
令和元年10月7日現在

新庄屋種苗店 ㈱出雲たかはし みなみかも保育園

須山商店 一休食堂 本常大工

青木装飾店 造園ファームセノオ ㈲伊藤酒店 もとつね薬店

あか川食堂 第一印刷㈲ 今岡商店 焼肉　仔牛

朝日屋商店 大東タクシー 衣料のデパート　にしこり ㈲八雲石油　加茂ＳＳ

芦田商店 大東農産加工場 インテリア梅澤 ㈱Ｕフレンドオート

安達清風堂 台湾料理鴻福園 Ａコープかも店 吉岡商店

㈲荒木金物店 たかしま生花果物店 エディオン加茂中店　平井電器 読売センター加茂中

いこい仕出し店 ㈲高田輪店 大浦洋服店 理容アツタ

居酒屋あすなろ ㈲武田水道 ㈲大原住建 料理・仕出し　ゆたか

居酒屋　めーぷる 田中屋支店 奥出雲観光 リラクゼーション・プレイスArte

石川食品店 ディスカウントドラッグコスモス大東店 お好み焼鉄板焼　千両 渡部設備

㈲石原造園 時計・宝飾品・めがね・補聴器のよこやま オンダクリーニング加茂店 ㈲渡部木工所

石原通信システム㈱ ㈲トビタデンキ カーショップ加茂 69

いずも庵 ㈱トヤ商事 カーライフサポート　ピットイン

いたもち生花苑 ドラッグストア　ウェルネス大東店 ㈲菓子工房たてたに

㈲板持石油 中井石材工業 かつひら ㈲あいねっときすき

伊藤商店 永井造園 ㈲加茂自動車工業 天野館

糸川書店 ナリゲン洋装店 鴨専門店カナール 荒木新聞店

㈱岩佐塗装 錦織建設 ㈲加茂タクシー ㈲飯石金物店

㈲うしお産業 ㈲野々村水道 加茂中央自動車 ㈲石田魚店

㈲うちべ 野々村製粉製麺所 加茂ネービル「総合衣料なりあい」 石原文明堂

雲南ドライ青木クリーニング パン工房「米風香」 加茂ネービル「たかき」 いずも八山椒　販売部

Ａコープだいとう店 日野石油 加茂ネービル「美容室キュート」 ㈱井谷明盛堂

ECO・カーステーションK 美容室あつこ 加茂ネービル「山崎写真館」 移動販売車だんだん号

エダネ電器 ファミリーマート雲南大東店 加茂遊学ファーム農特産物直売場 ㈲いぬい建材店

エディオン大東店 フード.シャトル 黒田時計店 今井書店木次マルシェリーズ店

宴処　さらい 深田酒店 後藤理容院 衣料のかない

オオタスタジオ 福本寝装 ㈲サトウ電器 岩佐書店

オートショップカネツキ 富士書店 ㈱サンキコーポレーション 宇田川電器

オートセンター大東ＳＳ 藤原鮮魚店 gem hair ㈲内田恵造商店　下熊谷店

㈲オートボデー・ケイ ㈱藤原茶問屋 スーパーセンタートライアル雲南店 ㈲雲南総合仕出センターふじみつ

お食事処ちぐさ ホームセンター　ジュンテンドー大東店 杉原魚店 Ａコープきすき店

オンダクリーニング大木原店 ㈲星野モータース スナック　ベンチ えすみ

オンダクリーニング本店 みつたに 生活応援隊　かもマート エディオン木次店

割烹・仕出し・鮮魚　曽田屋 ㈲三ツ和 髙橋電工 ENEOS 雲南市役所前給油所

割烹　銀浪 ㈱三原電器店 竹田建具店 大阪屋茶舗

門脇電気工事㈲ 村上園 多納屋 オートオアシス里方ＳＳ

㈱かみくの桃源郷キャンプ場 村上旅館 つちえ自転車店 ㈲おくい食堂

㈱かみくの桃源郷清流の館 安田クリーニング ㈲土江自動車 オフィスコンビニエンス㈱ケイツウ

狩野商店 やすもり雲南店 ㈱常松土建 オンダクリーニングマルシェリーズ店

GARAGEやまね 八千代亭 ㈲トップ管工 柿木木工所

㈲木村農機商会 ㈲山﨑石油 のりものショップたけだ ㈲兼折商店

クリーニングショップホワイトハウス 山本酒店 ビストロ　オーブ カネシ酒店

クリーンアメニックス㈲ 陽気寿司 ㈲ひのJAPAN 革工房　蕾

けんこう館筒井 ラーメンののむら ㈲美容室アール ㈱きこり

㈲建人 ラケットショップＴＫ ファッションクリエイティブ　アオキ ㈲木次印刷

㈲小早川製粉 ローソン島根大東店 ファミリーマート雲南加茂店 木次ゴム

コメリハードアンドグリーン出雲大東店 渡部寝装 舟木木工所 木次酒造㈱

さくら薬局 101 ヘアーサロン松林 木野村電器

ショッピングセンターグリーンシティー ヘアーワークス　Raiz ギフトショップいいし

ショッピングセンターグリーンシティー衣料品 ままたまごLab. くすりのフジハラ

ショッピングセンターグリーンシティー書籍・文具 ㈲アプローズおかだ 丸共加茂給油所 グッディー木次店

ショッピングセンターグリーンシティー寝具・インテリア・写真 居酒屋　もみじ ㈲ミケン電設 幸和建設㈱
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大　東　地　区

