7765 洋⾷
カフェ・ジュール ⼤⽥市⼤森町ハ206 0854-89-0866 創作料理
季節料理 匠 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥ロ1187-10 0854-84-8873 和⾷・⽇本料理
京都らーめん とりの助 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ2756-9 0854-86-7788 ラーメン
Queens Cafe ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ413-1 0854-82-7200 カフェ
群⾔堂 ⽯⾒銀⼭本店 ⼤⽥市⼤森町ハ183 0854-89-0077 定⾷・⾷堂
ケンタッキーフライドチキン イオンタウン⼤⽥店 ⼤⽥市⻑久町⼟江97 0854-84-0018 その他 ファーストフード
国⺠宿舎 さんべ荘 ⼤⽥市三瓶町志学2072-1 0854-83-2011 和⾷・⽇本料理
さかい珈琲 ⼤⽥店 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ2756-9 0854-86-8808 カフェ
SANBE BURGER ⼤⽥市三瓶町多根1125-2 0854-86-0200 洋⾷
SeasonsʼDining 暖 DAN ⼤⽥市波根町1338-1 0854-85-7387 海鮮
春光園 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥ロ947-16 0854-82-0241 カフェ
ジョイフル⽯⾒⼤⽥店 ⼤⽥市⻑久町⻑久字中垣地イ525-1 0854-84-0008 定⾷・⾷堂
⾷酒 かたやま ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ303-7 0854-82-3436 居酒屋
すき家 9号⼤⽥店 ⼤⽥市⻑久町⼟江103-3 0120-498-007 その他 ファーストフード
STAY&CAFE WAMOTO ⼤⽥市静間町287-1 0854-86-8968 洋⾷
⽵⽥屋本舗 焼⾁⼤⽥店 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ307-2 0854-82-2939 焼⾁・ホルモン
ちりそば処 平和亭&へいわてい SOBA DINING ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ102-1 0854-82-0423 定⾷・⾷堂
Trattoria Gabacho ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥ロ1059-11 0854-83-7172 イタリアン・フレンチ

なかのや旅館 ⼤⽥市温泉津町温泉津ロ12-2 0855-65-2041 和⾷・⽇本料理
⽇本料理 はたの ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ313-13 0854-82-8677 和⾷・⽇本料理
Nilson Cafe ⼤⽥市波根町1333-1 050-5318-0993 カフェ
⼋剣伝 ⼤⽥店 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥ロ1185-11 0854-84-0107 居酒屋
⾵⾵ラーメン⼤⽥店 ⼤⽥市久⼿町刺⿅315-1 0854-82-2299 ラーメン
ベッカライ コンディトライ ヒダカ ⼤⽥市⼤森町ハ90-1 0854-89-0500 パン・スイーツ
麺屋 松 ⼤⽥市⻑久町⻑久イ484 0854-83-7575 ラーメン
もりもと旅館 ⼤⽥市温泉津町温泉津ロ1-1 0855-65-2114 和⾷・⽇本料理
焼⾁屋さかい ⼤⽥店 ⼤⽥市⻑久町⻑久ロ175-4 0854-84-0329 焼⾁・ホルモン
⼭の駅さんべ ⼤⽥市三瓶町池⽥3294 0854-83-2053 定⾷・⾷堂
⼣⽉庵 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥イ313-17 0854-82-1502 和⾷・⽇本料理
湯迫温泉旅館 ⼤⽥市仁摩町天河内853 0854-88-2558 和⾷・⽇本料理
温泉津ふれあい館 ⼤⽥市温泉津町⼩浜イ493 0855-65-3151 定⾷・⾷堂
養⽼乃瀧 ⼤⽥店 ⼤⽥市⼤⽥町⼤⽥ロ1184-4 0854-82-7404 居酒屋
漁師料理 活海 ⼤⽥市⿃井町⿃井135-⼄ 090-5694-1798 居酒屋
旅館 輝雲荘 ⼤⽥市温泉津町温泉津ロ202-1 0855-65-2008 和⾷・⽇本料理
旅館 ますや ⼤⽥市温泉津町温泉津ロ32 0855-65-2515 和⾷・⽇本料理
れすとらん ココット ⼤⽥市仁摩町天河内711-1 0854-88-3042 定⾷・⾷堂
路庵 ⼤⽥市温泉津町温泉津ロ31 0855-65-2777 居酒屋
ロード銀⼭ ⼤⽥市久⼿町刺⿅1945-1 0854-82-1991 定⾷・⾷堂
和⽥珍味 本店 ⼤⽥市五⼗猛町1550-1 0854-87-0030 軽⾷

