
スナック&バー アクア 安来町1903-5 井戸町ビル1番館2階 080-6315-8162 広瀬 旨いもん屋 みっちゃん亭 広瀬1250-4 090-4890-2522

スナック とまと 安来町1906-2 井戸町ビル１F 0854-23-1128 カフェ＆キッチン すずかぜ 広瀬1795-1 090-6779-0303

スナック ながさき 安来町1862-1 安来センタービル２F 0854-22-1313 カフェ桜 広瀬2207-1 090-3168-8971

泉水苑 吉佐町1054-29 0854-23-0717 川西屋 広瀬1809 0854-32-2039

そば処大塚 荒島町1774-2 0854-28-6755 小料理ひまわり 広瀬1500-1 0854-32-3824

ダイニングKIDO 安来町1345-10 0854-22-2471 仕出し ふるさと 西比田1644-1 0854-34-0027

竹葉 古川町438 0854-28-6231 食堂 丼々 西比田1644-1 0854-34-0027

中華 桂林 赤江町209 0854-28-6815 そば・うどん処 尼子 町帳775-1 0854-32-2238

中華飯店かげやま 飯島町286-2 0854-22-5310 比田温泉 湯田山荘 東比田1373 0854-34-0240

中華料理 金龍 荒島町1185-1 0854-28-6055 まーるい 広瀬1810-1 0854-32-2422

つだや 荒島町2351-1 0854-28-8002 レストランやまさや 布部319 0854-36-0880

停雲 安来町1107 0854-22-2132 伯太 あや食堂 東母里631 0854-37-1420

DELI&KITCHEN halo 安来町2093-3 0854-23-2211 上の台緑の村 赤屋 0854-38-0022

安来 藍 植田町295-2 0854-28-6855 十神ラーメン 和田店 黒井田町356-1 0854-22-5912 オーベルジュ天空　別邸母里 東母里468 0854-26-4131

朝日館 安来町1970 0854-22-2348 どさん子 飯島町410-1 0854-22-3861 カフェレストラン Craft 東母里1193 0854-37-1123

味処 きた川 安来町438-1 0854-23-0447 DOT.(ドット) 安来町1968-1 0854-22-6662 喫茶 燈 東母里243-14 0854-26-4735

アルテピア カフェ 飯島町70 090-1688-5055 トリム 安来町2162-7 0854-23-0438 軽食スナックふれあい 西母里11-8 0854-37-1186

EASTERN 荒島町1676-2 090-3639-1313 鶏吉 安来町1975-6 0854-22-2000 ひばの里 横屋131-2 -

居酒屋おうか 安来町1944 0854-22-5677 中海の郷 中海町128-1 0854-23-2501 母城 母里267 0854-37-0405

居酒屋竹る 安来町1968-1 0854-26-4500 27(ニーナ) 安来町1968-1 0854-22-0018 まんま工房 さかえ家 安田中157-3 0854-26-0006

苺や kirito 赤江町762 080-1644-0102 New ウイング 安来町1900 青木ビル2F 0854-22-5913

一刻 吉佐町1052-8 0854-27-7444 華はうす 安来町1968-1 0854-23-1118

ヴェルドール 安来町1968-1 華はうすビル2F 0854-23-1691 ピザアンドパスタハジッコ 安来町765-6 0854-22-5844 安来 青空ふれあい市 安来町1632 0854-28-7906

ウッドペッカー 飯島町268-9 0854-23-0423 ビストロ HIBIKI 黒井田町406 080-8425-0520 足立美術館分館売店 清松庵 古川町445-1 0854-28-7623

扇 安来町1903-5 井戸町ビル2F 0854-23-0750 ぷらーなキッチン P.KITCHEN 安来町761-4 0854-22-2097 大田鮮魚 安来町1356 0854-22-2123

お食事＆喫茶 茶々 安来町1976-1 0854-22-1648 別邸 鷺泉 古川町478-1 0854-28-6211 ㈲かどや商店 飯島町1241-2 0854-22-2546

