会 員 名 簿
平成３０年６月１日現在
№

会 員 名

代表者名

1 松江市（観光文化課）

松浦 正敬

2 一般社団法人松江観光協会

松浦 正敬

3 浜田市（観光交流課）
4 一般社団法人浜田市観光協会
5 出雲市（観光課）
6 一般社団法人出雲観光協会

久保田 章市
岩谷 百合雄

長岡 秀人
今岡 一朗

7 益田市（観光交流課）

山本 浩章

8 一般社団法人益田市観光協会

山本 浩章

9 美都町特産観光協会

佐々木 惠二

10 匹見町観光協会

河野 克正

11 大田市（観光振興課）

楫野 弘和

12 一般社団法人大田市観光協会

谷本 隆臣

13 安来市（商工観光課）
14 安来市観光協会
15 江津市（商工観光課）
16 江津市観光協会

近藤 宏樹
飯橋 一春
山下 修
永井 良三

17 雲南市（観光振興課）

速水 雄一

18 一般社団法人雲南市観光協会

塚本 祐次

19 奥出雲町（商工観光課）

勝田 康則

20 一般社団法人奥出雲町観光協会

勝田 康則

21 飯南町（産業振興課）

山碕 英樹

22 一般社団法人飯南町観光協会

山碕 英樹

23 川本町（産業振興課）

三宅 実

所 在 地

ＴＥＬ／ＦＡＸ

〒690-8540

(0852)55-5214

松江市末次町86番地

(0852)55-5634

〒690-0874

(0852)27-5843

松江市中原町19番地

(0852)26-6869

〒697-8501

(0855)25-9530

浜田市殿町１

(0855)23-4040

〒697-0022

(0855)24-1085

浜田市浅井町777番地19

(0855)24-1081

〒693-8530

(0853)21-6588

出雲市今市町70番地

(0853)21-6585

〒699-0722

(0853)53-2112

出雲市大社町北荒木441-3

(0853)53-5856

〒698-0024

(0856)31-0331

益田市駅前町17番地1

(0856)23-4655

〒698-0024

(0856)22-7120

益田市駅前町17番地2

(0856)23-1232

〒698-0203

(0856)52-3160

益田市美都町都茂1809番地2 美濃商工会内

(0856)52-2536

〒698-1211

(0856)56-0310

益田市匹見町匹見ｲ42-1 美濃商工会匹見支所内

(0856)56-0753

〒699-2301

(0854)88-9237

大田市仁摩町仁万562番地3

(0854)88-3222

〒699-2301

(0854)88-9950

大田市仁摩町仁万562-3 大田市役所仁摩支所内

(0854)88-9960

〒692-8686

(0854)23-3110

安来市安来町878番地2

(0854)23-3061

〒692-0011

(0854)23-7667

安来市安来町2093番地3 観光交流ﾌﾟﾗｻﾞ内

(0854)23-7654

〒695-8501

(0855)52-7494

江津市江津町1525番地

(0855)52-1365

〒695-0011

(0855)52-0534

江津市江津町1518番地1 ﾊﾟﾚｯﾄごうつ内

(0855)52-0644

〒699-1392

(0854)40-1054

雲南市木次町里方521番地1

(0854)40-1059

〒699-1311

(0854)42-9770

雲南市木次町里方26番地1 ＪＲ木次駅内

(0854)42-9771

〒699-1592

(0854)54-2504

仁多郡奥出雲町三成358番地1

(0854)54-1229

〒699-1511

(0854)54-2260

仁多郡奥出雲町三成641番地22（ＪＲ出雲三成駅構内） (0854)54-0020

〒690-3513

(0854)76-2214

飯石郡飯南町下赤名880番地

(0854)76-3950

〒690-3513

(0854)76-9050

飯石郡飯南町下赤名880番地3 「道の駅」赤来高原総合交流ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 2F