居酒屋 篝⽕ 江津市江津町1517 0855-52-4193 居酒屋
居酒屋 やすなが 江津市都野津町2323-2 0855-53-2325 居酒屋
壱番館 江津市江津町1520-123 0855-52-7811 カフェ
⽯⾒⻨酒 江津市桜江町⻑⾕2696-9 0855-25-5740 ダイニングバー・バル

うえ乃寿し 江津市嘉久志町イ2426-132 0855-52-0001 寿司
旨いとんかつ ⽷吉 江津市⼆宮町神主510-3 0855-53-1968 和⾷・⽇本料理
梅乃家 江津市桜江町川⼾9-18 0855-92-0024 和⾷・⽇本料理
⼤番 江津市桜江町川⼾9-13 0855-92-0252 お好み焼き・たこ焼き

お好み焼き あいる 江津市和⽊町473-6 第⼀コーポA101 070-7519-2476 お好み焼き・たこ焼き

お好み焼居酒屋 ゆき 江津市江津町914-6 駅前ビル1F 0855-52-1022 お好み焼き・たこ焼き

お⾷事処 あさり亭 江津市浅利町72 0855-55-1063 定⾷・⾷堂
会館 吾妻 江津市嘉久志町2426-18 0855-52-2358 和⾷・⽇本料理

江津市
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⾵のえんがわ 江津市後地町2398 0855-57-0522 創作料理
cafe 桜co.. 江津市嘉久志町イ405 0855-52-7740 カフェ
カレー設計事務所 江津市嘉久志町イ1594 090-9879-5747 カレー
喫茶 ジャルダン 江津市江津町1214-10 0855-52-2315 カフェ
喫茶 茶珈瑠 江津市嘉久志町2306-30  ゆめタウン江津1F 0855-54-0307 カフェ
きらく 江津市江津町1214 090-1443-7289 ラーメン
kuraniwa 江津市松川町下河⼾1-1 0855-57-0100 各国料理・多国籍料理

ごはん処 雅家 江津市江津町1517-27 市川ビル1F 0855-52-0124 定⾷・⾷堂
ごはん家 おおえ 江津市波⼦町イ1255-235 0855-53-2441 定⾷・⾷堂
珈琲⼈館 江津市和⽊町603-19 0855-52-0952 カフェ
さかい珈琲 江津店 江津市嘉久志町2306-30ゆめタウン3F 0855-52-7157 カフェ
桜江そば ⼀⼼ 江津市桜江町市⼭314-7 0855-92-0123 そば・うどん
⾷彩空間 海⼈ 江津市江津町913 潮⽥ビル1F 0855-52-7333 和⾷・⽇本料理
すし蔵のはなれ 江津店 江津市嘉久志町2306-23 0855-52-0835 そば・うどん
炭⽕焼⾁ ふじた 江津市和⽊町606-18 0855-52-5912 焼⾁・ホルモン
⼤⿊⾷堂 江津市後地町3348-113 0855-55-1155 定⾷・⾷堂
たぬきの国 江津市桜江町市⼭503-1 0855-92-1055 中華・台湾料理
⾷処酒処 はな 江津市江津町1515-22 0855-52-5404 和⾷・⽇本料理
中華料理 華⿓ 江津市嘉久志町イ1857-3 0855-52-7918 中華・台湾料理
中華料理 華⿓ 渡津店 江津市渡津町941-1 0855-52-7708 中華・台湾料理
⼿づくり⼯房 万象 江津市後地町3348-113 0855-55-1155 軽⾷
toi toi toi 江津市嘉久志町イ1510-10 0855-52-7531 カフェ
にしきそば ⼆宮店 江津市⼆宮町神主ハ316-1 0855-53-0234 そば・うどん
パレス和光 江津市和⽊町606-14 0855-52-0147 洋⾷
ぶどう酒とお料理BAR ボクのワイン キミのワイン 江津市江津町879-5 0855-52-2177 ダイニングバー・バル

⿇胡 江津市桜江町川⼾16-5 0855-92-0403 その他 喫茶
美川旅館 江津市桜江町川⼾127-1 0855-92-1311 和⾷・⽇本料理
⺠芸⾁料理 共栄 江津市江津町1260-4 0855-52-2433 焼⾁・ホルモン
麺や オロチ 江津市後地町3348-113 0855-55-1155 ラーメン
モスバーガー ゆめタウン江津店 江津市嘉久志町2306番地30 0855-54-0501 その他 ファーストフード
MORI KAZE KITCHEN 江津市桜江町⻑⾕2696 0855-92-0001 定⾷・⾷堂
森のレストラン 江津市江津町1110-20 0855-52-2822 イタリアン・フレンチ