お食事処 藤芳 古川町442-1 0854-28-7473 宝来園 安来町1622 0854-22-2489 鐘築商店(かじや商店) 下吉田町444 0854-27-0656

男の暖簾 南十神町11 090-3639-0727 睦ん家 安来町1968-1 華はうすビル3F 080-2732-3637 CAFE ROSSO beans store 門生町4-3 0854-22-1177

割烹・仕出し 山常楼 安来町1704 0854-22-2040 星の沙 安来町1949-1 あたごビル3号1F 0854-23-2525 鎌本製菓 安来町1224-6 0854-22-3496

割烹 乃ぶ恵樓 安来町1153-1 0854-22-2213 ほっかほっか亭 安来神田店 安来町753-1 0854-22-3003 ㈲元祖黒田千年堂 清水町110-1 0854-22-2560

我風 安来町1949-1 あたごビル1階 0854-22-1333 ホテル ひさご家 安来町2403 0854-22-2127 ㈲元祖黒田千年堂 清水寺境内売店 清水町528 0854-22-1823

カフェ ドーフィン 飯生町605-5 0854-27-7777 民芸そば 志ばらく 安来町1887 0854-22-2311 業務スーパー 安来店 飯島町516 0854-22-3131

がまがえる 安来町1092-2 0854-22-3087 焼きたてパン あめのちハレ 安来町2093-6 0854-27-7501 ケーキハウスアサイ 汐手が丘14-15 0854-22-0181

喫茶 くれーぷ 安来町761-4 0854-23-0929 やきとり大吉 安来店 安来町886-9 0854-22-1822 彩雲堂 安来プラーナ店 安来町761-4 プラーナ内 0854-23-2807

くいものや膳 安来町1975-16 0854-23-1119 焼肉だんだん 南十神町4 0854-22-5919 佐川末廣堂 安来町1195-1 0854-22-2569

クックロード 弁当店 安来町607-2 0854-22-6575 焼肉ホルモンさんとくてん 安来町1937 0854-22-2770 櫻苑 植田町226-10 0854-28-8778

くまのプーさん 安来町1657-1 0854-22-2162 家納喜 安来町1124 0854-22-2404 酒の山正 赤江町367-1 0854-28-8981

グルメ＆コーヒー 舶来屋 島田町427-1 0854-22-3847 ゆう心 清水町10-7 0854-23-1100 ㈲佐藤商店 西松井町668-3 0854-28-8524

紅葉館 清水町528 0854-22-2530 夢ランドしらさぎ 古川町835 0854-28-6300 JAしまねグリーンセンター はしま店 飯島町426-1 0854-23-7288

坂田 安来町1906-2 0854-23-0446 らーめんはうす そら 赤江町27-1 0854-28-8895 JAしまね なかうみ菜彩館 中海町118-1 0854-23-7310

さぎの湯荘 古川町478-1 0854-28-6211 らーめん 松喜 安来町608-5 0854-23-1783 食品のやまさき 安来町1621-32 0854-22-2693

定九郎 南十神町22-8 0854-22-1526 raiz(ライズ) 安来町1903-1 2F 0854-27-7520 スーパーウィズ マイショップ店 大塚町401 0854-27-0225

SHERIE CAFE(シェリーカフェ) 柿谷町471-1 - 楽楽 安来町1966-6 080-9835-1531 ㈲杉本パン店 黒井田町429-20 0854-22-2415

酒房 美記 安来町1916 0854-23-0437 羅美 安来町1118-7 0854-23-0448 スマートウエルネス㈱ 安来町2165-9 0854-22-2374

旬粋 のぶえ 安来町1153-1 0854-22-2433 レストラン罵伊絵瑠 飯島町408 0854-22-1528 Dacha*sawa(ダーチャ サワ) 沢町317-1 販売ブース 080-2116-4131

松琴館 清水町527 0854-22-2002 LOACH 黒井田町327-5 0854-22-4334 大韓家 西荒島町33 0854-28-7642

ZOO & ZOO 安来町1903 青木ビル1F 0854-23-2005 炉端かば 安来本店 安来町2093-4 0854-22-2500 田頼米穀店 大塚町319 0854-27-0655