(0854)76-2040

〒696-8501

(0855)72-0636

邑智郡川本町大字川本271番地3

(0855)72-1136

№

会 員 名

代表者名

24 川本町観光協会

伊藤 義武

25 美郷町（定住推進課）

景山 良材

26 美郷町観光協会

景山 良材

27 邑南町（商工観光課）

石橋 良治

28 一般社団法人邑南町観光協会

福井 竜夫

29 津和野町（商工観光課）

下森 博之

30 一般社団法人津和野町観光協会

池田 和哉

31 吉賀町（企画課）

岩本 一巳

32 吉賀町観光協会

澄川 優寛

33 海士町（交流促進課）

大江 和彦

34 一般社団法人海士町観光協会

中村 等光

35 西ノ島町（観光定住課）

升谷 健

36 一般社団法人西ノ島町観光協会
37 知夫村（地域振興課）
38 知夫里島観光協会

松浦 道仁
平木 伴佳
平木 伴佳

39 隠岐の島町（観光課）

池田 高世偉

40 一般社団法人隠岐の島町観光協会

小谷 茂雄

41 隠岐観光協会

池田 高世偉

42 境港市観光協会

桝田 知身

43 南部町観光協会

景山 浩

44 蒜山観光協会

石賀 幹浩

45 庄原市（企画振興部 観光振興課）

木山 耕三

46 三次市（観光スポーツ交流課）
47 一畑電気鉄道株式会社

増田 和俊
今岡 和志

所 在 地
〒696-8501

ＴＥＬ／ＦＡＸ
(0855)74-2345

邑智郡川本町大字川本271番地3 川本町役場産業振興課内 (0855)72-1136

〒699-4692

(0855)75-1212

邑智郡美郷町粕渕168番地

(0855)75-1260

〒699-4692

(0855)75-1330

邑智郡美郷町粕渕168番地 美郷町役場定住推進課内 (0855)75-1260

〒696-0103

(0855)95-2565

邑智郡邑南町矢上6000番地

(0855)95-0223

〒696-0103

(0855)95-2369

邑智郡邑南町矢上7154番地10

(0855)95-0209

〒699-5605

(0856)72-0652

鹿足郡津和野町後田ﾛ64番地6

(0856)72-1650

〒699-5605

(0856)72-1771

鹿足郡津和野町後田ｲ71番地2

(0856)72-1191

〒699-5513

(0856)77-1437

鹿足郡吉賀町六日市750番地

(0856)77-1891

〒699-5512

(0856)77-1255

鹿足郡吉賀町六日市378番地6

(0856)77-1640

〒684-0404

(08514)2-0017

隠岐郡海士町大字福井1365番地5

(08514)2-0102

〒684-0404

(08514)2-0101

隠岐郡海士町大字福井1365番地5

(08514)2-0102

〒684-0211

(08514)7-8777

隠岐郡西ﾉ島町大字浦郷534番地

(08514)7-8025

〒684-0303

(08514)7-8888

隠岐郡西ﾉ島町大字美田4386番地3

(08514)7-8890

〒684-0102

(08514)8-2211

隠岐郡知夫村1065番地

(08514)8-2093

〒684-0100

(08514)8-2272

隠岐郡知夫村1730番地6

(08514)8-2278

〒685-8585

(08512)2-8575

隠岐郡隠岐の島町城北町1番地

(08512)2-4997

〒685-0013

(08512)2-0787

隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四54-3