やき⿃ ふく助 江津市江津町1188-18 0855-52-2934 居酒屋
焼⾁かず 江津市江津町1520-92 0855-52-0380 焼⾁・ホルモン
焼⾁酒場 こなみ 江津市都野津町2308-13 0855-53-3157 焼⾁・ホルモン
やま茶家 江津市松川町市村200-2 0855-57-0028 定⾷・⾷堂
らくいち 江津市敬川町1282-2 0855-53-1999 ラーメン
レストラン異瑠⾹ 江津市波⼦町ロ451-6 0855-28-1122 定⾷・⾷堂
レストラン ディナー 江津市嘉久志町イ674-1 0855-52-5746 定⾷・⾷堂
わかひろや 江津市江津町939-1 0855-52-0723 創作料理

インフォメーションセンターかわもと ⾢智郡川本町⼤字因原505-5 0855-72-1111 定⾷・⾷堂
お好み・鉄板焼 かんちゃん ⾢智郡川本町⼤字川本541-6 0855-72-2456 お好み焼き・たこ焼き 鉄板焼き
おとぎ館 レストラン ⾢智郡川本町⼤字川本332-13 0855-72-3080 イタリアン・フレンチ

カフェ Irohaco ⾢智郡川本町川本509-5 070-4476-4647 カフェ
寺カフェ プチ・ルポ ⾢智郡川本町⼤字三原351 0855-74-0303 カレー
湯⾕温泉 弥⼭荘 レストラン ⾢智郡川本町⼤字湯⾕781-2 0855-72-2645 和⾷・⽇本料理
旅館 みかみ ⾢智郡川本町⼤字川本529-6 0855-72-0082 和⾷・⽇本料理
社会福祉法⼈ わかば会 カフェドゥソレイユ ⾢智郡川本町川本617-9 0855-72-0013 洋⾷

⻲遊亭 ⾢智郡美郷町粕渕340 0855-75-1245 和⾷・⽇本料理
千千⾹ ⾢智郡美郷町粕渕439-12 0855-74-6500 和⾷・⽇本料理
そら⾖ ⾢智郡美郷町久保740-7 0855-74-6033 定⾷・⾷堂

味亭 ⽯⾒ ⾢智郡⾢南町⽮上167-9 0855-95-1988 和⾷・⽇本料理
池寿し ⾢智郡⾢南町⽮上3-3 0855-95-0190 寿司
いざかや吉 ⾢智郡⾢南町⽮上1034 0855-95-0922 居酒屋

⾢南町

川本町

美郷町
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⼀久庵 ⾢智郡⾢南町鱒渕895-2 0855-83-0219 カフェ
⾢南そば 空海 ⾢南町中野3813-11 0855-95-2200 そば・うどん
喫茶・軽⾷ クリーク ⾢智郡⾢南町⽮上5919-9 0855-95-0081 定⾷・⾷堂
KOTOKOTO ⾢智郡⾢南町下⽥所260-3 070-4355-0572 カレー
こめじるし ⾢智郡⾢南町下⽥所1570 0855-83-0088 その他 ヴィーガンレストラン
⾥⼭イタリアン AJIKURA ⾢智郡⾢南町⽮上3123-4 0855-95-2093 イタリアン・フレンチ

⾥⼭のからだにやさしい⾢南⾷材レストラン ⾹夢⾥ ⾢智郡⾢南町⽮上8529-8 0855-95-0069 洋⾷
ダイニングPOND ⾢智郡⾢南町⽮上3531-2 0855-95-2700 ダイニングバー・バル

⼿打ちそば 千蓼庵 ⾢智郡⾢南町⽇和904番地 0855-97-0019 そば・うどん
ビストロ よねくら ⾢智郡⾢南町下⽥所680 0855-83-0670 洋⾷
万禧亭 ⾢智郡⾢南町⽮上2794 0855-95-0340 和⾷・⽇本料理
みずほの幸 ⾢智郡⾢南町下⽥所260-3 0855-83-1112 そば・うどん
Milk&BeansMuiミューイ ⾢智郡⾢南町⽮上3119-3 0855-95-0118 その他 ソフトクリーム店
焼⾁いちばん ⾢智郡⾢南町⽮上3849 0855-95-0080 焼⾁・ホルモン
よろず庵 ⾢智郡⾢南町⼭⽥98 0855-83-0760 和⾷・⽇本料理