業種別、エリア、五十音順に掲載しています。

①飲食・宿泊

②食料品・菓子・酒

やすぎ家計応援商品券（第２弾）指定事業者一覧表（令和5年4月3日時点）



つるだや プラーナ店 安来町761-4 0854-22-0599 秦本店 下小竹410 0854-38-0005 島根中央ホンダ販売㈱ 安来店 今津町677-1 0854-22-0202

西村堂 清水町49 0854-22-2961 パンの家 安田1684-1 0854-37-0015 島根日産自動車㈱ 安来店 今津町625-1 0854-23-2323

長谷川豆富店 宇賀荘町1081 0854-22-2314 ㈲わたなべ牧場 日次463 0854-37-1581 タイヤ館 安来 黒井田町738-5 0854-22-2784

㈲秦善商店 黒井田町333-5 0854-22-2050 ㈲田中健二郎商店 安来町1621 0854-22-2336

秦野醤油醸造本店 安来町1516 0854-22-2576 Destiny 吉佐町1038-1 0854-22-0039

㈲はんのえ 安来町854-1 0854-22-2226 ㈱永惣 安来町888 0854-22-3721

ぱんのやまきち 安来町1909 0854-22-5881 安来 あかねや衣料品店 大塚町288 0854-27-0648 ハッピーガレージ㈱ 中津町24 0854-21-0880

平井豊商店 荒島町1165-2 0854-28-8514 ankuru 安来町2093-3 安来駅構内(月1出店) 080-2940-2605 ㈲山本輪業 安来町1182-1 0854-23-2207

深田豊隆堂 清水町138 0854-22-3348 ウェルネス安来店 飯島町399 0854-23-7750 広瀬 井上軽自動車 広瀬123-22 0854-32-2150

㈲福島茶舗 安来町1853 0854-22-2565 カジュアルショップひきの 安来町761-4 プラーナ店内 0854-23-2810 ㈲梅林商会 西比田1644-3 0854-34-0111

フジキ安来店 安来町771-5 0854-22-1600 ㈲鎌田ユニフォーム 安来町1347-13 0854-22-2971 ㈲協和自動車工場 広瀬996 0854-32-2602

フレッシュフーズ のざか 安来町503 0854-22-2662 ㈲カメラのハマダ 安来町661-5 0854-22-2077 ㈲中村商店 広瀬834 0854-32-2311

ホック プラーナ店 安来町761-4 0854-23-2811 木下薬局 安来町1653 0854-22-2137 ㈲中村商店 旭町給油所 広瀬1775-2 0854-32-2006

堀江酒店 安来町1585 0854-22-2340 くすりのトミヤ 安来町761-4 プラーナ店内 0854-23-7138 ㈲中村商店 南給油所 広瀬226-1 0854-32-2007

本舗 瑞泉堂(清水寺三重塔前店) 清水町528 0854-22-6400 九重洋品店 安来町1948 0854-22-2144 伯太 伯太石油㈲ 母里543 0854-37-1235

本舗 瑞泉堂(本店工場) 清水町155 0854-22-3349 ココカラファイン安来店 黒井田町1-5 0854-23-8030

丸合 安来店 安来町865-1 0854-23-1551 佐伯呉服店 大塚町287 0854-27-0720

三島精米所 大塚町303 0854-27-0536 ㈲島田萬年堂 安来町1182-17 0854-22-2164

安来市観光交流プラザ 特産品コーナー 安来町2093-3 0854-23-7667 ㈱ジュンテンドー安来店 安来町408ｰ1 0854-23-7866 安来 ㈲荒島電器 荒島町1811-2 0854-28-8151

やすぎどじょう生産組合 西松井町112-1 0854-28-7521 Jolie* 市内各所 - エディオン社日店 ㈲石川電機商会 安来町1348 0854-22-2484

