【町別】「おおだを満喫！はぴ得チケット」チケット使用可能施設一覧

（R3.12.23現在）

大田町
平和亭

大田町大田イ102-1

0854-82-0423

キャロット

大田町大田イ222-1

0854-84-8544

居酒屋

大田町大田イ222-7

0854-84-5696

大田町大田イ2756-9

0854-82-0070

大田町大田イ2756-9

0854-86-8808

大田町大田イ2756-9

0854-86-7788

天霧

LUPIN
大田店

さかい珈琲
とりの助

大田店
大田店

居酒屋

楽

大田町大田イ300-2

0854-82-8082

居酒屋

小春

大田町大田イ303-3

070-1875-1409

かたやま

大田町大田イ303-7

0854-82-3436

大田町大田イ312-4

0854-82-0213

大田町大田イ313-1

0854-82-0505

大田町大田イ313-17

0854-82-1502

大田町大田ハ67

0854-83-7787

大田町大田ロ1059-11

0854-83-7172

食酒
入船
居酒屋

安兵衛

夕月庵
Ｌｕｃｋ

Ｌｕｃｋ

トラットリア

ガバチョ

季節料理

匠

大田町大田ロ1187-10

0854-84-8873

日本料理

春日

大田町大田ロ1328-6

0854-83-7870

春光園

大田町大田ロ947-16

0854-82-0241

竹田屋本舗

大田町大田イ307-2

大田町大田イ278-1

0854-82-2939
店舗0854-82-3925
自宅0854-82-3920
0854-83-7271

さつだや駅前店

大田町大田イ660-13

0854-82-1890

そば処

大田町大田ハ174-1

090-1010-8607

大田町大田ロ1181-6

0854-82-2120

大田町大田ロ1184-4

0854-82-7404

大田町大田ロ1185-11

0854-84-0107

大田町大田ロ1186-1

0854-82-2705

大田町大田ロ1187-9

0854-86-8999

大田町大田イ303-3

0854-82-0763

大田町大田イ313-13

0854-82-8677

大田町大田イ313-17

0854-82-0374

洋食屋FUKU

大田町大田イ334-3

0854-86-8655

居酒屋

さか盛

大田町大田イ335-1

0854-82-3891

居酒屋

YOSHI

大田町大田イ359-1

0854-84-8800

大田町大田イ444-8

0854-84-5670

福寿庵

大田町大田ハ125-1

0854-84-7088

HOPE・WIN（ホープウィン）

大田町大田ロ1111役所内

0854-82-5239

お食事処

大田町大田ロ932-6

0854-84-5067

茶店ギャラリー
旬肴

野の花

やまさ季
はないかだ

カフェ＆パスタ
養老乃瀧

ピッコリーノ

八剣伝

大田店
大田店

お食事処

灯

大田

中華料理

順龍

東京亭
日本料理
居酒屋

はたの
さくら

やきとり家

錦海まる

おふくろ

大田町大田イ1492-2
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有限会社

山陰食品センター

きっちんK

大田町大田ロ782

0854-82-2241

大田町大田イ391-6

090-7542-7073

スナック

ペパーミント

大田町大田イ299-12

0854-82-6288

スナック

華

大田町大田イ313-9

0854-82-7667

スナック

ほたる

大田町大田イ360

0854-82-5665

スナック

碧

大田町大田イ397番地

0854-84-7011

クインズ・カフェ

大田町大田イ413-1

0854-82-7200

スナック

大田町大田イ442-10

0854-84-5232

BAD BACCHUS

大田町大田イ456-1

0854-84-0015

スナック

大田町大田ロ1186-1

0854-82-3983

KAGURA

大田町大田イ358-1

0854-86-8787

snack Rin

大田町大田イ358-1

080-1945-2070

大田町大田イ218-8

080-2882-0610

Kin's

大田町大田イ358-1F

0854-82-6052

プレミアムスナック千秋の店

大田町大田イ358-7

0854-84-7222

ソシアルサルーン飛鳥

大田町大田イ373

0854-82-0077

スナックうさぎ

大田町大田イ335

0854-82-0001

スナック

大田町大田イ444-2

0854-82-6406

大田町大田イ307

0854-82-1710

ナイトスポット21

大田町大田イ359

0854-82-6114

大田市ゲストハウス雪見院

大田町大田イ378-14

0854-86-7100

スカイホテル大田＆NEWスカイホテル

大田町大田イ318

0854-82-6525

ガトーサンマリノ

大田町大田ロ1185-20

0854-82-9515

シャディギフトおおくま

大田町大田イ98-8

0854-82-2186

サザンクロス

大田町大田ハ131-1

0854-82-9239

一宮酒造

大田町大田ハ271-2

0854-82-0057

銀山みやげJR大田市駅店

大田町大田イ664-1

0854-84-5430

麦酒坊主

大田町大田イ313-7

0854-84-5686

かおり
ルミナス

スナック

まみ

えーぜっと

パブ＆レストラン

かいだん

長久町 ／ 川合町
喫茶

どんぐり

焼肉屋さかい
お好焼

大田店

オリーブ

フレンドショップ

みいちゃん

長久町長久宮の前ロ180-8

0854-84-5656

長久町長久ロ175-4

0854-84-0329

長久町延里372-1

0854-84-5204

長久町長久ロ264-3

