
協賛店ガイド

宿泊（ホテル、旅館等）

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

松江エクセルホテル東急 松江市朝日町 ０８５２－２７－０１０９ 宿泊料金　室料より１０％割引、ランチバイキング１００円割引

松江アーバンホテル 松江市朝日町 ０８５２－２２－０００２ 宿泊料金から１０％割引

松江ニューアーバンホテル 松江市西茶町 ０８５２－２３－０００３ 宿泊料金から１０％割引、展望温泉大浴場の入浴料１０００円を５００円引の５００円

東横イン松江駅前 松江市朝日町 ０８５２－６０－１０４５ 通常宿泊料金より５００円割引（他特典との併用不可）

すいてんかく 松江市千鳥町 ０８５２－２１－４９１０ 一泊二食宿泊の方　お一人様銚子１本又はソフトドリンク１本サービス

松平閣 松江市千鳥町 ０８５２－２３－８０００ 宿泊料金　基本宿泊料１０％割引

グリーンリッチホテル松江駅前 松江朝日町 ０８５２－２７－３０００ 宿泊料金、室料（通常料金）より１０％割引

（株）ホテル一畑 松江市千鳥町 ０８５２－２２－０１８８ 宿泊料金１０％割引、各レストラン１０％割引

ホテル玉泉 松江市玉湯町玉造 ０８５２－６２－００２１ ご宿泊のお客様へちょっぴりプレゼント、もしくはコーヒーチケット進呈（１滞在につき１回）

出雲神々縁結びの宿　紺家 松江市玉湯町玉造 ０８５２－６２－０３１１ 一泊二食の方　お一人様銚子1本または、ソフトドリンク1本サービス

湯陣千代の湯 松江市玉湯町玉造 ０８５２－６２－０１２４ 宿泊代金１０％割引

旅亭山の井 松江市玉湯町玉造 ０８５２－６２－０６２１ 宿泊料１０％引（税別料金の１０％引）現金払に限る。（正月、盆、ゴールデンウィーク除く）

松の湯 松江市玉湯町玉造 ０８５２－６２－０６１１ 記念品進呈（他割引との併用不可）

民宿　井上 松江市美保関町北浦 ０８５２－７５－０６１９ 一泊二食宿泊の方　お一人様銚子１本又は、ソフトドリンク１本サービス

民宿　横浜 松江市美保関町北浦 ０８５２－７５－０４０４ 一泊二食宿泊の方　お一人様銚子１本又は、ソフトドリンク１本サービス

民宿　中村屋 松江市美保関町北浦 ０８５２－７５－０５４３ 一泊二食宿泊の方　お一人様銚子１本又は、ソフトドリンク１本サービス

民宿　橋根 松江市美保関町北浦 ０８５２－７５－０７１４ 一泊二食宿泊の方　お一人様銚子１本又は、ソフトドリンク１本サービス

民宿　浜美屋 松江市美保関町北浦 ０８５２－７５－０５２７ 一泊二食宿泊の方　お一人様銚子１本又は、ソフトドリンク１本サービス

民宿　すずき 松江市美保関町北浦 ０８５２－７５－０９２５ 一泊二食宿泊の方　お一人様銚子１本又は、ソフトドリンク１本サービス

民宿　恵比須屋 松江市美保関町北浦 ０８５２－７５－０５５７ 一泊二食宿泊の方　お一人様銚子１本又は、ソフトドリンク１本サービス

民宿　大西分家 松江市美保関町北浦 ０８５２－７５－０７３０ 一泊二食宿泊の方　お一人様銚子１本又は、ソフトドリンク１本サービス

出雲ステーションホテル 出雲市今市町 ０８５３－２４－２７６６ 宿泊料金１０％引き

ホテル武志山荘 出雲市今市町 ０８５３－２１－１１１１ 基本宿泊料の５％割引（インターネット経由の予約を除く）

ホテルサンヌーべ 出雲市西新町 ０８５３－２０－２７７７ 宿泊代金５％割引（特別料金設定は除く）

ビジネスホテルながた 出雲市今市町 ０８５３－２３－１７００ ホテル通常料金より５％割引致します。

出雲ロイヤルホテル 出雲渡橋町 ０８５３－２３－７２１１ 宿泊料１０％割引（家族、同伴可）

ニューウェルシティ出雲 出雲市塩冶有原町 ０８５３－２３－７３８８ 1泊（朝食サービス）　５，６００円



ホテルリッチガーデン 出雲市天神町 ０８５３－２５－３３５６ 通常宿泊料金より５％割引

四季の宿　さひめ野 大田市三瓶町志学 ０８５４－８３－３００１ 入浴料１００円引、1泊２食での宿泊料５００円引。

国民宿舎　さんべ荘 大田市三瓶町志学 ０８５４－８３－２０１１ 1泊２食宿泊の方、ドリンク１本サービス

湯迫温泉旅館 大田市仁摩町天河内 ０８５４－８８－２５５８ 宿泊料金を５００円引、日帰り入浴５０円引き

のがわや旅館 大田市温泉津町温泉津 ０８５５－６５－２８１１ 宿泊客に限り、朝食後コーヒー１杯サービス

いわみ温泉霧の湯 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－３５０５ 宿泊料を通常価格の１０％割引

いこいの村しまね 邑智郡邑南町高水 ０８５５－９５－１２０５ 夕食＋朝食付で宿泊の方　宿泊室料の１０％割引

国民宿舎　千畳苑 浜田市下府町 ０８５５－２８－１２５５ １泊２食付でご利用に限り、食事時ソフトドリンク１杯サービス。

金城観光ホテル 浜田市金城町美又温泉 ０８５５－４２－１０００ 一泊二食付宿泊の方　宿泊料より１，０００円割引（同伴者全員対象）。但し、ゴールデンウィーク、お盆、正月を除く。

かめや旅館 浜田市金城町美又温泉 ０８５５－４２－０４０５ 一泊二食付宿泊の方　宿泊料より１，０００円割引（同伴者全員対象）。但し、ゴールデンウィーク、お盆、正月を除く。

瑞穂イン石見益田 益田市あけぼの東町 ０８５６－２３－５５１１ 宿泊料金　１０％割引（電話予約のみ対象）

（有）多田温泉 益田市多田町 ０８５６－２２－１６２６ 宿泊料５％引き

（株）津和野温泉観光ホテルわたや 鹿足郡津和野町後田 ０８５６－７２－０３３３ １泊２食付　お１人様日本酒１本又は　ソフトドリンク１本（平日、休日、祝日のみ）

津和野のお宿　よしのや 鹿足郡津和野町後田 ０８５６－７２－４０３９ １泊２食付のお客様に、夕食の際に飲み物１杯サービス

あいらんどパーク 隠岐郡隠岐の島町津戸 ０８５１２－６－２７１５ 宿泊料５％引　（但し7/20～8/20を除く）

民宿の花や荘 隠岐郡海士町福井 ０８５１４－２－０２３３ 宿泊料金３００円引、送迎サービス

マリンポートホテル海士 隠岐郡海士町福井 ０８５１４－２－１０００ 海中展望船あまんぼう１割引、宿泊代５％引



協賛店ガイド

温泉施設

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

松江ニューアーバンホテル 松江市西茶町 ０８５２－２３－０００３ 展望温泉大浴場の入浴料１０００円を５００円引の５００円

玉造温泉ゆ－ゆ 松江市玉湯町玉造 ０８５２－６２－１０００ ゴールド運転免許証及び交通安全協会会員証を提示した方に、１０回のポイントで１回の入浴サービス

湯田山荘 安来市広瀬町東比田 ０８５４－３４－０２４０ 入浴料２割引

富田山荘 安来市広瀬町富田 ０８５４－３２－２２７１ 入浴料２割引

憩いの家 安来市広瀬町富田 ０８５４－３２－２８００ 入浴料2割引

夢ランドしらさぎ 安来市古川町 ０８５４－２８－６３００ 入浴料1割引 

ふれあいプラザ 安来市古川町 ０８５４－２８－６４７７ 入浴料２割引

みとや深谷温泉「ふかたに荘」 雲南市三刀屋町根波別所 ０８５４－４５－５４５４ 入浴料　大人３００円→２００円

おろち湯ったり館 雲南市木次町木次 ０８５４－４２－９１８１ 入浴料１００円引　一般料金のみ１名様

ホテルリッチガーデン 出雲市天神町 ０８５３－２５－３３５６ 男性サウナ、女性岩盤浴１００円割引

ニューウェルシティ出雲 出雲市塩冶有原町 ０８５３－２３－７３８８ 日帰り温泉１回１００円引き

国民宿舎　さんべ荘 大田市三瓶町志学 ０８５４－８３－２０１１ 日帰り入浴での利用の方、入浴料１００円割引

四季の宿　さひめ野 大田市三瓶町志学 ０８５４－８３－３００１ 入浴料１００円引

いわみ温泉霧の湯 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－３５０５ 会員証を提示されましたらポイント２倍（２個）押印