(08512)2-3950

〒685-0015

(08512)2-1577

隠岐郡隠岐の島町港町塩口２４ 隠岐合同庁舎別館1階 (08512)2-1406

〒684-0046

(0859)47-3880

境港市竹内団地255番地3

(0859)47-3885

〒683-0351

(0859)30-4822

西伯郡南部町法勝寺332-1

(0859)30-4833

〒717-0503

(0867)66-3220

真庭市蒜山富山根303-1

(0867)66-4141

〒727-8501

(0824)73-1179

庄原市中本町1丁目10-1

(0824)72-3322

〒728-8501

(0824)64-0066

三次市十日市中2-8-1

(0824)62-6235

〒690-0874

(0852)26-1317

松江市中原町49番地

(0852)26-9679

№

会 員 名

48 一畑バス株式会社
49 隠岐汽船株式会社
50 株式会社イワミツアー

代表者名
茢田 満夫
木下 典久
小河 英樹

51 西日本高速道路株式会社中国支社松江高速道路事務所 坂根 光夫
52 白鳥観光有限会社

上谷 繁夫

53 つる丸汽船観光有限会社

竹谷 克則

54 隠岐観光株式会社

竹谷 実

55 有限会社出雲観光タクシー

渡部 稔

56 全日本空輸株式会社 中四国支社

丹羽 明夫

57 日本航空株式会社 山陰支店

澤山 英治

58 一般社団法人加賀潜戸遊覧船

中野 雅行

59 株式会社一畑トラベルサービス

森山 輝也

60 株式会社近畿日本ツーリスト中国四国 山陰支店
61 株式会社ＪＴＢ 松江支店
62 東武トップツアーズ株式会社 松江支店

弥勒院 琢磨

勝俣 政信
小坂 正宏

63 株式会社日本旅行山陰仕入・誘客推進センター

井出 浩二

64 株式会社農協観光 島根支店

元廣 彰

65 名鉄観光サービス株式会社 山陰営業所

鈴木 繁

66 ＮＤＲトラべる

森井 三郎

67 株式会社バイタルリード

森山 昌幸

68 富士建設株式会社

持田 隆志

69 特定非営利活動法人松江ツーリズム研究会
70 株式会社吉田ふるさと村
71 山陰山陽四国予約センター
72 株式会社山陰中央新報社

山本 素久
高岡 裕司
山下 稔
松尾 倫男

所 在 地
〒690-0823

ＴＥＬ／ＦＡＸ
(0852)20-5200

松江市西川津町1656番地1

(0852)20-5201

〒685-0013

(08512)2-1122

隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四

(08512)2-1126

〒698-0021

(0856)22-1100

益田市幸町2番63号

(0856)24-0077

〒699-0203

(0852)62-9230

松江市玉湯町布志名968番地9

(0852)62-3060

〒690-0001

(0852)24-3218

松江市東朝日町150番地7

(0852)24-3431

〒684-0303

(08514)6-1111

隠岐郡西ﾉ島町大字美田771番地1

(08514)6-1113

〒684-0211

(08514)6-0016

隠岐郡西ﾉ島町大字浦郷544-15

(08514)6-0018

〒699-0722

(0853)53-6010

出雲市大社町北荒木854番地3

(0853)53-6020

〒730-0011

（082）511-4600

広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル５階 （082）511-4610
〒690-0003