0854-84-7234

喫茶

チャティー

長久町長久ロ333-51

0854-82-9948

麺屋

松

長久町長久イ484

0854-83-7575

長久町長久ロ264-3

0854-84-0311

長久町長久266-18

0854-82-7722

川合町川合1192

0854-82-1038

長久町長久イ264-2

0854-82-1212

大阪王将

大田店

ごはんや光
ちいさなお宿

泉弘坊

パティスリー プチ リュクス

静間町 ／ 五十猛町
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和田珍味本店

五十猛町1550-1

0854-87-0030

海の店

五十猛町157-18

0854-87-0725

Stay&Cafe WAMOTO

静間町287-1

0854-86-8968

港の宿

静間町287-1

0854-86-8968

ささき
和本

波根町 ／ 久手町 ／ 鳥井町
道の駅

ロード銀山

久手町刺鹿1945-1

0854-82-1991

海鮮割烹

朝日

久手町波根西396-4

0854-85-8431

漁師料理

活海

鳥井町鳥井135乙

090-5694-1798

武田旅館

波根町1322-5

0854-85-8635

金子旅館

波根町1345

0854-85-7130

馬庭酒店

久手町刺鹿2403

0854-82-8824

岡富商店

久手町波根西1988-3

0854-82-8102

大森町
食堂カフェ gui

大森町イ793-1

0854-89-0332

お食事処

大森町ハ44-1

0854-89-0106

大森町イ804

0854-89-0005

大森町二183

0854-89-0347

石見銀山世界遺産センター

大森町イ1597-3

0854-89-0183

有馬光栄堂

大森町ハ141

0854-89-0629

石見銀山おみやげ処

大森町イ824-3

0854-88-9950

鳩庵

大森町イ812

070-5056-0055

大森町イ590

0854-89-0618

石見銀山ガイドの会

大森町イ824-3

0854-89-0120

石見銀山資料館

大森町ハ51-1

0854-89-0846

重要文化財

大森町ハ63

0854-89-9003

大森町ハ118-1

0854-89-0932

大森町ハ185

0854-89-0077

大森町ハ159-1

0854-89-0022

羅漢寺

おおもり
五百羅漢

石見銀山

鮮魚

龍源寺間歩

中田商店

熊谷家住宅

代官所地役人
石見銀山

旧河島家

群言堂

本店

他郷阿部家

三瓶町 ／ 山口町
国民宿舎

三瓶町志学2072-1

0854-83-2011

三瓶町志学ロ1730-11

0854-83-2215

三瓶町志学ロ347-1

0854-83-2813

SANBE BURGER

三瓶町多根1125-2

0854-86-0200

石見ワイナリー

三瓶町志学ロ1640-2

0854-83-9103

石見の杜 星空のレストラン

三瓶町志学ロ1640-2

0854-83-9103

三瓶山北の原キャンプ場

三瓶町多根1121-1

0854-86-0152

島根県立三瓶自然館サヒメル
さんべ縄文の森ミュージアム
（三瓶小豆原埋没林公園）
三瓶こもれびの広場 木工館

三瓶町多根1121-8

0854-86-0500

三瓶町多根ロ58-2

0854-86-9500

山口町山口1638-1

0854-86-0182

車中泊・バイク旅・そと遊びSORANIN

山口町山口239

0854-86-0171

さんべ温泉

さんべ荘

そば工房

そばカフェ湯元
木の香

3 ページ

仁摩町
おさかな処

仁摩町仁万1415-5

0854-88-3075

仁摩町仁万1304-3

0854-88-4503

れすとらんココット

仁摩町天河内711-1

0854-88-3042

湯迫温泉旅館

仁摩町天河内853-2

0854-88-2558

仁摩サンドミュージアム

仁摩町天河内975

0854-88-3776

ビーバード

仁摩町仁万810-2

0854-88-3511

御食事処

料理かめや
たお

温泉津町
路庵

温泉津町温泉津ロ31番地

0855-65-2777

cafeste Yo-hen

温泉津町上村40-3

090-4698-9850

旅館ますや

温泉津町温泉津ロ32

0855-65-2515

もりもと旅館

温泉津町温泉津ロ1-1

0855-65-2114

なかのや旅館

温泉津町温泉津ロ12-2

0855-65-2041

のがわや旅館

温泉津町温泉津ロ30

0855-65-2811

輝雲荘

温泉津町温泉津ロ202-1

0855-65-2008

廣島屋旅館

温泉津町温泉津ロ205-10

0855-65-2017

髙見屋旅館

温泉津町小浜イ19-1

0855-65-2012

WATOWA

温泉津町温泉津ロ19-1

090-9349-6558

湯るり

温泉津町温泉津ロ201

090-9349-6558

HÏSOM

温泉津町温泉津イ588-1

090-9349-6558

燈 Tomoru

温泉津町温泉津ロ119

090-9349-6558

スーパーおがわ

温泉津町温泉津ロ65番地

0855-65-2636

ゆう・ゆう館

温泉津町温泉津イ791-4

0855-65-2065

有限会社

椿窯

温泉津町温泉津イ665-30

0855-65-2022

株式会社

小林工房

温泉津町小浜イ308-2

0855-65-2565

温泉津やきもの館

温泉津町温泉津イ22-2

0855-65-4193

福光石

温泉津町福光ハ107-1

0855-65-2998

温泉津町温泉津ロ156

0855-65-2998

石切り場見学

ゆのつ温泉夜神楽定期公演
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