アルチジャーノ ⿅⾜郡津和野町後⽥ロ194-3 0856-72-3365 イタリアン・フレンチ

お⾷事処 みのや ⿅⾜郡津和野町後⽥イ75-1 0856-72-1531 そば・うどん
かめりあ ⿅⾜郡津和野町後⽥ロ463-3 0856-72-2037 焼⾁・ホルモン
旧畑迫病院 糧 ⿅⾜郡津和野町⾢輝829-1 0856-72-0339 定⾷・⾷堂
沙羅の⽊・松韻亭 ⿅⾜郡津和野町後⽥ロ70 0856-72-1661 創作料理
沙羅の⽊・茶屋 ⿅⾜郡津和野町後⽥ロ70 0856-72-1661 そば・うどん
沙羅の⽊ 本店 ⿅⾜郡津和野町後⽥ロ70 0856-72-1661 和⾷・⽇本料理
シルクウェイにちはら らーめん屋 ⿅⾜郡津和野町池村1997-4 0856-74-2045 ラーメン
寿司割烹 あおき ⿅⾜郡津和野町後⽥イ78-10 0856-72-0444 和⾷・⽇本料理
⻘⼭窯 ⿅⾜郡津和野町後⽥ロ60-43 0856-72-1500 そば・うどん
津和野温泉宿 わた屋 津和野町後⽥ロ82-3 0856-72-0333 和⾷・⽇本料理
津和野温泉なごみの⾥ レストランあかね雲 ⿅⾜郡津和野町鷲原イ256 0856-72-4122 定⾷・⾷堂
のれん宿 明⽉ ⿅⾜郡津和野町後⽥ロ665 0856-72-0685 和⾷・⽇本料理
ピノロッソ ⿅⾜郡津和野町後⽥ロ284 0856-72-2778 イタリアン・フレンチ

⾵⼟⾷処 ちしゃの⽊ ⿅⾜郡津和野町後⽥イ140-1 0856-72-1455 そば・うどん
福寿し ⿅⾜郡津和野町後⽥ロ89-8 0856-72-0350 寿司
ふたば旅館 津和野町⽇原224-8 0856-74-0033 和⾷・⽇本料理
星旅館 ⿅⾜郡津和野町後⽥イ53-6 0856-72-0136 和⾷・⽇本料理
美加登家 ⿅⾜郡津和野町⽇原221-2 0856-74-0341 和⾷・⽇本料理
焼⾁ハウス ヒーロータウン ⿅⾜郡津和野町町⽥イ273-1 0856-72-0431 韓国料理
遊⻲ ⿅⾜郡津和野町後⽥ロ271-4 0856-72-0162 和⾷・⽇本料理
若松屋 ⿅⾜郡津和野町⽇原231-1 0856-74-0313 定⾷・⾷堂

味処 柿の⾥ ⿅⾜郡吉賀町柿⽊村柿⽊81 0856-79-2155 定⾷・⾷堂
アスカ ⿅⾜郡吉賀町真⽥58-3 0856-78-1152 定⾷・⾷堂
えびす飯店 ⿅⾜郡吉賀町六⽇市400-1 0856-77-1831 中華・台湾料理
お⾷事⼯房 クック ⿅⾜郡吉賀町柿⽊村柿⽊427-1 0856-79-2648 洋⾷
御⾷事処 あきやま ⿅⾜郡吉賀町柿⽊村柿⽊517-10 0856-79-2223 和⾷・⽇本料理
⾵⾒鶏 ⿅⾜郡吉賀町七⽇市490-1 0856-78-1162 定⾷・⾷堂
喫茶 IKKYU ⿅⾜郡吉賀町六⽇市401-3 0856-77-0127 お好み焼き・たこ焼き

キッチン 雅 ⿅⾜郡吉賀町六⽇市441-1 0856-77-0121 和⾷・⽇本料理
草の庭 ⿅⾜郡吉賀町沢⽥20 0856-77-1536 カフェ
﨔がるてん ⿅⾜郡吉賀町柿⽊村下須674-1 0856-79-2600 カフェ
⼭⽔苑 ⿅⾜郡吉賀町広⽯588 0856-77-0999 定⾷・⾷堂
てつ家 ⿅⾜郡吉賀町六⽇市425-4 0856-77-1522 定⾷・⾷堂
⽥園 ⿅⾜郡吉賀町六⽇市421 0856-77-0160 創作料理
呑み喰い処 もへじ ⿅⾜郡吉賀町六⽇市457-1 0856-77-0677 居酒屋
ピザ&パスタ ドメニカーナ ⿅⾜郡吉賀町蔵⽊1081 090-7896-7506 イタリアン・フレンチ