かめや旅館 浜田市金城町美又温泉 ０８５５－４２－０４０５ 日帰り入浴　大人１００円引、子供５０円引

温泉岩盤浴　ねころびの磊 益田市安富町 ０８５６－２５－２６７１ 岩盤浴　代金を５％割引

(株）津和野「つわの温泉」なごみの里 鹿足郡津和野町鷲原 ０８５６－７２－４１２２ 入浴料６００円を４９０円に割引



協賛店ガイド

観光

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

宍道湖遊覧船「はくちょう」 松江市東朝日町 ０８５２－２４－３２１８ 乗車料の１０％割引（団体料金）５名様まで

松江フォーゲルパーク 松江市大垣町 ０８５２－８８－９８００ 入園料5名様まで１０％割引

松江城 松江市殿町 ０８５２－２１－４０３０ 会員とその家族（５名まで）登閣料２割引

武家屋敷管理事務所 松江市北堀町 ０８５２－２２－２２４３ 会員とその家族（５名まで）入館料２割引

小泉八雲記念館 松江市奥谷町 ０８５２－２１－２１４７ 会員とその家族（５名まで）入館料２割引

堀川遊覧船管理事務所 松江市黒田町 ０８５２－２７－０４１７ 乗車券料金の個人料金を団体料金に割引（会員とその家族5名まで）



協賛店ガイド

レジャー施設等

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

松江シティFC株式会社 松江市白潟本町 ０８５２－６７－２７１２ 日本フットボールリーグ（JFL)ホームゲーム　入場当日券(大人・子供）１００円割引

（他の割引券との併用不可）

法吉ゴルフクラブ 松江市法吉町 ０８５２－３１－８８８８ ワンコイン５０球につき５０円割引（一般４５０円を４００円、会員３５０円を３００円）

メテオプラザ 松江市美保関町七類 ０８５２－７２－３９３９ 入館料、使用料の１０％割引（本人のみ）。

年間券、回数券、周遊券は除く、２重割引なし

安来ゴルフクラブ 安来市黒井田町 ０８５４－２２－５１５１ 土曜・日曜の打放題ボール使用料、男性１６００円を１５００円、女性１５００円を１４００円に割引

(株）出雲会館センターボール 出雲市渡橋町 ０８５３－２２－５０５０ １ゲームにつき料金５０円引き(本人に限る。年末年始、盆を除く。他の割引との併用不可）

㈱出雲空港カントリー倶楽部 簸川郡斐川町 ０８５３－７２－９１４５ プレー当日の練習ボール　ワンコインサービス

ゴールデンユートピアおおち 邑智郡美郷町粕渕 ０８５５－７５－１６７０ 総合利用料金（プール・健康温泉・トレーニングルーム1日利用）

大人１０００円を８００円に、小人（小学生～高校生）５００円を４００円に

カヌーの里おおち 邑智郡美郷町亀村 ０８５５－７５－１８６０ 日帰りの入場料（大人２００円、小人１００円）を無料とします。

ＪＡＣ（ジャック） 浜田市浅井町 ０８５５－２２－１１８６ 免許更新時にボウリングお一人様１ゲーム＋貸し靴無料券

または、カラオケお一人様１時間無料の交換券を発行

益田ボウリング 益田市あけぼの東町 ０８５６－２３－５５２３ １ゲームにつき料金５０円割引

スカイヒル 益田市安富町 ０８５６－２５－２６７１ ゴルフ練習　代金を５％割引

マリンポートホテル海士 隠岐郡海士町福井 ０８５１４－２－１０００ 海中展望船あまんぼう１割引



協賛店ガイド

飲食・グルメ

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

松江エクセルホテル東急 松江市朝日町 ０８５２－２７－０１０９ ランチバイキング１００円割引

（株）ホテル一畑 松江市千鳥町 ０８５２－２２－０１８８ 各レストラン１０％割引

コーヒー＆レストラン　アラスカ 松江市岡本町 ０８５２－８８－３２３９ 会員本人が１，０００円以上飲食の時、１００円引

（有）南風荘 八束郡東出雲町揖屋町 ０８５２－５２－２０７２ 料理代金５％割引

小林料理店 松江市中原町 ０８５２－２１－３４８１ 宴会を除く現金販売の場合の料理５％引き（消費税抜きに対し）

寺津屋 松江市天神町 ０８５２－２１－３４８０ 飲食代金１００円割引

焼肉の炭焼通り 松江市東津田町 ０１２０－２２９－８２９ 炭焼通りのポイントカードをお持ちのお客様通常のポイントにプラス３００円分のポイントを加算します。

喫茶ベーシック 松江市学園南 ０８５２－２４－８７９４ 飲物５０円引き

（有）いづも屋 松江市魚町 ０８５２－２１－４９８９ 会員本人が１０００円以上の飲食の場合１００円引き

一色庵 松江市殿町 ０８５２－３１－７１８０ そば類　１割引

焼肉若富 松江市西津田 ０８５２－２５－６７１７ 各種飲物（ジュース・コーラ・その他）１００円割引き

和寿司 松江市古志原 ０８５２－２１－７４１７ すしお召上がりお一人様２０００円以上のみ１００円値引き

まるた屋 松江市東本町 ０８５２－２６－５０７９ 飲食代金５％割引

田んぼや 松江市西生馬町 ０８５２－３６－６３０５ お昼の日替り定食後のコーヒー代金を５０円引き

ふじな亭　味皆美 松江市玉湯町布志名 ０８５２－６２－０２２７ 平日の夜、会員本人のみ食事料（料理）５％割引（他の特典制度との併用不可）

どさん子 安来市飯島町 ０８５４－２２－３８６１ 餃子通常価格１皿３００円を２００円に割引（他割引との併用不可）

玉峰山荘「レストラン欅」 仁多郡奥出雲町亀嵩 ０８５４－５７－０８００ 飲食代金５％割引

憩いの郷　衣掛 飯石郡飯南町上赤名 ０８５４－７６－２１５８ 食後のコーヒーを１杯無料サービス

居酒屋　昔ばなし 雲南市掛合町掛合 ０８５４－６２－１５１８ 飲食代金５％割引

(有)若松家 雲南市木次町里方 ０８５４－４２－１６３１ お一人様１回３，０００円以上飲食された方に５％の割引

(有)上代 雲南市三刀屋町三刀屋 ０８５４－４５－２０３１ レストラン利用者へのメンバーズカードのポイント2倍

そば処神門 出雲市常松町 ０８５３－２４－６２００ そば単品一律５０円割引

カフェ　アトリオ 出雲市駅北町（アトネスいずも内） ０８５３－２５－２０２２ 全メニュー５％割引

広島鉄板焼　HERA　 出雲市平野町 ０８５３－２４－２４２３ 全ドリンク５０円引き（何杯でも可）

まほろば出雲 出雲市大塚町 ０８５３－２５－８２２２ ワンドリンクサービス　本人と同伴者３名。クレジットカードの利用不可。他の特典との併用不可。

旬彩 IZAKAYA 印 出雲市渡橋町 ０８５３－２７－９１７７ ワンドリンクサービス　本人と同伴者３名。クレジットカードの利用不可。他の特典との併用不可。

山陰居酒屋　魚っぴー 出雲市今市町 ０８５３－２３－７１６５ ワンドリンクサービス　本人と同伴者３名。クレジットカードの利用不可。他の特典との併用不可。

むさ志食堂 大田市久手町刺鹿 ０８５４－８２－８６７８ コーヒー１杯サービス



鍋物処　石さん 大田市大田町大田北の宮通り ０８５４－８２－０３０４ ソフトドリンク１杯サービス

食酒かたやま 大田市大田町大田 ０８５４－８２－３４３６ 会員様本人が、３，０００円以上飲会時５００円引

日本料理　空海 邑智郡邑南町中野 ０８５５－９５－２２００ 飲食代金１００円割引

御食事処　くいしん坊 浜田市錦町 ０８５５－２３－６０７３ 飲食代金支払い時５％引

UCCカフェメルカード 浜田市田町 ０８５５－２３－３７７７ 物品購入時珈琲豆２割引

すっぽん処 浜田市旭町木田 ０８５５－４５－０３９２ 食事をされたお客様にコーヒー1杯サービス

（有）寿しかつ 浜田市片庭町 ０８５５－２２－１８５５ 会員証を提示した御1名様に付き、2,000円以上御食事されたお客様には茶わん蒸しを無料サービス

どさん子浜田店 浜田市治和町 ０８５５－２７－２６２８ 注文時にギョーザ３つサービス

鉄板ダイニング　Taishi 益田市駅前町 ０８５６－２５－７４９３ お好み焼きを注文された方　　トッピング１つサービス

農家レストラン　ちしゃの木 鹿足郡津和野町後田 ０８５６－７２－１４５５ ポイントカード４００円毎に捺印、ポイントが１０ヶになりましたら次回４００円の値引き

Ｐｉｚｚａ＆Ｐａｓｔａ　ＰＯＭＯＤＯＲＯ 隠岐郡隠岐の島町西町 ０８５１２－２－３０１５ ソフトドリンク１杯５０円引き

La　Cigale　Café 隠岐郡隠岐の島町北方 ０８５１２－３－１０２０ 全ドリンク５０円引き

焼肉　勇花理 隠岐郡隠岐の島町城北町 ０８５１２－２－３５４３ ウーロン茶又はオレンジジュースを1杯サービス（月曜日から木曜日まで）

民芸茶屋いろり 隠岐郡隠岐の島町港町 ０８５１２－２－５７９９ ソフトドリンク１杯をサービス

中華の店さわの 隠岐郡西ノ島町浦郷 ０８５１４－６－０１８１ どんとカード会ポイント２倍

花やのポンタ 隠岐郡海士町福井 ０８５１４－２－０１５０ コーヒー代５０円引



協賛店ガイド

金融機関

協　賛　店　名

島根銀行　全店舗

特　典　内　容

マイカーローン（しまぎんオートローン）の金利優遇。詳しくは各店舗の窓口または島根銀行ホームページ
（http://www.shimagin.co.jp/)にてご確認ください。



協賛店ガイド

土産店

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

なべや商店 松江市美保関町美保関 ０８５２－７３－０５２５ 土産品を購入された方に料金の５％割引

美保関灯台ビュッフェ 松江市美保関町美保関 ０８５２－７３－０２１１ 売店にて購入された土産品に対し５％割引

美保関　中浦みやげ店 松江市美保関町美保関 ０８５２－７３－０５３０ おみやげ品　全商品５％割引

観光センターいしくら 松江市美保関町美保関 ０８５２－７３－０３１１ おみやげ品（海産物）５％割引

特産品センター　プレジャー鹿島 松江市鹿島町佐陀本郷 ０８５２－８２－３０４０ 特産品１０００円以上お買上げの方１０％割引サービス（但し多久の湯店は除く）

レスト＆ショップ　掛合の里 雲南市掛合町掛合 ０８５４－６２－１５１０ ポイントサービス

道の駅　赤来高原 飯石郡飯南町下赤名 ０８５４－７６－２００７ 自家製パン全種５％引

「道の駅」シルクウェイにちはら 鹿足郡津和野町池村 ０８５６－７４－２０４５ ザ・フォレスト ３％割引、 ソフトクリーム５０円引き

隠岐空港売店 隠岐郡隠岐の島町岬町 ０８５１２－２－１２２１ 全商品５％割引（酒類・たばこ除く）

隠岐汽船商事（株)西郷売店 隠岐郡隠岐の島町中町 ０８５１２－２－３４２９ 全商品５％割引（酒類・たばこ除く）



協賛店ガイド

スーパーマーケット

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

(有)みしまや　ヴェルデ中央店 松江市殿町 ０８５２－２４－６１００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　ヴェルデ中原店 松江市中原町 ０８５２－２４－６３００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　北堀店 松江市北堀町 ０８５２－２４－６４００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　春日店 松江市春日町 ０８５２－２４－６５００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　さいか店 松江市雑賀町 ０８５２－２４－６６００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　田和山店 松江市田和山町 ０８５２－２４－６７００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　津田店 松江市西津田 ０８５２－２４－５１００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　三刀屋店 雲南市三刀屋町三刀屋 ０８５４－４５－５４００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　上の木店 松江市上乃木 ０８５２－２０－６２００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　鹿島店 松江市鹿島町佐陀本郷 ０８５２－８２－３１００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　ヴェルデ八束店 松江市八束町波入 ０８５２－７６－３７００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　学園店 松江市学園 ０８５２－２４－５２００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　楽山店 松江市西川津町 ０８５２－２０－６３００ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス

(有)みしまや　大田長久店 大田市長久町 ０８５４－８３－１０３０ 毎月１日セービングクーポン２倍サービス



協賛店ガイド

食品

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

寺町市場　　青果錦弘堂 松江市寺町 ０８５２－２１－３４６２ 毎月２５日、全商品５％引き（但し、松江市指定ゴミ袋を除く）

澤酒店 松江市南田町 ０８５２－２１－０５１３ 清酒（上選1.8ℓ）１本につき５０円割引、清酒（佳選1.8ℓ）１本につき３０円割引

ビール（６３３ml）１本につき２０円割引

（有）お茶の三幸園 松江市学園南 ０８５２－２５－０８８５ お茶小売の１０％引き

(有）加藤精肉店 松江市殿町 ０８５２－２１－４６３３ お買上時に１０％割引有り

リカー＆コンビニランドしんたに 松江市浜乃木 ０８５２－２１－４６８８ 洋酒・ワイン商品５％割引

(有)宮本食肉店 松江市朝日町(松江こだわり市場） ０８５２－２８－０６２６ 全商品レジにて５％割引

山根酒店 松江市島根町野波 ０８５２－８５－２３１９ 酒類５００円以上お買上げの方　　粗品サービス

乃木屋商店 松江市中原町 ０８５２－２１－２３３７ 商品代金（現金）３，０００円以上の方５％割引します。

岡田商店 八束郡東出雲町揖屋町 ０８５２－５２－２１０５ 米　店頭・現金お買上げの方　５％引き

菅井酒店 松江市矢田町 ０８５２－２１－１３２０ ワイン１本につき５％割引

菅井酒店 松江市矢田町たいせい矢田店内 ０８５２－２１－１３２０ ワイン１本につき５％割引

奥川商店 雲南市吉田町吉田 ０８５４－７４－０２８１ お買上げ１，０００円以上５％引

吉原商店 簸川郡斐川町学頭 ０８５３－７２－０８４２ お買上げ商品に付きハイスタンプ４倍（但し、タバコ・ゴミ袋を除く）

アベル総合食品 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－０１９３ 春・秋の交通安全運動期間中、あいカードポイント２倍

アベル鮮魚・惣菜部 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－１１３３ 春・秋の交通安全運動期間中、あいカードポイント２倍

セルフおおや 浜田市元浜町 ０８５５－２２－０４８３ 食料品当店販売価格よりさらに値引き

河内商店 隠岐郡西ノ島町浦郷 ０８５１４－６－０５２８ 店頭にてお買上げの方にどんとカード会ポイント２倍進呈



協賛店ガイド

和・洋菓子店

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

㈱福田屋（本店のみ） 松江市中原町 ０８５２－２７－４８８８ 商品５％割引

（有）三英堂 松江市寺町 ０８５２－３１－０１２２ 商品定価の５％引き（寺町・本店のみ）（特注品、特別の場合を除く）

（有）高見一力堂　本店 松江市末次本町 ０８５２－２８－５３００ 当社商品お買上げの方に商品代金５％割引

（有）高見一力堂　楽山支店 松江市西川津町 ０８５２－２１－３８４１ 当社商品お買上げの方に商品代金５％割引

一春庵 松江市中原町 ０８５２－２４－８３７１ 一春の手づくりお菓子を５％引

豊月堂 松江市横浜町 ０８５２－２１－３７９５ 全商品５％引き（本店のみ）

優美堂 松江市雑賀町 ０８５２－２１－３３５１ ２，０００円以上お買上げの方に和菓子１ヶサービス

四ツ葉園パン工場「のぞみ」 松江市古志町 ０８５２－３６－５３５３ パン・クッキー５％引

四ツ葉園パン工場「麦工房」 松江市古志町 ０８５２－３６－５３５３ パン・クッキー５％引

パン工房ナポレオン 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－１５６１ 生クリームケーキ　あいカードポイント２倍

（有）鶏卵堂 益田市あけぼの本町 ０８５６－２２－０７９４ お菓子代金５％割引（その他のサービスは併用しない）

松月堂マリード 益田市本町 ０８５６－２２－０３５０ 全商品５％割引

藤村山陰堂 鹿足郡津和野町後田 ０８５６－７２－００５９ 全商品お買い上げ金額５，０００円以上にて１０％割引



協賛店ガイド

衣服等（衣料、洋服、靴、かばん）

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

Ｈｉ－ｓｔｏｃｋ 松江市乃白町 ０８５２－２５－２５０９ 洋服・雑貨・靴・鞄・アクセサリーのいずれか５，０００以上お買上げで５％割引（特価品除く）

（有）ちあん 松江市学園南二丁目 ０８５２－３１－５７７２ 高級婦人服を誕生日ご来店の方に、５％割引。但し、店休の場合は、その前後の日

（有）フタバヤ 松江市東茶町 ０８５２－２１－４８６８ 婦人服、子供服５％値引

（有）三成洋品店 松江市末次本町 ０８５２－２１－４０２０ 婦人服、洋品、雑貨、靴、バッグ等５％割引（セール品、カード除く）

きもの　さかや 松江市天神町 ０８５２－２４－７５７５ きものと帯、白札商品現金売上１２％引き（但し、和袋小物・裏地・加工品は除外）

テイラータケナカ 松江市母衣町 ０８５２－２６－２２６４ オーダー紳士服 １０％割引、オーダーシャツ ５％割引、ネクタイ １０００円割引

えんや呉服店 松江市竪町 ０８５２－２１－４８８１ 呉服全商品　１０％引き、洋品全商品　５％引き、オーダー婦人服　１０％引き（全て特価品を除く）

ウサギヤ洋装店 松江市竪町 ０８５２－２１－４８２７ 婦人服地　１０％割引

(有)東洋ユニフォームセンター 松江市片原町 ０８５２－２５－４１１１ ユニフォーム製品５％割引（特別商品は除く）

紳士服　山紳 松江市東津田町 ０８５２－２３－８７１８ 紳士服イージーオーダー（各着裁断）上下仕立上り１０％割引。他に特典有り

ファッション・ショップわかばや 松江市天神町 ０８５２－２５－３５６３ 婦人服、靴、バッグ、展示品　５％引き

和の蔵たけべ 松江市寺町 ０８５２－２１－２８２２ きもの、帯白札商品１５％引（但し、小物・裏地・加工品除く）

まるまつ 雲南市三刀屋町三刀屋 ０８５４－４５－２２０７ ポイントサービス

ファッション＆ギフト　のだきゅう瑞穂店 邑智郡邑南町山田 ０８５５－８３－１３１５ ファッション衣料品・寝具・ギフト・シューズ・スポーツ品を５％引。のだきゅうポイント付。

但し商品券お買上げは除きます。

アベルのだきゅう 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－０２９９ 店内の商品　全品５％引（一部の品を除く）

ブティック　マイン 益田市中島町 ０８５６－２２－８０６１ 店内商品　全般５％割引

髙島屋呉服店 益田市昭和町 ０８５６－２３－０００８ 店内商品お買上げ時３％割引。（一部の商品を除く）ただし、他の特典との併用なし。

伊藤商店 隠岐郡西ノ島町浦郷 ０８５１４－６－０４５３ 履物類（シューズ、ツッカケ等）消費税５％サービス、スポーツ用品３％サービス



協賛店ガイド

アクセサリー（時計、宝石、貴金属、メガネなど）

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

ミヤ時計店 松江市中原町 ０８５２－２１－９６２４ 各時計２０％割引、メガネ３０％割引、腕時計電池交換１，０００円を８００円に

（有）ナカタ 松江市南田町 ０８５２－２２－２８４６ 時計１０％割引（ロレックスは除く）、宝石・メガネ特別価格よりさらに５％割引

イワセ時計店 松江市朝日町 ０８５２－２１－５０８８ 時計・宝飾２０％割引（電波時計１５％割引）、古い時計修理

メガネのイワセ 松江市寺町 ０８５２－２３－３９３１ メガネ２０％割引、メガネフレーム修理特価

アベニュークラブＮＡＧＡＹＡ 松江市浜乃木 ０８５２－２５－００２０ 電池交換1,200円を500円に、腕時計１５％割引（除外品有り）、めがね特別価格より１０％割引

（有）メガネのモチダ本店 松江市乃白町 ０８５２－２４－３３９０ メガネ一式、メガネレンズ当店特別価格より５％割引

アズアイム　バイ　モチダ 松江市東朝日町　イオン松江２階 ０８５２－２８－２１７０ メガネ一式、メガネレンズ当店特別価格より５％割引

メガネのサンアイ 松江市八雲町熊野 ０１２０－６０－３８２０ 一部ブランド品を除くメガネフレーム、レンズを通常価格より５％引き

(有)井上時計店 松江市竪町 ０８５２－２１－４５８４ 時計　１０％～１５％割引、眼鏡　１５％割引、宝飾　１５％割引

雲見堂 雲南市三刀屋町下熊谷 ０８５４－４５－２６０４ メガネ修理無料サービス（ロー付パット・ネジ等）

時計　宝石　メガネ　そた 雲南市木次町里方 ０８５４－４２－１６２６ 時計１５％、メガネ１５％、宝飾２０％、バッグ２０％各割引

イッツ　レーベル 出雲市駅南町 ０８５３－２４－７５３５ 宝飾品、メガネ、時計、雑貨当店特別価格より５％割引

サロンドアイ 出雲市大津町 ０８５３－２４－２２３３ メガネ・宝石・時計・補聴器、特別価格より５％割引

めがね髙島屋 益田市昭和町 ０８５６－２３－００４１ メガネ一式。レンズを当店特別価格より５％割引（ただし、セット商品を除く）

(有)澄川時計店 鹿足郡津和野町森 ０８５６－７２－０３２１ 各時計１５％割引、メガネ２５％割引

フジノ時計店 隠岐郡隠岐の島町城北町 ０８５１２－２－２０００ 時計・メガネ割引特典有り

めがねのウエスギ 隠岐郡隠岐の島町平 ０８５１２－２－４５３８ メガネ一式当店特別価格より5％割引(特価チラシ商品は除く）



協賛店ガイド

文具・事務用品

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

はうあゆう（松文オフテック） 松江市苧町 ０８５２－２３－２９２９ 現金お買上げのお客様にポイント２倍サービス

和田翠雲堂 松江市苧町 ０８５２－２１－３８６４ 書道用品　各２割引・日本画用絵具　１割引

（株）ケイツウ 雲南市木次町里方 ０８５４－４２－５５５８ 店頭での文具お買上げ金額の１０％引き

（株）えすみ小売部 雲南市木次町下熊谷 ０８５４－４２－０７１１ スタンプ対象商品　スタンプ３ヶにつき１ヶおまけ

（有）斎藤文具店 大田市大田町大田 ０８５４－８２－０１０７ にこにこたまるカード２倍

BOOKｓイシダ 邑智郡邑南町矢上（あいタウンアベル） ０８５５－９５－０１６６ 交通安全運動期間中、文具のみ２割引

合資会社　横山文具店 浜田市殿町 ０８５５－２２－３２８５ お買上げ金額の１０％引

カルチャースポット　はっとり 隠岐郡隠岐の島町城北町 ０８５１２－２－００９２ 店頭にて文具・事務用品・スポーツ用品を現金で５千円以上お買上げにつき、サービスチケット１．５倍進呈