加　茂　地　区

木　次　地　区



令和元年10月7日現在

㈲坂根出店 92 中西クリーニング店 稲わら工房

㈲里熊亭 ㈱日産サティオ島根雲南店 Ａコープよしだ店

島根水道㈱雲南営業所 新田総合電気 大嶋鮮魚店

島根トヨタ自動車㈱雲南店 明石緑が丘公園 日本料理　花ぶさ ㈲大野モータース　吉田給油所

地ものセレクトショップ　ローズマリー ㈲アドバンスサエキ 農事組合法人　フレッシュファーム神代 お土産屋　たたらっち

シューズショップいりざわ 石金商店 ハウジングランドいない三刀屋店 会席たむら

出雲商店 一級建築士事務所アトリエ素と 長谷川鮮魚店 割烹　すぎ原

周藤製材㈲ ㈲伊東工務店 ハッピードライみとや店 産直市よってごしな菜

石照庭園 内田木工所 パティスリー　フルール 松月堂

セントラルスポーツ雲南店 ウッドワークやじま ㈲英工務店 ㈲新成木材

そた時計、宝石、メガネ、バック 雲南ガラス建材㈲ ㈲原フトン店 福馬石油店

㈲田井産業 うんなん産直特産館 はるやま　島根三刀屋店 藤原商店

タイヤ館雲南 雲南補聴器センター ビューティサロン　ローズ ヘアーショップ池田

竹下衣料店 auショップ三刀屋 美容室T-COPAIN un 道の駅たたらば壱番地内「奥出雲たなべ」

たこ焼きの店　じゅう太郎 オイル＆タイヤショップNanba ファッションルームまるまつ 道の駅たたらば壱番地内「ままたまご」

田中理容美容室 ㈲オールランド ㈲ふくま生花店　みしまや店 光栄門

㈲田部印刷 おくい自転車店 藤崎呉服店 ヤマザキショップすまいる店

㈲田部写真館 お食事処ふくもと 冨士寫眞館 やよえ美容室

多根理容館 御菓子司　橘屋 船津屋製菓舗 吉田オートサービス

㈲田丸屋魚店 オンダクリーニングみしまやみとや店 布野鮮魚店 吉田自動車

田丸屋商店 カーショップ日豊 ほっかほっか亭　三刀屋店 ㈱吉田ふるさと村

ディスカウントドラッグコスモス木次店 カーショップフルタ ホンダカーズ雲南 レストランむらげ

電化プラザ　ミヤウチ カインド美容室 松尾理容店 23

時計、宝石、メガネ　貴光 景山自動車 松本板金

トヨタカローラ島根㈱雲南店 カラオケ スタープラス 丸屋支店

中松田ライスパーラー 木古里屋 みしまや三刀屋店 居酒屋　鰍

中村鮮魚店 ㈲共栄無線 ㈱ミック　雲南支店 泉商店

浪花酒店 ㈲共和鈑金塗装工場 三葉タクシー㈲ ㈲大野モータース

㈲難波本店 ㈲紅梅しょうゆ 三刀屋建材㈲ ㈲大野モータース　掛合中央給油所

新田畳店 コバヤシ写真場 三刀屋自動車工業㈱ 落部石油

ネッツトヨタ島根(株)雲南店 古林醤油 三刀屋石油 掛合タクシー

㈲野津木工所 ㈲坂田電工 みとや深谷温泉ふかたに荘 掛合建具センター

パレット木次店 酒ゴリラ三刀屋店 峯寺遊山荘 掛合マツダ㈲

はんと民芸かのう しっぽもひと役本舗　天満屋 峯電サービス（アトム三刀屋店） ㈲川口オート掛合

㈲簸上堂 島根日産自動車㈱雲南店 メガネ21雲南店 ㈲神田石材店

ヒノヤ薬房 シャディギフトこばやし三刀屋店 メガネの三城　三刀屋店 クラシック島根カントリークラブ

美容室MORIKA 旬菜酒房　うさぎ組 メッツァ　ルナ 來原商店

㈲ファッションアトリエ　タマキ ㈲城西ボデーサービス メディアカフェサム 呉服の伊原

深田建具店 新和設備工業㈱雲南支店 焼肉酒家　さくら亭 コメリハードアンドグリーン掛合店

㈲ふくま生花店　本店 スーパーみとや店 焼肉ホルモン　笑ら炎 ショッピングセンター「コア」

フジハラ薬局 スズキ販売雲南 ㈲柳原モーター ㈲白石製畳

ホームプラザ　ナフコ雲南店 須山ハウジング 山田工業いずも瓦センター ㈲しらつき

ポプラ　きすき道の駅店 生協しまね　雲南支所 らあめん市場麺太鼓 須山鮮魚店

㈲本田商店 竹部酒店 ライフスタイル～ガーデン＆エクステリア ㈱竹下本店

松江館 ㈲伊達建設 理容美容イエローメロー 土江文具店

松下金物㈲ だんく レストラン旬香 ドラッグストア　ウェルネス掛合店

マルシェわたなべ ㈲千原コーテック レンタルショップサム ㈱中澤建設

マルマン雲南店 都間石油㈲ ローソン雲南三刀屋町店 ニュー掛合給油所

道の駅　さくらの里きすき ㈱都間土建 ローソン三刀屋木次インター店 橋本屋精肉店

㈲女鹿田電気店 DokiDoki三刀屋店 ローソン三刀屋店 日倉食料品店

レストランアルカス Dr.Drive三刀屋店 炉端かば雲南店 藤原工務店

ワイナリー奥出雲葡萄園 ドラッグストア　ウェルネス三刀屋中央店 102 ミセスファッションはやみず

㈲和かな寿司 ドラッグストア　ウェルネス三刀屋店 レスト＆ショップ　掛合の里

若松家 ㈱吞舟 ローソン雲南掛合店

出雲湯村温泉　国民宿舎　清嵐荘 29

吉　田　地　区

掛　合　地　区

三　刀　屋　地　区
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