(0852)28-1222

松江市朝日町498-6番地 松江駅前第一生命ﾋﾞﾙ9階 (0852)28-1277
〒690-0401

(0852)85-9111

松江市島根町加賀6120番地14

(0852)85-3800

〒690-0852

(0852)23-3789

松江市千鳥町24番地

(0852)21-0258

〒690-0887

(0852)22-4893

松江市殿町517番地 ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ殿町1-A-105

(0852)27-8359

〒690-0003

(0852)23-6720

松江市朝日町477番地17 松江SUNビル7階

(0852)23-7739

〒690-0061

(0852)21-5425

松江市白潟本町13-4 7階

(0852)23-0433

〒683-0036

(0859)22-8237

米子市弥生町2番地 JR米子支社ﾋﾞﾙ内3階

(0859)22-7991

〒690-0852

(0852)26-2600

松江市千鳥町15番地ｺｰﾌﾟﾋﾞﾙ1F

(0852)26-2603

〒690-0003

(0852)60-7001

松江市朝日町４８４番地16甲南ｱｾｯﾄﾋﾞﾙ内

(0852)60-7002

〒150-0021

(03)3770-4511

渋谷区恵比寿西1丁目18番地3号

(03)3770-4517

〒693-0013

(0853)22-9690

出雲市荻杼町274番地2

(0853)22-9715

〒699-0406

(0852)66-0900

松江市宍道町佐々布1849番地

(0852)66-1051

〒690-0887

(0852)61-2700

松江市殿町43 カラコロ工房

(0852)20-7070

〒690-2801

(0854)74-0500

雲南市吉田町吉田1047-2

(0854)74-0501

〒460-0017

(052)322-2500

名古屋市中区松原1丁目12-37

(052)322-2506

〒690-8668

(0852)32-3440

松江市殿町383番地 山陰中央ﾋﾞﾙ

(0852)32-3515

№

会 員 名

73 株式会社山陰放送松江支社
74 山陰中央テレビジョン放送株式会社
75 日本海テレビジョン放送株式会社 島根総局
76 株式会社エフエム山陰
77 株式会社計画設計工房