矢田醤油店 中津町131 0854-22-2338 セリア安来プラーナ店 安来町761-4 0854-27-7927 ㈱エディオン安来店 飯島町414-3 0854-23-2411

yume sweets Atelier 黒井田町741-7 0854-26-4343 田中衣料店 安来町1105-4 0854-22-2618 ㈲家具ランド タナカ 飯島町289-3 0854-22-3848

ラ・ムー安来店 飯島町396 0854-23-7560 ディスカウントドラッグコスモス安来赤江店 赤江町1033 0854-28-9112 グランツ 切川町359-1 0854-23-2534

広瀬 天野商店 広瀬1753 0854-32-2423 ディスカウントドラッグコスモス安来店 安来町751-1 0854-23-3555 ㈲電化のヤマサキ 安来町1182 0854-22-2223

え～ひだ市場 梶福留1268 0854-34-9555 Temamaco 島田町607-11 090-7995-7059 ㈲福間電器店 安来町1630 0854-22-2459

え～ひだshopスマイル 広瀬1931 安来市立病院内 0854-26-4010 なべや薬局神田店 安来町769-1 0854-23-2223 松本デンキ店 安来町1622-2 0854-23-1515

㈲加藤商店 広瀬1149 0854-32-2404 ニューアサノ 安来町868-1 0854-23-1788 ㈲ヤマデン 安来町1106 0854-22-3866

北川商店 西谷287-1 0854-36-0811 ハウジングランドいない 安来飯島店 飯島町468-1 0854-23-1811 ㈱山根 安来町1134-10 0854-23-1210

㈲興南堂 西比田1644-1 0854-34-0027 服部呉服店 安来町1880 0854-22-2443 米田商店 安来町1922 080-2905-5294

JAしまねグリーンセンター ひろせ店 広瀬1922-1 0854-32-9333 原長呉服店 安来町1507 0854-22-2313 リビングショップキョーエイ 安来営業所 宮内町272-3 C-A 0854-22-0336

スーパーウィズ 広瀬1875-1 0854-32-2639 パリミキ 安来店 飯島町506-14 0854-23-2269 わたなべ電気商会 田頼町316-9 0854-28-8047

せじりのパン 広瀬1694 0854-32-2539 松源呉服店 安来町1700 0854-22-2019 広瀬 ㈲石井電気商会 広瀬889 0854-32-2357

祖田風月堂 広瀬1146 0854-32-2529 ㈲やすぎ薬舗 安来町1193-34 0854-22-2172 ㈲うだがわ 広瀬1492 0854-32-2235

長谷川製パン㈲ パンプキン 広瀬1875-1 0854-32-2547 和鋼博物館ミュージアムショップ 守谷宗光 安来町1058 0854-23-0503 加納商事 布部1165-6 0854-36-0035

花谷鮮魚店 広瀬124-20 0854-32-2737 広瀬 石井呉服店 広瀬914 0854-32-2458 ㈲水谷電業社 広瀬935 0854-32-2437

パン工房アルムリーノ カフェ小さい麦 東比田254-8 0854-34-0012 コメリ広瀬店 石原478-1 0854-32-9111 伯太 片山でんき店 母里56 0854-37-1474

