会 員 名 簿
令和４年５月２５日現在
№

会 員 名

1 松江市（観光振興課）
2 一般社団法人松江観光協会
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
7 益田市（観光交流課）
8 一般社団法人益田市観光協会
9 美都町特産観光協会
10 匹見町観光協会
11 大田市（観光振興課）
12 一般社団法人大田市観光協会
13 安来市（観光振興課）
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
17 雲南市（観光振興課）
18 一般社団法人雲南市観光協会
19 奥出雲町（まちづくり産業課）
20 一般社団法人奥出雲町観光協会
21 飯南町（産業振興課）
22 一般社団法人飯南町観光協会
23 川本町（産業振興課）
24 川本町観光協会
25 美郷町（産業振興課）

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 松江市役所第4別館１階

(0852)26-6869

〒697-8501

(0855)25-9530

浜田市殿町１番地

(0855)23-4040

〒697-0022

(0855)24-1085

浜田市浅井町777-35

(0855)24-1081

〒693-8530

(0853)21-6588

出雲市今市町70番地

(0853)21-6585

〒693-0008

(0853)31-9466

出雲市駅南町1-5 ビッグハート出雲内

(0853)31-9499

〒698-0024

(0856)31-0106

益田市駅前町17-1 益田駅前ビルＥＡＧＡ3階

(0856)23-4655

〒698-0024

(0856)22-7120

益田市駅前町17-2

(0856)23-1232

〒698-0203

(0856)52-3160

益田市美都町都茂1809-2 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

〒694-0064

(0854)83-8193

大田市大田町大田ロ1111番地

(0854)82-9150

〒699-2301

(0854)88-9950

大田市仁摩町仁万562-3

(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1016番地4

(0855)52-1365

〒695-0011

(0855)52-0534

江津市江津町1518-1

(0855)52-0644

〒699-1392

(0854)40-1054

雲南市木次町里方521番地1

(0854)40-1059

〒690-2404

(0854)47-7878

雲南市三刀屋町三刀屋73-4 2階

(0854)47-7879

〒699-1941

(0854)54-2504

仁多郡奥出雲町三成358

(0854)54-1229

〒699-1511

(0854)54-2260

仁多郡奥出雲町三成641-22

(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880-3

(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

〒696-0001

(0855)74-2345

邑智郡川本町大字川本608-1

(0855)72-2110

〒699-4692

(0855)75-1214

邑智郡美郷町粕渕168番地

(0855)75-1218

№

会 員 名

26 美郷町観光協会
27 邑南町（産業支援課）
28 一般社団法人邑南町観光協会
29 津和野町（商工観光課）
30 一般社団法人津和野町観光協会
31 吉賀町（企画課）
32 吉賀町観光協会
33 海士町（交流促進課）
34 一般社団法人海士町観光協会
35 西ノ島町（観光定住課）
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
39 隠岐の島町（商工観光課）
40 一般社団法人隠岐の島町観光協会
41 一般社団法人隠岐ジオパーク推進機構
42 一般社団法人境港観光協会
43 蒜山観光協会
44 庄原市（企画振興部 商工観光課）
45 一畑電気鉄道株式会社
46 一畑バス株式会社
47 隠岐汽船株式会社
48 株式会社イワミツアー
49 西日本高速道路株式会社中国支社松江高速道路事務所
50 白鳥観光有限会社