協賛店ガイド

スポーツ用品

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

島根県体育用品㈱ 松江市北堀町 ０８５２－２１－３４３４ 商品１５％割引（取寄商品１０％割引）

（学校指定、特価品、ザムスト、硬式野球ボール、テニスボール、体操用品除く）

ミヤオカスポーツ（本店） 邑智郡美郷町粕渕 ０８５５－７５－０００８ 全商品から５％割引。（特価品及びバーゲンセールス時を除く）

ミヤオカスポーツ（川本店） 邑智郡川本町因原 ０８５５－７２－２７２２ 全商品から５％割引。（特価品及びバーゲンセールス時を除く）

サッカー＆テニスプロショップ　ヨセフ 益田市乙吉町 ０８５６－２２－５１６１ 全商品５％引（学校指定、バーゲン品、アンダーアーマー、Ｒジェルを除く）



協賛店ガイド

理容・美容

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

アンアン美容室 松江市竪町 ０８５２－２４－８７５８ カット３００円引、パーマ・毛染５～１０％割引

小川美容室 松江市島根町野波 ０８５２－８５－３２１４ パーマ・カット・ブロー、　粗品進呈

ユアシセイドウなか 飯石郡飯南町頓原 ０８５４－７２－００２９ リンパマッサージエステ￥４，０９５円を５％引き

ヒーリングサロン桜　本店 出雲市駅北町（アトネスいずも内） ０８５３－２３－７３３９ ２０分以上のコースを受けられたお客様に５分延長サービス

ヒーリングサロン桜　出雲店 出雲市駅南町（らんぷの湯内） ０８５３－２３－５０５１ ２０分以上のコースを受けられたお客様に５分延長サービス

ヒーリングサロン桜　ＶｉＶＡ店 出雲市平田町 ０９０－３８８９－５７２６ ２０分以上のコースを受けられたお客様に５分延長サービス

平田ショッピングセンターＶｉＶＡ内

attirer（アティレ） 出雲市小山町 ０８５３－２２－００８７ カット、カラー、パーマのお客様に炭酸泉シャンプーサービス

Hair dresser Paige 邑智郡邑南町矢上 ０８０－１４４１－１１７０ シャンプー、トリートメント、ワックスなど商品10％off（一部除く）

理容　マツオカ 浜田市殿町 ０８５５－２２－２７９６ 普通調髪を２００円割引、エステフルコース料金を２００円割引

ヘアーサロンあづま 浜田市蛭子町 ０８５５－２２－４０６８ 坊主頭は高校生まで１００円割引、カラー・白髪染は３００円割引、各種パーマは一律５００円割引

理容はやし 浜田市朝日町 ０８５５－２２－２７６９ 全メニュー　200円割引



協賛店ガイド

薬・健康

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

くすりのトミヤ　プラーナ店 安来市安来町 ０８５４－２３－７１３８ お買上げ金額より５％値引（他の割引企画との併用はできません）

ドラッグK 邑智郡邑南町矢上（あいタウンアベル） ０８５５－９５－０１１２ お買物合計より５％割引



協賛店ガイド

クリーニング

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

松谷ドライクリーニング店 隠岐郡西ノ島町浦郷 ０８５１４－６－００８３ ５００円でポイント１個、５０個集めて５００円のサービス券を発行（外注品を除く）



協賛店ガイド

生花店・園芸店

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

わかば生花 松江市黒田町 ０８５２－２１－２０１１ 生花、花束、アレンジメント、祝・葬儀用スタンド花、盛花、葬儀用（乾物果物）籠１０％割引

（ＪＦＴＤ、花キューピット、花と緑のギフト券扱いは除く）

フラワーブティックブーケ 松江市雑賀町 ０８５２－２１－８７１１ 市内無料配達。来店購入の場合１０％ＯＦＦ

（有）花元 松江市殿町 ０８５２－２１－３９６０ 商品お買上げ３，０００円以上１０％割引

（有）平田生花店 松江市南田町 ０８５２－２４－１１８７ 鉢植、葬儀用スタンド花１０％割引（ＪＦＴＤ、花と緑のギフト券扱いは除く）

(有)梶勧農園 松江市竪町 ０８５２－２１－２７１７ [観葉植物]１割引、[生花]祝花・お見舞アレンジで１割引、[葬儀花]１割引（平安祭典は除く）

益一インターナショナル（有） 益田市駅前町 ０８５６－２３－０８６６ 取扱い全商品の５％割引（但し、イベント開催時及び特価は対象外）

津和野生花　はじめ 鹿足郡津和野町後田 ０８５６－７２－１１８７ お買上げ３，０００円以上（税別）　５％OFF　（旧町内配送無料）



協賛店ガイド

貸衣裳

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

マリエ・やしろ（株） 松江市東朝日町 ０８５２－２４－４５２８ 貸衣裳代金１０％引

（株）むらまつ 松江市天神町 ０８５２－２４－２２２２ 貸衣裳代金１０％引



協賛店ガイド

進物・贈答

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

（有）ギフトカタヨセ 松江市川原町 ０８５２－３４－０００１ 婚礼引出物・内祝・ＰＲ用品・記念品・名入れタオル等　５～３５％値引

（有）めのうの店川島 松江市末次本町 ０８５２－２１－２９９６ １，０００円以上お買上げのお客様に、めのうストラップ進呈！

シャディギフトこばやし松江店 松江市古志原 ０８５２－２６－７７６０ 一般商品１０％引、食品・石鹸・洗剤５％引（カタログギフト、商品券、特価品、送料は除く）

他の割引特典（例　ＳＤカード等）との併用はできません。

シャディギフトこばやし三刀屋店 雲南市三刀屋町下熊谷 ０８５４－４５－３３５５ 一般商品１０％引、食品・石鹸・洗剤５％引（カタログギフト、商品券、特価品、送料は除く）

他の割引特典（例　ＳＤカード等）との併用はできません。

シャディギフトこばやし斐川店 簸川郡斐川町直江町 ０８５３－７２－４４５５ 一般商品１０％引、食品・石鹸・洗剤５％引（カタログギフト、商品券、特価品、送料は除く）

他の割引特典（例　ＳＤカード等）との併用はできません。

くらしの器　森脇 松江市末次本町 ０８５２－２５－０７００ 全商品１割引

ギフト・看板　イガワ 松江市法吉町 ０８５２－２５－１４６６ ギフト　　基本割引率２０％、特定商品（ブランド品、食品洗剤、石鹸）割引率１０％

看板　　基本割引率１０％

石原漆器店 松江市苧町 ０８５２－２２－０６２５ 漆器、陶器、ギフト用品２０％引き（木杯は製造元価格のため除外）

(有)八雲塗本舗　山根漆器店 松江市末次本町 ０８５２－２１－０３３３ 全商品１割引

(有)山根漆器店 松江市北堀町 ０８５２－２１－３８８９ 漆器（八雲塗）１割引

松井銘木 出雲市大社町遥堪 ０８５３－５３－５０５０ 銘木・工芸品１０％引（一部除外品有り）



協賛店ガイド

写真館

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

村尾写真館 松江市内中原町 ０８５２－２１－５５３０ 各種記念写真３万円以上お買上げの方に１０％ＯＦＦ（他の割引との併用不可）

田部写真館 雲南市木次町里方Ａコープ２階 ０８５４－４２－５１０８ 各種証明写真　２０％割引

アベルカメラ部 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－００７９ あいカードポイント２倍（一部商品除く）

（有）アド写真店 益田市有明町 ０８５６－２２－５０７９ フィルム現像、プリント（メディア含む）　ニコニコポイント２倍

トータルフォトスタジオ　イーセット 益田市昭和町 ０１２０－３９９－５２９ スタジオ撮影された方に限り、ハンディ版1枚サービス



協賛店ガイド

生活用品

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

（有）奥田商店 八束郡東出雲町揖屋町 ０８５２－５２－２２１５ ガス器具３％割引

（有）末広刃物店 松江市末次本町 ０８５２－２１－４０６０ お買上げ時消費税サービス（特価品、修理費は除く）

寝具の勝田 松江市白潟本町 ０８５２－２１－３６２９ 布団平日価格の１０％割引（特価品は除く、打直し・仕立て替え含む）

内村金物店 松江市竪町 ０８５２－２１－２１７９ 全商品１０％引

ふとん工房　松尾製綿所 松江市乃白町 ０８５２－２１－７９０９ 布団の仕立てかえ１０％引き（セール価格は対象外）

（有）ラブリーしおだ 飯石郡飯南町野萱 ０８５４－７６－２３２３ ５００円以上お買上げにはニコニコカード５ポイント差し上げます。

吾郷綿業 出雲市塩冶町 ０８５３－２１－１３９０ 寝具類５％割引（特価品除く）

松岡ふとん店 出雲市大社町杵築南 ０８５３－５３－２０２３ 寝具商品全般５％割引（加工品・特価品除く）

寝具＆カジュアルさかい 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－０２０１ さかいメンバーズカードとあいカードのポイント２倍押し（バーゲン品を除く）