むいかいち温泉ゆ・ら・ら ヴァンベールの森（3／31まで休業予定） ⿅⾜郡吉賀町有飯238-2 0856-77-3001 定⾷・⾷堂
焼⾁ 丸幸 ⿅⾜郡吉賀町六⽇市441 0856-77-0555 焼⾁・ホルモン
⼭cafe Heaven ⿅⾜郡吉賀町蓼野920 090-2865-1639 カフェ

津和野町

吉賀町
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ラーメン⼤将 ⿅⾜郡吉賀町六⽇市449-3 0856-77-1848 ラーメン

イタリアンカフェ Radice 隠岐郡海⼠町⼤字福井968-1 08514-2-1278 イタリアン・フレンチ

海鮮処 味蔵 隠岐郡海⼠町⼤字福井827-1 08514-2-1539 居酒屋
慶海 海⼠町海⼠1700-6 08514-2-0073 和⾷・⽇本料理
島⽣まれ 島育ち 隠岐⽜店 隠岐郡海⼠町⼤字福井1368 08514-2-1522 焼⾁・ホルモン
船渡来流亭 隠岐郡海⼠町⼤字福井1365-5 (キンニャモニャセンター内) 08514-2-1510 定⾷・⾷堂
マリンポートホテル海⼠ 隠岐郡海⼠町⼤字福井1375-1 08514-2-1000 和⾷・⽇本料理
離島キッチン海⼠ 隠岐郡海⼠町海⼠1784 08514-2-2311 和⾷・⽇本料理

ギャラリー&茶房 ⻤板 隠岐郡⻄ノ島町美⽥973 08514-6-1151 カフェ
コンセーユ 隠岐郡⻄ノ島町⼤字美⽥2152-1 08514-7-8671 定⾷・⾷堂
ながと 隠岐郡⻄ノ島町⼤字別府5-1 08514-7-8730 定⾷・⾷堂
Bistro dʼoki 隠岐郡⻄ノ島町浦郷544-6 080-8236-6057 イタリアン・フレンチ

旅館 みつけ島荘 隠岐郡⻄ノ島美⽥2151-3 08514-7-8115 和⾷・⽇本料理

アイランドホテル しまじ 料理処⿂鍋菜 隠岐郡隠岐の島町港町天神原80-22 08512-2-1569 定⾷・⾷堂
味乃蔵 隠岐郡隠岐の島町⻄町⼋尾の⼀16 08512-2-3975 和⾷・⽇本料理
居酒屋 七輪本店 隠岐郡隠岐の島町中町⽬貫の3-7 08512-2-0001 居酒屋
MS Home 隠岐郡隠岐の島町中町⽬貫の四53-4 08512-2-3055 そば・うどん
隠岐プラザホテル 隠岐郡隠岐の島町港町天神原11-1 08512-2-0111 和⾷・⽇本料理
カフェ ラ・メール 隠岐郡隠岐の島町卯敷1004 08512-7-4009 創作料理
サカータブロス 隠岐郡隠岐の島町中町⽬貫の四54-7 090-1535-0434 定⾷・⾷堂
実演⼿打ちうどん ⽔⾞ 隠岐郡隠岐の島町城北町376 08512-2-3153 そば・うどん
志⺟ 隠岐郡隠岐の島町北⽅1730 08512-5-2811 海鮮
底底上上 隠岐の島町城北町376 08512-2-5119 その他 レストラン
⽉あかりカフェ 隠岐郡隠岐の島町⻄町⼋尾の三45 090-3880-6877 カフェ
100TARO COFFEE 隠岐郡隠岐の島町城北町117 08512-2-0239 カフェ
フィッシャーマンズワーフ隠岐 隠岐郡隠岐の島町中町⽬貫の四58 08512-2-6600 海鮮
ホテル海⾳⾥ 隠岐郡隠岐の島町南⽅1933-1 08512-5-3211 定⾷・⾷堂
マスヤ 隠岐郡隠岐の島町中町⽬貫の四、30 08512-2-2503 定⾷・⾷堂
⼋百杉 隠岐郡隠岐の島町中町⽬貫の⼆、16 08512-2-0028 寿司
焼⾁ 勇花理 隠岐郡隠岐の島町城北町243 08512-2-3543 焼⾁・ホルモン
焼⾁ 雪 隠岐郡隠岐の島町城北町244 08512-2-2989 焼⾁・ホルモン
料亭 末廣・真⼼庵 漣 隠岐郡隠岐の島町⻄町⼋尾の⼀、48-28 08512-2-0014 海鮮

⻄ノ島町

隠岐の島町

海⼠町
隠岐エリア

知夫村