所 在 地

ＴＥＬ／ＦＡＸ

〒699-4621

(0855)75-1330

邑智郡美郷町粕渕355-1 101号室

(0855)75-1260

〒696-0192

(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

〒699-5506

080-2922-1506

鹿足郡吉賀町有飯238-2
〒684-0404
隠岐郡海士町大字福井1375番地1

－
(08514)2-0017
－

〒684-0404

(08514)2-0101

隠岐郡海士町大字福井1365番地5

(08514)2-0102

〒684-0303

(08514)6-1257

隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4

(08514)6-0683

〒684-0303

(08514)7-8888

隠岐郡西ﾉ島町大字美田4386番地3

(08514)7-8890

〒684-0100

(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

隠岐郡隠岐の島町下西78-2

(08512)2-4997

〒685-0013

(08512)2-0787

隠岐郡隠岐の島町中町目貫ノ四61

(08512)2-3950

〒685-0013

(08512)3-1321

隠岐郡隠岐の島町中町目貫ノ四61

(08512)3-1322

〒684-0046

(0859)47-3880

境港市竹内団地255番地3

(0859)47-3885

〒717-0602

(0867)66-3220

真庭市蒜山上福田1205-220 GREENNableHIRUZEN観光案内所内

(0867)66-4141

〒727-8501

(0824)73-1179

庄原市中本町1丁目10-1

(0824)72-3322

〒690-0874

(0852)26-1317

松江市中原町49番地

(0852)26-8604

〒690-0823

(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

№

会 員 名

51 つる丸汽船観光有限会社
52 隠岐観光株式会社
53 有限会社出雲観光タクシー
54 有限会社いやタクシー 東出雲観光バス
55 全日本空輸株式会社 山陰支店
56 日本航空株式会社 山陰支店
57 株式会社フジドリームエアラインズ
58 一般社団法人加賀潜戸遊覧船
59 株式会社一畑トラベルサービス
60 株式会社ＪＴＢ 山陰支店
61 東武トップツアーズ株式会社 松江支店
62 株式会社日本旅行山陰企画・仕入センター
63 株式会社農協観光 山陰支店
64 名鉄観光サービス株式会社 山陰営業所
65 ＮＤＲトラべる
66 株式会社バイタルリード
67 富士湖南株式会社
68 特定非営利活動法人松江ツーリズム研究会
69 株式会社吉田ふるさと村
70 株式会社山陰山陽四国予約センター
71 株式会社山陰中央新報社
72 株式会社山陰放送松江支社
73 山陰中央テレビジョン放送株式会社
74 日本海テレビジョン放送株式会社 島根総局
75 株式会社エフエム山陰

所 在 地

ＴＥＬ／ＦＡＸ

〒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

〒699-0101

(0852)52-2081

松江市東出雲町揖屋611-5

(0852)52-2205

〒683-0067

（0859）35-0525

鳥取県米子市東町171 米子第一生命ビル5階

（0859）35-0901

〒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

〒480-0202

(0568)39-0026

愛知県西春日井郡豊山町 名古屋空港内

(0568)39-0084

〒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

〒690-0003

(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 ＪＲ西日本米子支社ビル1階

(0859)22-7991

〒690-0065

(0852)26-2600

松江市灘町1-7 松江プラザビル8階

(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

〒699-0202

(0852)62-0456

松江市玉湯町湯町113番地7

(0852)62-2794

〒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

〒690-0887

(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)20-8888

松江市向島町140-1

(0852)22-3973

〒690-0049

(0852)26-3151

松江市袖師町2番38-201

(0852)27-8880

〒690-8508

(0852)27-9880

松江市学園南1-2-1 くにびきメッセ西棟2階

(0852)27-9883

№

会 員 名

76 山陰ケーブルビジョン株式会社
77 石見ケーブルビジョン株式会社
78 萩テレビ株式会社 益田局 ひとまろビジョン
79 株式会社山広
80 株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ山陰支店
81 株式会社メディアスコープ
82 株式会社メリット
83 株式会社ゼンリン松江営業所
84 株式会社ペンタスネット
85 島根印刷株式会社
86 松栄印刷有限会社
87 有限会社松陽印刷所
88 渡部印刷株式会社
89 株式会社クリアプラス
90 TSKエンタープライズDC株式会社
91 株式会社ビザビ
92 株式会社ウィズスタッフサポート
93 浅利観光株式会社
94 出雲キルト美術館
95 出雲空港ターミナルビル株式会社
96 石見空港ターミナルビル株式会社
97 株式会社一畑百貨店
98 ＳＰＳしまねグループ 代表者 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