協賛店ガイド

住まい

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

（有）佐藤不動産 松江市中原町 ０８５２－３１－２１００ 仲介手数料５００円値引き

インテリアまつたに 八束郡東出雲町揖屋町 ０８５２－５２－２６２３ インテリア用品・小物・洋品　３％割引

（株）大谷屋たたみ店 安来市伯太町母里 ０８５４－３７－１３７９ 新畳、表替え、カーテン、クロス張替え　１０％割引（一部除外品あり）

和田屋（高村）畳店 浜田市京町 ０８５５－２２－０４９４ 新畳表替工事（個人住宅に限る）売上５万円以上５％割引

一畑住設㈱隠岐営業所 隠岐郡隠岐の島町原田 ０８５１２－２－１８３５ エクステリア５％割引（一部商品を除く、個人に限る）

(有)あずま家具住建センター 隠岐郡隠岐の島町城北町 ０８５１２－２－３２６５ 店内商品１点に限り表示価格より更に１０％割引（特価チラシ商品は除く）



協賛店ガイド

家電関係

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

（有）でんき館 松江市春日町 ０８５２－２５－５４４７ 家電品の修理見積り無料

(有)フジシバ電気 松江市学園 ０８５２－２１－６６００ 家電製品の出張修理の場合、出張費を無料

（有）永大電機 松江市苧町 ０８５２－２３－８１０７ 家電品の修理見積、出張費無料

メルタスＳＨＩＭＡＮＥもちだ 松江市東津田町 ０８５２－２２－００５６ 家電品の修理、見積り無料

メルタスＳＨＩＭＡＮＥフクデン 松江市玉湯町湯町 ０８５２－６２－１０２９ 液晶テレビについてリサイクル料金サービス（３，８００円）

(有)やまね商店 松江市鹿島町佐陀本郷 ０８５２－８２－２１２０ 電動工具及び機械等の修理の見積を無料。当社にてお買上げの商品は無料で配達

（株）つかだ 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－０２５２ 店内商品お買上げ時、あいカードポイント２倍（一部の品除く）

サトウ電機 浜田市元浜町 ０８５５－２２－３９６５ 当店販売価格よりさらに値引



協賛店ガイド

印刷・印鑑

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

授産センターよつば印刷部 松江市打出町 ０８５２－３６－７８８８ 名刺・はがき印刷５％割引（個人に限る）

永江印祥堂　松江店 松江市和多見町 ０８５２－２１－９９４０ セール品以外　５％ＯＦＦ

永江印祥堂　イオン松江店 松江市東朝日町　イオン松江ＳＣ３Ｆ ０８５２－２８－２１３０ セール品以外　５％ＯＦＦ

永江印祥堂　イオンモール出雲店 出雲市渡橋町　イオンモール出雲３Ｆ ０８５３－２５－７９８０ セール品以外　５％ＯＦＦ

（有）木次印刷 雲南市木次町山方 ０８５４－４２－８１３３ 名刺・はがき印刷５％割引（個人に限る）

坂根印刷 大田市大田町 ０８５４－８２－００６６ 名刺・はがき印刷１０％割引（個人に限る）



協賛店ガイド

セキュリティ

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

セコム山陰㈱　本店 松江市北陵町 ０８５２－２３－６０００ 初回営業時に限り家庭向け安全商品（ホームセキュリティ）を１０％割引

セコム山陰㈱　松江支店 松江市朝日町 ０８５２－２３－９１５５ 初回営業時に限り家庭向け安全商品（ホームセキュリティ）を１０％割引

セコム山陰㈱　出雲営業所 出雲市今市町北本町 ０８５３－２２－９０１２ 初回営業時に限り家庭向け安全商品（ホームセキュリティ）を１０％割引

セコム山陰㈱　浜田営業所 浜田市竹迫町 ０８５５－２２－８０２０ 初回営業時に限り家庭向け安全商品（ホームセキュリティ）を１０％割引

セコム山陰㈱　益田営業所 益田市乙吉町 ０８５６－２３－４７２４ 初回営業時に限り家庭向け安全商品（ホームセキュリティ）を１０％割引

ＡＬＳＯＫ山陰㈱本社 松江市朝日町 ０８５２－２７－６７００ ホームセキュリティ契約時のキャッシュバック。（Ｂａｓｉｃ￥５，０００ ／Ｐｒｅｍｉｕｍ￥１０，０００）

ＡＬＳＯＫ山陰㈱出雲支店 出雲市渡橋町 ０８５３－２２－９０６４ ホームセキュリティ契約時のキャッシュバック。（Ｂａｓｉｃ￥５，０００ ／Ｐｒｅｍｉｕｍ￥１０，０００）

ＡＬＳＯＫ山陰㈱浜田支店 浜田市殿町 ０８５５－２３－２０２５ ホームセキュリティ契約時のキャッシュバック。（Ｂａｓｉｃ￥５，０００ ／Ｐｒｅｍｉｕｍ￥１０，０００）

ＡＬＳＯＫ山陰㈱益田支店 益田市中吉田町 ０８５６－２２－５４４３ ホームセキュリティ契約時のキャッシュバック。（Ｂａｓｉｃ￥５，０００ ／Ｐｒｅｍｉｕｍ￥１０，０００）