日置食品店 奥田原721 0854-35-0121 さいとう薬局 広瀬1464-1 0854-32-2628

平野屋商店 広瀬143-1 0854-32-2255 ドラッグストア デイリー 広瀬1875-1 0854-32-4321

ファミリーマート 安来広瀬店 広瀬1795-1 0854-32-9030 古山薬局 広瀬862 0854-32-2720

弁天 布部230-3 0854-36-0107 結工房 上山佐1397-10(山佐キャンプ場内) 080-5233-0449

ホック 広瀬店 広瀬1818 0854-32-2351 伯太 後藤屋呉服店 母里68 0854-37-1350

前田食料品店 広瀬753ｰ2 0854-32-2701

湯浅商店 上山佐852-1 0854-35-0010

吉田酒造㈱ 広瀬1216 0854-32-2258 安来 青山モータース 安来町186-6 0854-22-1418

渡辺製麺所 広瀬706 0854-32-3440 ㈲荒島アポロ石油 荒島SS 荒島町203-1 0854-28-8734

伯太 ㈲大塚商店 赤屋769-5 0854-38-0020 アルプス ㈱セノオ 黒井田町476-1 0854-23-9151

新屋商店 上十年畑53-3 0854-38-0062 ㈲加藤自動車工業 安来町917-24 0854-23-2210

㈱大正屋醤油店 東母里225-2 0854-37-9061 ㈲車屋 安来町686-1 0854-23-9064

㈲西村本店 井尻108 0854-37-1472 ㈲島田自動車工業 西赤江町399 0854-28-8407

③衣類・日用品・趣味・薬

⑤家具・家電販売、修理

④自動車関係・燃料



㈲トータルクリーン 西赤江町643 0854-28-9400

安来 アモール美容室 荒島町1857-20 090-2002-1979 安来 ㈲板持塗装店 安来町1207-14 0854-22-3378 日本交通㈱ 安来町1951-1 0854-22-2541

アルソア化粧品 有美商会安来サロン 黒井田町334-1 0854-23-2318 ㈲ウチダサッシ 今津町475 0854-23-1200 白洗舎 本店 下坂田町171 0854-22-2632

Vanfamily ginahair 安来町2093-4 0854-23-0035 ㈲喜多川板金 古川町755-1 0854-23-0018 白洗舎 丸合安来店 安来町865-1 0854-27-7010

エンクスヘアー 飯島町223-3 0854-22-4175 ㈱木下工務店 安来町917-3 0854-22-1029 白洗舎 安来店 飯島町388 0854-22-5950

遠藤鍼灸整骨院 赤江町1105-1 0854-28-8686 ㈲土江電工 安来町1084-2 0854-22-3864 ㈱はしまや 赤江町100-3 0854-28-6600

カットスタジオK³ 安来町862-1 シャノン第5ビル2F 0854-23-2227 ㈲ハザマ 赤江町1036-10 0854-28-7557 はりしんクリーニング 安来町1679 0854-22-2347

Cut House VIP 安来町862-6 0854-23-1101 ㈲服部工務店 安来町741-1 0854-22-4649 はりしんクリーニング プラーナ店 安来町761-4 0854-23-2806

からだ整え サロンゆき 安来町1194-6 090-7894-0133 ㈲原畳店 安来町1641 0854-23-1233 Billiards&Cafe ARITTO 吉佐町1054-1 0854-21-9759

こころとからだ ノア 安来町442 080-4554-2861 平井建設㈱ 安来町763-3 0854-22-2218 広島ガスエナジー㈱ 安来営業所 黒井田町731 0854-22-3632

ス・カット KOYAMA 安来町780-3 0854-22-5671 ホームデコ安来店 安来町756-5 0854-23-7477 ㈲フォト文具いちかわ プラーナ店 安来町761-4 0854-21-0201

スタジオ・ウォーク 飯島町159-5 090-5708-1676 ㈱マエダプラスターズ 今津町89-5 0854-33-0028 安来ドライビングスクール 荒島町1774-3 0854-28-8301

ストレスケアのREBORN 安来町765-6 マルシェビル3F 0854-33-9029 丸永建設㈱ 黒井田町1895-3 0854-22-2478

整体・癒し野 荒島町609 090-7778-8682 山本當善建具店 黒井田町286-8 0854-22-3422 広瀬 天野紺屋 広瀬968 0854-32-3384

颯楽堂 安来町1546-3 0854-27-7676 リフォーム倶楽部 赤江町164 0854-28-9333 安来市 加納美術館 布部345-27 0854-36-0880

でィお～る美容室 安来町1976 0854-22-3619 ㈱渡部工務店 飯島町412-1 0854-23-2131 山陰中央新報 布部販売所 布部1209 0854-36-0835

toni-toro. 安来町1111-5 0854-22-3930 広瀬 祖田木工所 広瀬799ｰ2 0854-32-2113 白洗舎 広瀬店 石原110 0854-32-4001