所 在 地

ＴＥＬ／ＦＡＸ

〒690-0825

(0852)23-2522

松江市学園一丁目2-27

(0852)24-9111

〒697-0015

(0855)23-4883

浜田市竹迫町２８８６番地

(0855)23-4853

〒698-0033

(0856)31-0011

益田市元町11-20

(0856)25-7410

〒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

〒690-0816

(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)23-1279

〒690-0826

(0852)21-7698

松江市学園南2-6-17

(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

〒690-0883

(0852)21-3476

松江市北田町２４８番地

(0852)21-3866

〒690-0826

(0852)31-0155

松江市学園南1-2-1 くにびきメッセ5階

(0852)27-8000

〒690-0842

(086)224-7172

松江市東本町2丁目25-1 東本町ビル4階

(086)224-1584

〒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

〒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

№

会 員 名

101 株式会社島根ワイナリー
102 株式会社多伎振興
103 有限会社マルニシ物産
104 株式会社奥出雲振興
105 お菓子の壽城
106 有限会社山陰物産
107 荒神谷博物館
108 公益財団法人足立美術館
109 公益財団法人絲原記念館
110 公益財団法人奥出雲多根自然博物館
111 公益財団法人しまね海洋館
112 公益財団法人しまね自然と環境財団
113 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)
114 島根県芸術文化センター「グラントワ」
115 株式会社一畑パーク
116 有限会社玉木製麺
117 中浦食品株式会社
118 公益財団法人ホシザキグリーン財団
119 ミュージアムいちばた
120

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

121 有限会社奥出雲葡萄園
122 有限会社日本庭園由志園
123 赤羽会
124 出雲の国社寺縁座の会
125 松江不昧公好み老舗会

所 在 地

ＴＥＬ／ＦＡＸ

〒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

〒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

(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)27-0416

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15号

(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1620

(0853)72-0130

〒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

〒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

〒692-0033

(0854)22-2151

安来市清水町５２８番地

(0854)22-2107

〒690-0064

(0852)24-0001

松江市天神町6番地 中村茶舗内

(0852)26-3960

№

会 員 名

126 合資会社一文字家
127 株式会社第一ビルサービス
128 森田製菓株式会社
129 雲南広域連合
130 島根県旅館ホテル生活衛生同業組合
131 島根県酒造組合
132 一般社団法人島根県物産協会
133 一般社団法人島根県旅客自動車協会
134 一般社団法人日本自動車連盟島根支部
135 一般財団法人島根経済文化振興会
136 株式会社山陰合同銀行
137 一般社団法人日本旅行業協会 中四国支部
138 一般社団法人中国経済連合会
島根県（観光振興課）

所 在 地

ＴＥＬ／ＦＡＸ

〒690-0038

(0852)22-3755

松江市平成町182番19

(0852)22-4245

〒730-0051

(082)248-1601

広島市中区大手町５丁目３番１２号

(082)248-1601

〒694-0064

(0854)82-0870

大田市大田町大田イ382-2

(0854)82-9370

〒699-1311

(0854)47-7341

雲南市木次町里方1100番地6

(0854)47-7344

〒690-0852

(0852)21-3882

松江市千鳥町83番地 「COCO MATSUE」2階

(0852)27-2927

〒690-0011

(0852)26-5595

松江市東津田町1258-1

(0852)26-5739

〒690-0887

(0852)22-5758

松江市殿町191番地

(0852)25-6785

〒690-0821

(0852)60-0928

松江市上東川津町１２３８

(0852)60-0805

〒690-0011

(0852)25-1123

松江市東津田町1092番地1

(0852)25-3411

〒 690-0826

(0852)23-1034

松江市学園南1-2-1

(0852)22-9219

〒690-0062

(0852)55-1896

松江市魚町10番地

(0852)27-8249

〒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