STOC山陰 松江市西津田 ０８５２－２５－０３０２ 設置費用無料、５～７年で支払完了

（株）セーフティネクスト 松江市浜乃木 ０８５２－２５－４７０９ 加入費用（初期費用）を１０％割引

北陽警備保障（株）本社 松江市袖師町 ０８５２－２４－８１１１ ホームセキュリティを１０％割引

北陽警備保障（株）松江営業所 松江市袖師町 ０８５２－２４－５３４４ ホームセキュリティを１０％割引

北陽警備保障（株）出雲営業所 出雲市塩谷善行町 ０８５３－２２－５２５２ ホームセキュリティを１０％割引

北陽警備保障（株）浜田営業所 浜田市浅井町 ０８５５－２２－７０８８ ホームセキュリティを１０％割引



協賛店ガイド

各種学校（趣味含む）

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

島根自動車学校 松江市西津田 ０８５２－２１－００５０ 入学金１０％引き（他の割引との併用は出来ません）

（株）松江城北自動車教習所 松江市春日町 ０８５２－２２－２６８１ 全車種入校料１０％引き（他の割引との併用は出来ません）

リーベン音楽教室 松江市東朝日町 ０８５２－２１－４５１３ 入会金３１５０円を免除

木次自動車教習所 雲南市木次町里方 ０１２０－４２－０３６８ 入校時割引５０００円（審査を除く。他の割引との併用はできません）

出雲自動車学校 出雲市塩冶町 ０８５３－２１－３５３１ 自動二輪免許取得の方へ、2千円相当のグローブを進呈します。会員証と運転免許証をご提示下さい。

出雲高等自動車教習所 出雲市上塩冶町 ０８５３－２１－５６５３ 入校時割引５０００円（審査を除く。他の割引との併用はできません）

車田音楽教室 出雲市大津朝倉 ０８５３－２１－４３８１ 入会月の月謝５０％OFF

（株）平田自動車教習所 出雲市国富町 ０８５３－６２－２１５５ 自動二輪車（各車科）教習費の５％引き（但し　他の割引との併用はできません）

岩谷茶道教室 大田市大田町大田 ０８５４－８２－０３９７ 淡交会会員の入会金１０００円のところを５００円補助

浜田自動車教習所 浜田市河内町 ０８５５－２２－２３７５ ペーパードライバー入校時割引特典あり



協賛店ガイド

自動車・自転車（販売、整備）

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

オートショップコイズミ 松江市学園 ０８５２－２７－２０１３ バイクお買上げの際、ヘルメット代金を３０％割引

（有）新交自動車 松江市浜乃木 ０８５２－２４－２８８２ 車検整備及び定期点検で入庫頂いた車に対して、エンジンオイルを無料交換。（但し大型車除く）

淞北輪業 松江市米子町 ０８５２－２３－３７７０ オートバイ・スクーター　５～１０％割引、自転車　１０～２０％割引、各用品類　５～２０％割引、

激安車自転車　４０～５０％割引、

（有）高木自動車工業 松江市東朝日町 ０８５２－２１－００５５ 車検時、エンジンオイル無料交換

（有）日進自動車　・カーコンビ二倶楽部日進 松江市東朝日町 ０８５２－２１－５５６８ 車検・板金塗装で入庫の際、工賃を１０％割引（外注作業は除く）

（有）安部自動車 松江市東津田町 ０８５２－２４－２２７４ 車検、点検、一般整備鈑金塗装の工賃１０％引き（車両販売は別途相談）

フミエ自転車 松江市末次町 ０８５２－２１－９７２２ 安全を選ぼうＢＡＡ安全基準適合車　ミヤタ・ブリジストン・ナショナル　各車１割引、点検サービス、出張修理

石原自転車店 松江市西茶町 ０８５２－２２－０１８５ 各メーカー自転車１台につき１割引

（有）島根自動車整備工場 松江市東津田町 ０８５２－２１－５６８８ 車検時エンジンオイル無料交換

（有）森脇モータース 松江市東本町 ０８５２－２１－３９９１ 車検・鈑金塗装で入庫の時、工賃の１０％割引

（有）湖南自動車 松江市西津田 ０８５２－２７－１１２２ 車検・整備・点検・一般整備の工賃１０％引（但し、板金塗装除く）

（有）藤海自動車 松江市東津田町 ０８５２－２３－７０１１ 自動車用品５％割引。エンジンオイル交換５％割引

（有）カートピア石橋 松江市東津田町 ０８５２－２４－５７９５ 工賃の２０％割引（部品代を除く）

（有）淞江自動車工作所 松江市東津田町 ０８５２－２４－５９８５ 自動車点検整備作業工賃の１０％割引

ボデーショップ坂本 松江市東津田町 ０８５２－５５－８３５０ 鈑金塗装　修理代５％割引　部品代なし

松江恩田自動車 松江市東津田町 ０８５２－２３－３２４９ 工賃の１０％割引

ダックス㈱松江店 松江市東津田町 ０８５２－２２－４０００ 自動車ガラス交換、トビ石修理、カーフィルム、ボディコーティング、ガラスコーティング　定価の２割引

松江金属車輌㈱ 松江市東津田町 ０８５２－２１－５７４５ オイル交換　　取替工賃　無料、一般及び車検整備　整備料１０％値引（部品は除く）

鈑金塗装　　作業料１０％値引（塗装は除く）

ローン支払の方で支払回数が５回払いまでの方には支払金利を当社負担。

自転車遊び　たかはし 松江市上乃木 ０８５２－２１－３１１５ スポーツサイクル　５％引き

（有）レーシングショップ　アツタ 松江市上乃木 ０８５２－２３－８８８３ 新車スクーターお買上げのお客様、ヘルメットをプレゼント

オートショップ　アスカ 松江市東津田町 ０８５２－２４－２５５５ 車購入者へ　オイル交換６ヶ月間無料交換、物品購入時得点あり

トーアドットコム（株） 松江市東津田町 ０８５２－２５－２３４０ バッテリー・エンジンオイル　当店価格より１０％割引、バッテリー交換・エンジンオイル交換無料、

物品購入時得点あり



（株）チャレンジオート名古屋 松江市学園 ０８５２－２７－７７４４ 車体３０万円以上の中古車をお買い上げの際、１万円の割引

バイクショップマルティ松江店 松江市学園 ０８５２－３１－２０９３ 安全運転講習会参加料１０％割引

（株）カーテックス一畑 松江市宍道町東来待 ０８５２－６６－０１３１ 車検・点検・鈑金塗装の工賃１０％割引

（有）八束オートサービス 松江市八束町二子 ０８５２－７６－２８２９ 板金修理・ヘコミ・キズ直し　工賃１０％割引、事故車修理のレッカー引取・納車代車無料

（有）カマヤモーター商会 松江市島根町大芦 ０８５２－８５－２０７０ 自動車車検、点検　粗品サービス

(有)中海自動車センター 松江市八束町波入 ０８５２－７６－２７４６ 車検時、エンジンオイル無料交換

中道モータース 松江市八束町入江 ０８５２－７６－２２４５ 車検・点検時、エンジンオイル交換半額

（有）美保関モータース 松江市美保関町北浦 ０８５２－７５－０２１１ エンジンオイル１０％割引

（有）東出雲ホンダ販売 八束郡東出雲町揖屋町 ０８５２－５２－２６１０ エンジンオイル５００円引、バッテリー１０％引、ＡＴＦオイル１０％引、全て工賃無料

寺田モータース 安来市飯島町 ０８５４－２２－３５５６ エンジンオイル１回交換毎に１０％割引

(有)三成マツダ 仁多郡奥出雲町三成 ０８５４－５４－１１１３ 自動車定期点検料の５％割引

(有)ユー・プラン 仁多郡奥出雲町上三所 ０８５４－５４－２２３３ エンジンオイル・ＡＴＦオイル交換、１０～２０％割引

掛合マツダ（有） 雲南市掛合町掛合 ０８５４－６２－０２１４ エンジンオイル代、取替工賃１０％割引

（有）大野モータース 雲南市掛合町掛合 ０８５４－６２－０３３３ 車検・一般整備（整備料のみ　だんだんカードポイント加算）

（有）赤来オートセンター 飯石郡飯南町下赤名 ０８５４－７６－３０００ エンジンオイル交換１０％割引

カーショップ日豊 雲南市三刀屋町三刀屋 ０８５４－４５－２４２６ オイル交換１０％割引

（有）川口オート掛合 雲南市掛合町掛合 ０８５４－６２－００５１ 車検（整備料のみ）・一般修理　だんだんカードポイント加算

（有）飯南自動車整備工場 飯石郡飯南町上赤名 ０８５４－７６－２６６８ 鈑金塗装工賃の５％割引、エンジンオイル１０％割引、ATオイル10％割引

（有）田部モータース 飯石郡飯南町野萱 ０８５４－７６－２３３１ エンジンオイルＳＭ５Ｗ・３０　１ℓ通常１０００円を７５０円。オイルフィルター取替技術料サービス

千葉商会 雲南市三刀屋町三刀屋 ０８５４－４５－２１２０ バイク・自転車　出張修理サービス

三刀屋自動車工業（株） 雲南市三刀屋町三刀屋 ０８５４－４５－２５１１ エンジンオイル交換２０％割引

(有)共和鈑金塗装工場 雲南市三刀屋町三刀屋 ０８５４－４５－２７０９ 自動車の鈑金塗装修理　基本料金の１０％割引

ホンダ雲南販売(有) 雲南市三刀屋町下熊谷 ０８５４－４５－２１３１ エンジンオイル交換１０％割引、物品購入時割引特典有り

PADDOCK 雲南 雲南市三刀屋町三刀屋 ０８５４－４５－３０１７ バッテリー及びエンジンオイル当店価格より１０％割引、バッテリー及びエンジンオイル交換料無料

バイクショップマルティ出雲店 出雲市高岡町 ０８５３－３０－６１２１ 安全運転講習会参加料１０％割引

（株）カーショップイマオカ 出雲市湖陵町三部 ０８５３－４３－３７７７ 車輌購入時、車輌本体価格に対し、イズミ“ゆめカード”のポイント加算

車検整備、一般整備用品、タイヤ購入時諸費用を除いた整備料金に対し、イズミ“ゆめカード”のポイント加算

バイクショップマルティ大田店 大田市長久町 ０８５４－８２－１０９３ 安全運転講習会参加料１０％割引

カーショップ石見 邑智郡邑南町中野 ０８５５－９５－１５７８ 車検整備時、技術料１割引。一般整備時、エンジンオイル交換料１割引。

共栄自動車（有） 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－１１３９ 車検整備工賃が５％割引。点検・修理工賃が５％割引。



ダイハツサービスチェーン石見 邑智郡邑南町井原 ０８５５－９５－０３８１ エンジンオイル交換１０％割引

（有）石見自動車 邑智郡邑南町中野 ０８５５－９５－３５７７ 物品購入時割引、特典有り

石東スズキ㈱江津営業所 江津市和木町 ０８５５－５２－２９０６ 物品購入時割引、特典有り

ロードテクノ 江津市敬川町 ０８５５－５４－３１１０ 物品購入時割引、特典有り

（株）永大整備工業 江津市浅利町 ０８５５－５５－１５１０ エンジンオイル交換１０％割引

(有)ホンダ販売 江津市敬川町 ０８５５－５３－３９７１ 物品購入時割引、特典有り

（有）プロアーム 浜田市長沢町 ０８５５－２２－２２５５ 新車バイク購入時５～１０％割引、バイク修理５％割引

栄輪自転車商会 浜田市殿町 ０８５５－２２－０６７７ 自転車新車購入価格５％引、自転車修理代５％引

（有）岩永モータース 浜田市熱田町 ０８５５－２７－０７３１ エンジンオイル交換　　１０％割引

大前商会 浜田市内村町 ０８５５－２７－０８４４ パンク修理代　５％割引

オートサイクルホリエ国分店 浜田市国分町 ０８５５－２８－１９８９ バイク・自転車出張、引き取りサービス

オートサイクルホリエ長沢店 浜田市長沢町 ０８５５－２３－０２９３ バイク・自転車出張、引き取りサービス

㈱石原製作所 浜田市朝日町 ０８５５－２２－３５５５ 物品購入時割引、特典有り

㈱石原製作所　周布工場 浜田市周布町 ０８５５－２７－２８２８ 物品購入時割引、特典有り

大屋ゴム工業（有） 浜田市黒川町 ０８５５－２２－０１７１ 物品購入時割引、特典有り

三和商事（株） 浜田市下府町 ０８５５－２２－２５２５ 物品購入時割引、特典有り

山陰スバル㈱浜田店 浜田市相生町 ０８５５－２２－１５００ 物品購入時割引、特典有り

島根西いすゞモータース㈱浜田営業所 浜田市長沢町 ０８５５－２２－１４２４ 物品購入時割引、特典有り

島根日産自動車㈱ 浜田市下府町 ０８５５－２８－１１２３ お客様がオイル交換に持ち込まれたとき１０００円値引きをする

㈱石央 浜田市後野町 ０８５５－２３－００３３ 物品購入時割引、特典有り

石東スズキ㈱ 浜田市朝日町 ０８５５－２２－１６４５ 物品購入時割引、特典有り

第一明治工業㈱下府工場 浜田市下府町 ０８５５－２８－１７５０ 物品購入時割引、特典有り

（有）高野輪業 浜田市相生町 ０８５５－２３－１４４８ 物品購入時割引、特典有り

日産サティオ島根㈱浜田支店 浜田市長沢町 ０８５５－２３－２３３３ 物品購入時割引、特典有り

㈱平和商会 浜田市朝日町 ０８５５－２２－３５１１ 物品購入時割引、特典有り

（有）金城モータース 浜田市金城町今福 ０８５５－４２－１３１０ 物品購入時割引、特典有り

尾崎自動車(有） 浜田市長沢町 ０８５５－２２－１２８６ 物品購入時割引、特典有り

（有）鍵本自動車塗装店 浜田市長沢町 ０８５５－２２－３０４６ 物品購入時割引、特典有り

（有）司自動車 浜田市後野町 ０８５５－２３－３５４４ 物品購入時割引、特典有り

(有)日の免ボディ 浜田市下府町 ０８５５－２８－０４８８ 物品購入時割引、特典有り



(有)三共自動車 浜田市長沢町 ０８５５－２２－０７０５ 物品購入時割引、特典有り

第一明治工業（株） 浜田市下府町 ０８５５－２８－１７５０ 物品購入時、割引特典あり

（株）ジャックオールディ－ｽﾞ 浜田市国分町 ０８５５－２８－０３８６ 新車・中古車をお買上げの際、ETC、又はドライブレコーダーをプレゼント。その他特典有り。

（株）SIGN 浜田市日脚町 ０８５５－２５－５００５ 車輌購入時ETCサービス

㈱和興 益田市大谷町 ０８５６－２３－３０５７ 車検整備時ブレーキオイル代及び取替工賃又はエンジンオイル交換をサービス（但し乗用車のみ）

ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　白上 益田市染羽町 ０８５６－２２－１０８７ 自転車、オートバイのパンク修理５％割引