代表者名
山根 貴司
奥村 淳司
山根 睦
濱辺 弘志
福島 邦雄

78 株式会社山広

渡部 孝

79 株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ山陰支店

陶山 正明

80 株式会社ダナック

中村 滋男

81 株式会社プロジェクト

勝部 忠正

82 株式会社メディアスコープ

中尾 禎仁

83 株式会社メリット

柏井 光

84 株式会社ゼンリン山陰
85 株式会社ワコムアイティ
86 島根印刷株式会社
87 松栄印刷有限会社

西村 晃
福光 靖
原 憲司
渡部 康行

88 有限会社松陽印刷所

田部 長右衛門

89 渡部印刷株式会社

渡部 彰夫

90 株式会社ウィズスタッフサポート

竹内 祐子

91 浅利観光株式会社

植田 裕一

92 出雲キルト美術館

八幡垣 志保

93 出雲空港ターミナルビル株式会社

大谷 厚郎

94 石見空港ターミナルビル株式会社

菅 隆宏

95 出雲須佐温泉ゆかり館

山本 義隆

所 在 地
〒690-0887

ＴＥＬ／ＦＡＸ
(0852)21-4306

松江市殿町111番地 松江ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ8Ｆ

(0852)21-4307

〒690-8666

(0852)23-3434

松江市向島町140-1

(0852)27-7952

〒690-0049

(0852)26-3151

松江市袖師町2番38-201

(0852)27-8880

〒690-8508

(0852)27-9880

松江市殿町383番地

(0852)27-2980

〒690-0842

(0852)28-8010

松江市東本町5丁目31番地1

(0852)28-8011

〒693-0063

(0853)22-8222

出雲市大塚町1148番地

(0853)20-0002

〒683-0064

(0859)32-7978

米子市道笑町2丁目252番地 大鉄米子ﾋﾞﾙ7Ｆ

(0859)32-0369

〒690-0887

(0852)21-2610

松江市殿町383番地 山陰中央ﾋﾞﾙ7階

(0852)27-5810

〒690-0047

(0852)21-7633

松江市嫁島町11番18号

(0852)21-7637

〒690-0816

(0852)31-9011

松江市北陵町51番3号

(0852)31-9022

〒690-0012

(0852)23-2230

松江市古志原5丁目2番43号

(0852)23-3315

〒690-0826

(0852)21-7698

松江市学園南2丁目6番18号

(0852)21-7720

〒690-0816

(0852)20-7200

松江市北陵町43番地

(0852)21-8729

〒699-0555

(0853)63-3500

出雲市斐川町坂田1664-7

(0853)62-9019

〒690-0823

(0852)22-2131

松江市西川津町667番地1

(0852)22-4012

〒690-0826

(0852)22-3418

松江市学園南2丁目3番11号

(0852)21-6778

〒690-0874

(0852)21-6231

松江市中原町192番地

(0852)32-2645

〒690-0065

(0852)25-8801

松江市灘町228

(0852)67-1230

〒695-0002

(0855)55-1155

江津市浅利町72

(0855)55-1180

〒699-0642

(0853)72-7146

出雲市斐川町福富330番地

(0853)72-7146

〒699-0551

(0853)72-7501

出雲市斐川町沖州2633番地1

(0853)72-4667

〒698-0051

(0856)24-0010

益田市内田町イ597番地

(0856)24-2570

〒693-0502

(0853)84-0800

出雲市佐田町原田737番地

(0853)84-0203

№

会 員 名

代表者名

96 いずもまがたまの里伝承館

新宮 寛人

97 株式会社一畑百貨店

大谷 厚郎

98 株式会社ＳＰＳしまね
99 株式会社えすみ
100 株式会社ＭＩしまね

間野 文祥
和田 豊
川井 康正

101 株式会社沙羅の木

山尾 衛一

102 株式会社島根ワイナリー

岡 良美

103 株式会社多伎振興

神田 善満

104 株式会社茶三代一

三代 朱美

105 有限会社マルニシ物産

西尾 貴延

106 株式会社奥出雲振興

勝田 康則

107 お菓子の壽城
108 有限会社山陰物産
109 荒神谷博物館
110 公益財団法人足立美術館

城内 正行
和田 順勝
藤岡 大拙
足立 隆則

111 公益財団法人絲原記念館

絲原 德康

112 公益財団法人奥出雲多根自然博物館

多根 幹雄

113 公益財団法人しまね海洋館

島田 一嗣

114 公益財団法人しまね自然と環境財団

廣澤 卓嗣

115 公益財団法人松江市観光振興公社(堀川遊覧船管理事務所) 松浦 正敬
116 島根県芸術文化センター「グラントワ」

澄川 喜一

117 株式会社一畑パーク

大谷 厚郎

118 そば庄たまき

玉木 暢

所 在 地

ＴＥＬ／ＦＡＸ

〒699-0202

(0852)62-2288

松江市玉湯町湯町1755番地1

(0852)62-2239

〒690-8555

(0853)53-3030

松江市朝日町661番地

(0853)53-3032

〒690-0049

(0852)55-4700

松江市袖師町1番地5号

(0852)55-4714

〒699-1333

(0854)42-0711

雲南市木次町下熊谷1545番地3号

(0854)42-1711

〒690-0048

(0852)60-2055

松江市西嫁島1丁目3番24号