ネイル フローレ 切川町1007 080-6693-2482 村本建築 広瀬1768-1 090-8361-5393 広瀬タクシー㈲ 広瀬986 0854-32-2936

beauty salon ami 安来町2093-4 グレース華207号室 080-5732-4137 伯太 ㈱伯水工務店 安田中150-7 0854-37-0620 ㈲フォト文具いちかわ 広瀬本店 広瀬1875-1 0854-32-2416

美容室エール 黒井田町593-3 0854-22-6727 襖･障子・網戸の張替 山田屋 安田山形519 0854-26-0039 伯太 ㈱大谷屋たたみ店 母里79 0854-37-1379

美容室JUN 安来町1199-7 0854-22-3041 横川表具店 井尻92 0854-37-1152 ㈲後藤屋 安田山形15 0854-37-1126

美容室ビギ 赤江町1084-1 0854-28-8801

美容室 ファジュ 西赤江町285-3 0854-28-8345

美容室 りとる 東赤江町650-6 0854-23-1554

美容室ロータリー ぷらす1 飯島町430-1 0854-23-1150 安来 足立美術館 受付(チケット売り場) 古川町320 0854-28-7111

ヘアーサロン ナガオ 大塚町489-1 0854-27-0455 足立美術館 駐車場内 お土産処 まるびし 古川町455-1 0854-28-8983

hair design Rest 赤江町1016 0854-26-4341 いちごの大森ファーム 下坂田町331-1 070-2637-6505

ヘアーフェイス スニップ 荒島町2309-3 0854-28-6928 いちごの森あおやま 穂日島町182 080-5180-6287

ヘアカラーカフェ＋ プラーナ安来店 安来町761-4 プラーナ安来店内 0854-22-2855 やすぎ魚々市 中海町118-1 0854-21-1334

hair salon Kanon 切川町457 080-1941-3387 渡辺観光農園 穂日島町199 0854-22-6627

ヘア ラボ アンシャンテ 安来町1277-1 0854-30-2071 伯太 ㈱伯太観光 上小竹193 0854-38-0631

hono hono 安来町1975-9 090-7593-1293

MAREN hair room 汐手が丘13-18 2F 0854-23-0181

Rand..b 黒井田町348-5-1 0854-26-4623

李庵 西赤江町674-12 0854-28-8620

りつ美容室 黒井田町165-1 0854-22-4170 安来 荒銀仏具店 安来店 安来町1232 0854-22-1728

理容かおる 荒島町3331-7 0854-28-7096 泉生花店 安来町761-4 0854-22-1734

Luana eyedesign 安来町765-6 マルシェビル2F 090-5374-0012 今井書店 プラーナ店 安来町761-4 0854-23-2808

広瀬 美容室Éna(エナ) 広瀬1818 0854-32-4545 遠藤会計不動産事務所 安来町853-6 0854-22-3767

ひらい美容院 広瀬17 0854-32-2133 ㈲錦農館本店 安来町1372-1 0854-23-1300

ヘアーサロン宝田 西比田1658-12 0854-34-0207 黒鳥屋商店 安来町1373-1 0854-22-2102

メナードフェイシャルサロン安来広瀬 町帳820-3 0854-32-2021 ㈲げんき堂 安来町1083 0854-22-3652

ルル美容室 広瀬865 0854-32-2345 子どもの本 つ～ぼ 安来町1706 0854-22-0078

伯太 井原理美容院 赤屋124-3 0854-38-0162 JAしまね資材店舗 サンサン 下坂田町1075-1 0854-28-7801

美容室 ジュン 井尻477-3 0854-37-1459 ㈲島根東部水質管理センター 西赤江町643 0854-28-9411

マスコット 東母里561-1 0854-37-0067 スポーツショップまつもと 安来町1833 0854-23-1211

理容いとう 東母里576-1 0854-37-1456 大洋舎クリーニング店 安来町1509 0854-22-2388

ダスキン安来 安来町1625 0854-22-2955

ちどりタクシー 安来町1249-3 0854-22-3032

⑥理美容・健康 ⑦建築・住宅設備

⑧観光・土産

⑨暮らし・教育・その他