ホンダドリーム島根 益田市常盤町 ０８５６－２２－０８４３ ホンダ純正用品１０％割引（在庫品特別割引有）

(有)津和野モータース 鹿足郡津和野町後田 ０８５６－７２－０７００ 物品購入時、割引特典あり

(有）六日市ホンダ 鹿足郡吉賀町立河内 ０８５６－７７－００５７ 自動車車検、定期点検　　粗品サービス

（有）太陽車輌 隠岐郡隠岐の島町西町 ０８５１２－２－１１６７ エンジンオイル交換　　１０％割引

（有）門脇自動車整備工場 隠岐郡隠岐の島町原田 ０８５１２－２－００３０ 車検整備工賃の５％割引、オイル代金２０％割引

（有）隠岐車輌 隠岐郡隠岐の島町中町 ０８５１２－２－１１６１ 来店時、オイルメンテナンス１０％割引

（有）山本自動車 隠岐郡隠岐の島町中町 ０８５１２－２－０３１６ 新車購入時、用品１０％割引。車検・３万円以上の修理代３０００円の割引

(有)ユーショップさかもと 隠岐郡隠岐の島町原田 ０８５１２－２－１８０９ 物品購入時割引、特典有り

池田自転車店 隠岐郡隠岐の島町西町 ０８５１２－２－０４６５ 修理全般割引特典有り

杉山マリン商会 隠岐郡隠岐の島町中町 ０８５１２－２－０５６５ 愛車のエアチェック、オイルチェック等の点検整備並びに、洗車サービス

(株）カーテックス一畑隠岐店 隠岐郡隠岐の島町城北町 ０８５１２－２－２５１１ 車検、定期法定点検の工賃１０％引き



協賛店ガイド

ガソリンスタンド

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

狩野石油（株） 松江市東忌部町 ０８５２－２４－１３００ 水洗い洗車３１５円を２１０円に割引

細田油店 松江市国屋町 ０８５２－２１－３９５７ 冬期に灯油１８ℓ缶を通算１０缶納入させていただいた場合、灯油１缶を無料にいたします

山陰石油（株）セルフステーション松江 松江市東朝日町 ０８５２－２１－２６４１ 手洗い洗車、コーティング　１５％割引（メンテナンス除く）

（有）北浦石油　北浦ＳＳ 松江市美保関町北浦 ０８５２－７５－０７４１ ミラコンコート・洗車・オイル交換１０％割引

（有）八雲石油　八雲給油所 松江市八雲町西岩坂 ０８５２－５４－００８６ タイヤ５％割引

（有）八雲石油　日吉給油所 松江市八雲町日吉 ０８５２－５４－００１０ タイヤ５％割引

（有）光洋石油 八束郡東出雲町出雲郷 ０８５２－５２－６０３５ オイル交換時のオイル料金を一律１００円割引

伯太石油（有） 安来市伯太町母里 ０８５４－３７－１２３５ 現金でのオイル交換代金１０％引（他割引との併用不可）

（有）安来石油店 安来市安来町本町 ０８５４－２２－２００７ 現金でのオイル交換代金１０％引（他割引との併用不可）

（有）荒島アポロ石油 安来市荒島町 ０８５４－２８－８７３４ 現金でのオイル交換代金１０％引（他割引との併用不可）

㈱永惣　安来ＳＳ 安来市安来町朝日町 ０８５４－２２－３７２１ 現金でのオイル交換代金１０％引（他割引との併用不可）

㈱永惣　荒島ＳＳ 安来市荒島町 ０８５４－２８－８６５２ 現金でのオイル交換代金１０％引（他割引との併用不可）

（有）松田石油店 安来市広瀬町西比田 ０８５４－３４－００２９ 現金でのオイル交換代金１０％引（他割引との併用不可）

（有）中村商店　広瀬旭町給油所 安来市広瀬町広瀬 ０８５４－３２－２００６ 現金でのオイル交換代金１０％引（他割引との併用不可）

（有）中村商店　広瀬南給油所 安来市広瀬町広瀬 ０８５４－３２－２００７ 現金でのオイル交換代金１０％引（他割引との併用不可）

ニュー掛合給油所 雲南市掛合町掛合 ０８５４－６２－０１４６ 現金でのオイル交換代金１０％引。ガソリン２０ℓ以上現金給油で手洗い洗車半額

福馬商店 雲南市吉田町吉田 ０８５４－７４－００２９ 現金でのオイル交換代金１０％引（他割引との併用不可）

松江石油㈱川本給油所 邑智郡川本町川本 ０８５５－７２－０３５８ 洗車料金１０％割引（他割引との併用不可）

島根おおち農業協同組合　瑞穂給油所 邑智郡邑南町山田 ０８５５－８３－０１５１ 洗車１台につき１００円引

島根おおち農業協同組合　阿須那給油所 邑智郡邑南町阿須那 ０８５５－８８－０１３０ 洗車１台につき１００円引

島根おおち農業協同組合　市木給油所 邑智郡邑南町市木 ０８５５－８５－１００１ 洗車１台につき１００円引

島根おおち農業協同組合　井原給油所 邑智郡邑南町井原 ０８５５－９５－０４０６ 洗車１台につき１００円引

因原石油(有) 邑智郡川本町因原 ０８５５－７２－０３２０ 洗車１台につき１００円引



江津石油㈱ 江津市嘉久志町 ０８５５－５２－２１５７ 洗車１台につき１００円引

桜江石油販売（有）　市山給油所 江津市桜江町市山 ０８５５－９２－０１５７ 洗車１台につき１００円引

マルサ石油（有）　江津中央給油所 江津市嘉久志町 ０８５５－５２－２９５５ 洗車１台につき１００円引

マルサ石油（有）都野津ＳＳ 江津市二宮町神主 ０８５５－５３－１１５０ 洗車１台につき１００円引

今井商事㈱桜江給油所 江津市桜江町谷住郷 ０８５５－９２－１１２４ 洗車１台につき１００円引

（有）浅利石油 江津市浅利町 ０８５５－５５－１０７４ 洗車１台につき１００円引

浅利観光㈱新日本石油浅利給油所 江津市浅利町 ０８５５－５５－１１３３ 洗車１台につき１００円引

㈱江津丸善　江津ＳＳ 江津市渡津町 ０８５５－５２－２２７７ 洗車１台につき１００円引

㈱江津丸善　松川ＳＳ 江津市松川町市村 ０８５５－５７－０２６７ 洗車１台につき１００円引

（有）武田石油店　都野津給油所 江津市都野津町 ０８５５－５３－０７１９ 洗車１台につき１００円引

（有）武田石油店　江津給油所 江津市江津町 ０８５５－５２－２２１５ 洗車１台につき１００円引

（有）原石油店　江津ＳＳ 江津市敬川町 ０８５５－５３－００３５ 洗車１台につき１００円引

ダイワ石油㈱渡津給油所 江津市渡津町 ０８５５－５２－３０４０ 洗車１台につき１００円引

石見交通商事㈱浜田給油所 浜田市田町 ０８５５－２２－０５３４ 洗車料金１０％割引

ダイワ石油㈱ 浜田市長浜町 ０８５５－２７－０６６１ 洗車料金１０％割引

ダイワ石油㈱神在給油所 浜田市長沢町 ０８５５－２２－１５４９ 洗車料金１０％割引

ダイワ石油㈱合庁前給油所 浜田市片庭町 ０８５５－２２－２３１３ 洗車料金１０％割引

浜田石油㈱浜田東給油所 浜田市長沢町 ０８５５－２２－０１４８ ガソリン、軽油を会員価格で提供。洗車、オイル料金１０％割引。

浜田石油㈱長浜給油所 浜田市熱田町 ０８５５－２７－０２５５ ガソリン、軽油を会員価格で提供。洗車、オイル料金１０％割引。

浜田石油㈱雲城給油所 浜田市金城町下来原 ０８５５－４２－００２７ ガソリン、軽油を会員価格で提供。洗車、オイル料金１０％割引。

浜田石油㈱金城給油所 浜田市金城町今福 ０８５５－４２－００１６ ガソリン、軽油を会員価格で提供。洗車、オイル料金１０％割引。

（有）ニシタニ下府給油所 浜田市下府町 ０８５５－２８－０８４７ 洗車料金１０％割引

島根石油㈱ 浜田市原井町 ０８５５－２２－１９６４ 洗車料金１０％割引

㈱浜田昭石浜田西ＳＳ 浜田市熱田町 ０８５５－２７－０３２５ 洗車表示価格より１０％割引

㈱ハゼヤマ浜田駅前サービスステーション 浜田市黒川町 ０８５５－２２－０３５１ 洗車メニュー価格より１０％割引

㈱ハゼヤマすふサービスステーション 浜田市周布町 ０８５５－２７－１３９３ 洗車メニュー価格より１０％割引

㈱ハゼヤマ七条サービスステーション 浜田市七条 ０８５５－４２－００７４ 洗車メニュー価格より１０％割引



㈱桜商会 浜田市黒川町 ０８５５－２２－１０１６ 洗車機による洗車１回につき１０％割引（手洗洗車除く）

㈱和興 益田市大谷町 ０８５６－２３－３８３５ ポリマー（キーパー）コーティング　５００円割引

(有）早川石油 隠岐郡隠岐の島町西町 ０８５１２－２－０２７１ 会員特別割引適用有り（詳しくは店頭にて）名田店のみ

どうまえ石油 隠岐郡西ノ島町浦郷 ０８５１４－６－１７６８ タイヤ購入時、どんとカード会ポイント３倍進呈



協賛店ガイド

カー用品

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

イエローハット松江店 松江市学園南 ０８５２－２７－３４１４ オイル&ポイントカード　

通常１，０８０円をサービス

イエローハット出雲店 出雲市荻杼町 ０８５３－３０－６３７１ オイル&ポイントカード　

通常１，１００円をサービス

イエローハット米子店 米子市両三柳 ０８５９－３５－９２８８ オイル&ポイントカード　

通常１，０８０円をサービス

イエローハット伯耆店 西伯郡伯耆町 ０８５９－５９－０００２ オイル&ポイントカード　

通常１，０８０円をサービス

タイヤ館　安来 安来市黒井田町 ０８５４－２２－２７８４ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

タイヤ館　松江南 松江市東津田町 ０８５２－５９－３６００ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

タイヤ館　出雲 出雲市高岡町 ０８５３－２１－７００１ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

タイヤ館　雲南 雲南市木次町下熊谷 ０８５４－４２－９８９８ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

タイヤ館　浜田 浜田市熱田町 ０８５５－２４－７３７０ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

コクピットアラキ斐川店 簸川郡斐川町直江 ０８５３－７２－０１５５ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

ミスタータイヤマン西津田店 松江市西津田 ０８５２－２２－３３１０ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

ミスタータイヤマン島大前 松江市学園 ０８５２－２６－１７８７ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料



ミスタータイヤマン東出雲 八束郡東出雲町出雲郷 ０８５２－５２－６１６８ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

ミスタータイヤマン玉造 松江市玉湯町湯町 ０８５２－６２－０７９２ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

ミスタータイヤマン斐川店 簸川郡斐川町荘原 ０８５３－７２－０３５８ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

ミスタータイヤマン三成店 仁多郡奥出雲町三成 ０８５４－５４－０２５５ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

ミスタータイヤマン出雲白枝店 出雲市天神町 ０８５３－２５－３９８５ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

ミスタータイヤマン川本店 邑智郡川本町川本 ０８５５－７２－０００５ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

ミスタータイヤマン大田店 大田市長久町長久 ０８５４－８２－２６７２ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