(0852)60-2088

〒699-5605

(0856)72-1661

鹿足郡津和野町後田ﾛ70番地

(0856)72-0372

〒699-0733

(0853)53-5577

出雲市大社町菱根264番地2

(0853)53-5424

〒699-0902

(0853)86-9080

出雲市多伎町多岐135番地1

(0853)86-9082

〒693-0043

(0853)28-2123

出雲市長浜町729番地6

(0853)28-2253

〒691-0003

(0853)63-3603

出雲市灘分町1068番地1

(0853)63-3623

〒699-1701

(0854)57-0800

仁多郡奥出雲町亀嵩3609番地1

(0854)57-0825

〒689-3425

(0859)39-4111

米子市淀江町佐蛇1605番地1

(0859)39-4119

〒689-4121

(0859)39-8811

西伯郡伯耆町大殿1059番地１

(0859)39-8812

〒699-0503

(0853)72-9044

出雲市斐川町神庭873番地8

(0853)72-7695

〒692-0064

(0854)28-7111

安来市古川町320番地

(0854)28-6733

〒699-1812

(0854)52-0151

仁多郡奥出雲町大谷856-18番地

(0854)52-0159

〒699-1434

(0854)54-0003

仁多郡奥出雲町佐白236-1

(0854)54-0005

〒697-0004

(0855)28-3900

浜田市久代町1117番地2

(0855)28-3610

〒694-0003

(0854)86-0500

大田市三瓶町多根1121番地8

(0854)86-0501

〒690-0876

(0852)25-0416

松江市黒田町507番地1

(0852)27-0990

〒698-0022

(0856)31-1860

益田市有明町5番地15

(0856)31-1884

〒690-0263

(0852)88-9800

松江市大垣町52番地

(0852)88-9803

〒699-0551

(0853)72-0653

出雲市斐川町沖洲1630番地

(0853)72-0130

№

会 員 名

代表者名

119 中浦食品株式会社

鷦鷯 順

120 公益財団法人ホシザキグリーン財団

岩城 良行

121 瑞穂ハイランド
122 ミュージアムいちばた
123

一般財団法人宍道湖西岸森と自然財団
モニュメント・ミュージアム来待ストーン

石井 寿夫
今岡 和志
土江 勝範

124 有限会社奥出雲葡萄園

佐藤 貞之

125 有限会社日本庭園由志園

門脇 豪

126 赤羽会

錦織 祐作

127 出雲の国社寺縁座の会

秦 和憲

128 松江不昧公好み老舗会

岡 栄二郎

129 雲南広域連合

速水 雄一

130 島根県旅館ホテル生活衛生同業組合

松崎 滋

131 一般社団法人島根県物産協会
132 一般社団法人島根県旅客自動車協会
133 一般社団法人日本自動車連盟島根支部

鷦鷯 順
大谷 厚郎
野々村 健造

134 株式会社山陰合同銀行

石丸 文男

135 一般社団法人日本旅行業協会 中四国支部

船場 誠吾

136 一般社団法人中国経済連合会

苅田 知英

島根県（観光振興課）

溝口 善兵衛

所 在 地

ＴＥＬ／ＦＡＸ

〒684-0046

(0859)45-1600

境港市竹内団地209番地

(0859)45-6585

〒691-0076

(0853)63-7111

出雲市園町1664番地2

(0853)63-7101

〒697-0631

(0855)85-1111

邑智郡邑南町市木6242番地19

(0855)85-0451

〒699-0701

(0853)53-8600

出雲市大社町杵築東99番地4

(0853)53-5350

〒699-0404

(0852)66-9050

松江市宍道町東来待1574番地1

(0852)66-1430

〒699-1322

(0854)42-3480

雲南市木次町寺領2273番地1

(0854)42-3487

〒690-1492

(0852)76-2255

松江市八束町波入1260番地2

(0852)76-2508

〒115-0045

(03)3598-8221

東京都北区赤羽2-70-8 ｱｰｸ赤羽７階（日本交通㈱東京営業所内）

(03)3598-8227

〒693-0041

(0853)28-0383

出雲市西園町上長浜4258番地 長浜神社内

(0853)28-0081

〒690-0064

(0852)24-0057

松江市天神町6番地 中村茶舗内

(0852)24-0057

〒699-1311

(0854)47-7341

雲南市木次町里方1100番地6

(0854)42-1911

〒690-0852

(0852)21-3882

松江市千鳥町83番地 「COCO MATSUE」2階

(0852)27-2927

〒690-0887

(0852)22-5758

松江市殿町191番地

(0852)25-6785

〒690-0024

(0852)37-0334

松江市馬潟町64番地3

(0852)37-1158

〒690-0011

(0852)25-1123

松江市東津田町1092番地1

(0852)25-3411

〒690-0062

(0852)55-1821

松江市魚町10番地

(0852)28-0495

〒730-00１１

(082)536-0700

広島市中区基町１１－13 合人社広島紙屋町ｱﾈｸｽ２階 (082)536-0710

〒730-0041

(082)242-4511

広島市中区小町４番33号中国電力3号館3階

(082)245-8305

〒690-8501

(0852)22-5292

松江市殿町1番地

(0852)22-5580