ドライブショップはしもと 松江市外中原町 ０８５２－２７－８７８７ アルミホイル、タイヤ、当店販売価格よりさらに５％引（特価商品は除外）

（有）清原商店 松江市中原町 ０８５２－２１－０６６１ タイヤを店頭表示価格の１０％割引にて販売（取替工賃・廃タイヤ処理料は除く）

ダックス㈱松江店 松江市東津田町 ０８５２－２２－４０００ 自動車ガラス交換・トビ石修理・カーフィルム・ボディコーティング・ガラスコーティング定価の２割引

イーグルショップ松江中央店 松江市西津田 ０８５２－２４－３６１１ 新品タイヤお買上げの際、バランス調整料無料

イーグルショップ松江南店
（カースタジアムbｙロードスター）

松江市上乃木 ０８５２－２３－１９４２ アルミホイールタイヤ５％割引。カーナビ、カーオーディオ店頭価格よりさらに５％割引。車体コーティング１０％割引

タイヤガーデン ヨコハマピット店 松江市東津田町 ０８５２－３１－００７７ タイヤ５％割引、バッテリー１０％割引、タイヤ購入時チッソガス充てん５０％割引、

エンジンオイル１０％割引（特価品除く）、他の割引券との併用不可

タイヤガーデン浜田店 浜田市原井町 ０８５５－２４－１１２４ タイヤ５％割引、バッテリー１０％割引、タイヤ購入時チッソガス充てん５０％割引、

エンジンオイル１０％割引（特価品除く）、他の割引券との併用不可

(有)松江自動車用品商会　松江営業所 松江市西津田 ０８５２－２４－３５３５ 新品タイヤお買上げの場合、バランス調整２本を無料で行います。

(有)松江自動車用品商会　安来営業所 安来市黒井田町 ０８５４－２２－３７２５ 新品タイヤお買上げの場合、バランス調整２本を無料で行います。

(有)松江自動車用品商会　雲南営業所 雲南市木次町里方 ０８５４－４２－１１４８ 新品タイヤお買上げの場合、バランス調整２本を無料で行います。

(有)松江自動車用品商会　出雲営業所 出雲市高松町 ０８５３－２３－１１３９ 新品タイヤお買上げの場合、バランス調整２本を無料で行います。



(有)松江自動車用品商会　斐川営業所 簸川郡斐川町荘原 ０８５３－７２－９０９１ 新品タイヤお買上げの場合、バランス調整２本を無料で行います。

(有)松江自動車用品商会　大田営業所 大田市長久町長久 ０８５４－８２－４５２２ 新品タイヤお買上げの場合、バランス調整２本を無料で行います。

(有)松江自動車用品商会　米子営業所 米子市両三柳 ０８５９－３１－５０１０ 新品タイヤお買上げの場合、バランス調整２本を無料で行います。

ダンロップタイヤ　昭和商事（株） 松江市西津田 ０８５２－２７－２７２７ 新品タイヤ１台分お買い上げの際、バランス調整無料

(有)八雲タイヤサービス 松江市八雲町日吉 ０８５２－５４－１８１８ タイヤ５％割引、タイヤ購入時のみ、チッソガス充てん無料。（軽、普通車のみ）

トラックタイヤセンター松江 八束郡東出雲町出雲郷 ０８５２－５２－６０３４ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

タイヤランド東出雲 八束郡東出雲町意宇南 ０８５２－５２－７７３９ 新品タイヤ１台分お買い上げの際、バランス調整無料

（有）タイヤセンター雲南 雲南市木次町下熊谷 ０８５４－４２－９９８８ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

タイヤマスター・エッジ 雲南市加茂町加茂中 ０８５４－４９－９５３３ 軽自動車タイヤから普通車タイヤまで店頭表示価格からさらに１０％引

（有）木次ゴム工業所 雲南市木次町里方 ０８５４－４２－０００２ タイヤ当店販売価格より５％割引（特価品除く）、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

（有）出雲ゴム 出雲市塩冶町 ０８５３－２１－３４７１ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

㈱日発オートセンター 出雲市大津町 ０８５３－２３－１８１２ 物品購入時割引、特典有り

㈱日発オートセンター 簸川郡斐川町学頭 ０８５３－７２－０３６７ 物品購入時割引、特典有り

大屋ゴム工場（有）本店 浜田市黒川町 ０８５５－２２－０１７１ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

大屋ゴム工業（有）平和街営業所 浜田市朝日町 ０８５５－２２－２９５７ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料

大屋ゴム工業（有）西営業所 浜田市熱田町 ０８５５－２７－２７２７ タイヤ５％割引、タイヤ交換工賃５％割引、バッテリー１０％割引、エンジンオイル１０％割引（特価品除く）

エンジンオイル交換工賃無料



協賛店ガイド

交通（運送、レンタカー）

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

ニッポンレンタカー中国（株）松江駅前営業所 松江市朝日町 ０８５２－２１－７５１８ レンタカー基本料金５％割引（一部車種除く。他サービスとの併用不可）。出発時メンバーズカード無料進呈

ニッポンレンタカー中国（株）出雲空港前営業所 簸川郡斐川町 ０８５３－７２－０９１９ レンタカー基本料金５％割引（一部車種除く。他サービスとの併用不可）。出発時メンバーズカード無料進呈

ニッポンレンタカー中国（株）石見空港営業所 益田市内田町 ０８５６－２４－０００５ レンタカー基本料金５％割引（一部車種除く。他サービスとの併用不可）。出発時メンバーズカード無料進呈

（有）中村商店　広瀬レンタカー 安来市広瀬町広瀬 ０８５４－３２－２００５ レンタカー貸出料金の５％割引（他割引との併用不可）

（有）丸和運輸 安来市中津町 ０８５４－２２－１６８６ 事故車引上げレッカー作業料の１０％割引

㈱和興 益田市大谷町 ０８５６－２３－３０５７ 故障車、事故車等の引き上げ、運搬等の代金を５％割引（１０年以上無事故、無違反者には１０％割引）

隠岐一畑レンタカー 隠岐郡隠岐の島町中町 ０８５１２－２－４８００ レンタカー基本料金の１０％割引（会員料金及びグループ社員割引など他のサービスとの併用不可）

隠岐レンタ・リース 隠岐郡隠岐の島町西町 ０８５１２－２－３３６６ 会員割引適用



協賛店ガイド

引越し

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

日本通運（株）松江支店引越センター 松江市平成町 ０８５２－２１－３３１８ 引越し１０％引き、カートン１０枚サービス

日本通運（株）浜田支店 浜田市周布町 ０８５５－２６－１７０２ 引越し１０％引き、カートン１０枚サービス

三島運輸（有） 松江市八雲台 ０８５２－２６－７５２０ 引越代金の５％割引

山陰福山通運（株）松江支店 松江市東津田町 ０８５２－２６－３５１１ 引越料金５％割引

ヤマトホームコンビニエンス（株）松江支店 松江市西川津町 ０１２０－００８－００８ 基本料金の１０％引き

日本トラック（株）松江支店 松江市矢田町 ０８５２－２４－１４１１ 引越荷物の梱包資材カートン１０枚サービス

アート引越センター松江支店 松江市矢田町 ０１２０－０８－０１２３ 引越基本料金２５％割引　※3/20～4/10は引越基本料金１０％割引

安来運送（有） 安来市赤江町 ０８５４－２８－６７６７ 引越荷物通常運賃の１０％割引（他割引との併用不可）

三江線運輸（有） 邑智郡川本町因原 ０８５５－７２－０３２８ トラック引越運賃　５～１０％割引又見積時カートン５枚サービス

(有）矢上運送 邑智郡邑南町矢上 ０８５５－９５－０１０８ 引越料金５％割引



協賛店ガイド

葬祭会館

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

(株）博愛社　ハクアイ会館 松江市東津田町 ０８５２－２５－７９７１ 葬儀祭壇料の２０％割引

(株）博愛社　カワツ会館 松江市西川津町 ０８５２－５５－６７００ 葬儀祭壇料の２０％割引

(株）博愛社　春日会館 松江市春日町 ０８５２－５９－５８８８ 葬儀祭壇料の２０％割引

葬仙　松江葬祭会館 松江市東津田町 ０８５２－２５－８１８１ 葬儀施工時、祭壇・棺・骨壷の１０％割引

葬仙　安来ホール 安来市安来町 ０８５４－２３－８２８２ 葬儀施工時、祭壇・棺・骨壷の１０％割引

葬仙　比津ホール 松江市比津町 ０８５２－５５－８１８１ 葬儀施工時、祭壇・棺・骨壷の１０％割引

葬仙　東出雲ホール 八束郡東出雲町錦浜 ０８５２－５２－７７６６ 葬儀施工時、祭壇・棺・骨壷の１０％割引



協賛店ガイド

その他

協　賛　店　名 所　在　地 電　話　番　号 特　典　内　容

（有）栄本鉄工 松江市八幡町 ０８５２－３７－０９７５ 溶接工事等費用５％割引

(有)みつき旗店 松江市比津町 ０８５２－２１－５９７７ 交通のぼり及び安全用品単価の２％割引、その他商品（誂い品除く）単価の５％割引

(有)山陰釣具センター 松江市北田町 ０８５２－２６－２６２３ 釣具全般（釣エサ・セール品は除く）を当店通常価格より５％割引（現金購入のみ。他のセール条件との併用不可）

(株）サンテック 松江市学園 ０８５２－５５ー２１５０ ベビー用品レンタル料金　５％割引（こっころカードとの併用割引不可）

ワンズ・ハート 松江市玉湯町布志名 ０８５２－６２－２１２１ ペットのシャワールームの割引（大型１２００円を１０００円、中型９００円を７００円、小型７００円を５００円）

（株）勝部石材店 松江市宍道町東来待 ０８５２－６６－０２００ 墓石運立工事一式作業、仏壇・仏具納入お買上げ、来待石灯ろうお買上げ　粗品進呈

(有）伊勢屋石材店 安来市広瀬町広瀬 ０８５４－３２－３３５８ 石碑、灯籠、記念碑、建築石材、鳥居、土木石事等についてすべての金額の６％割引

布野鍛治鉄工 雲南市木次町木次 ０８５４－４２－１２３６ 農具新品、修理一式１０％引き

（株）プロビズモ 出雲市駅南町 ０８５３－２５－００１８ インターネットプロバイダー「いずもネット」新規加入の場合、プロバイダー料金１か月無料

（有）本田造花店 江津市江津町 ０８５５－５２－２２０８ 棺を１０％割引

看板のマツキヤ 隠岐郡西ノ島町浦郷 ０８５１４－６－００８１ 看板全製品５％割引



協賛店ガイド

1 宿泊（ホテル、旅館等） 45

2 温泉施設 17

3 観光施設 6

4 レジャー施設等 12

5 飲食・グルメ 43

6 金融機関 1

7 土産店 10

8 スーパーマーケット 14

9 食品 17

10 和・洋菓子店 13

11 衣服等（衣料、洋服、靴、かばん） 18

12 アクセサリー（時計、宝石、貴金属、メガネなど） 17

13 文具・事務用品 8

14 スポーツ用品 4

15 理容・美容 11

16 薬・健康 2

17 クリーニング 1

18 生花店・園芸店 7

19 貸衣裳 2

20 進物・贈答 11

21 写真館 5

22 生活用品 9

23 住まい 6

24 家電関係 8

25 印刷・印鑑 6

26 セキュリティ 15

27 各種学校（趣味含む） 10

28 自動車・自転車（販売、整備） 97

29 ガソリンスタンド 54

30 カー用品 46

31 交通（運送、レンタカー） 8

32 引越し 13

33 葬祭会館 7

34 その他 11

554


