新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、来店客の減少や売上機会の損失等により、まつえ北商工会
管内（鹿島・島根・八束・美保関）も幅広い業種が大幅な売上減少に直面しております。当商工会ではこの
危機的状況を鑑み、コロナ禍に負けまいと懸命に頑張っている「会員飲食店」をＰＲさせて頂きます。
住民の皆様には、これまで以上に地元飲食店のご利用をお願い申し上げます。
※島根県や松江市等が発行する「プレミアム飲食券」の利用可否については各店へお尋ねください。

萬隆

鹿島町
住所：鹿島町武代228-11
電話：82-1323

多久食堂

当店の一押し！！
炊込ご飯定食：980円（込）
地物の魚料理（刺身、煮つ
け等）を中心とした季節の炊
き込みご飯の定食です。当
店１番人気のメニューです♪

カフェ マリンベル

当店の一押し！！
ヤング丼：700円（込）
ご飯にたっぷりの野菜と豚肉
のカットステーキをのせ、特
製和風ダレをかけて仕上げ
たあっさりとした丼ぶりです。
営業：10：00～19：00
定休：月曜日
川を眺めながら食事をしたり
おしゃべりをしたり、ゆっくりと
した時間を過ごしませんか？
モーニングメニューもご準備
しております♪
ウッドデッキでオープンカフェ
も楽しめます。

住所：鹿島町北講武885-7 営業：11時～14時30分、17時30分～20時30分

住所：鹿島町佐陀宮内825-1 営業：9：00～18：00

電話：82-9300

定休：木曜、第１・３月曜

電話：82-2880

定休：火曜日

当店の一押し！！
冷やしぜんざい：600円（込）
神在発祥の佐太神社。
夏は『冷やしぜんざい』小豆
には熱や老廃物を排出効果
有。福豆、金時豆に黒糖を
加えミネラルたっぷり。

雑貨かふぇきつね福

【期間限定￥500～￥700】
素材にこだわった今だけのお
得なお弁当はいかがです
か？
唐揚げ弁当、カツカレー弁
当、お子様弁当など種類も
豊富です♪

佐陀乃だんだん家

住所：鹿島町名分1348-1
電話：82-1104

いやしの森

住所：鹿島町上講武1582
電話：82-2526

営業：10：00～16：00
定休：不定休
緑の空間川のせせらぎ鳥の
さえずり森林浴降り注ぐ天然
のマイナスイオン。
松江唯一のいやしの空間で
す。
施設内に喫茶コーナーありま
す。

住所：鹿島町名分1348-10 営業：11～18時（18時以降要予約）

電話：67-3199

定休：火曜日

島根町

営業：10：00～16：00
営業日:金・土（要問合せ）

潮風サロンなぎさ

かふぇ さむたいむ
「マリンプラザしまね」内に
て、加賀地区で捕れた「さざ
え」と「御手洗米」を使用した
「さざえ御飯定食（８００円）」
がおすすめです。

住所：島根町加賀6120-14 営業：11:00 ～ 15:00
電話：85-3568
定休：火曜日

写真の「サービスランチ」がお
すすめです。
ワンプレートの中に数種類バ
ランスを考えて盛り込むよう
にしています。
住所：島根町加賀309
電話：090-2299-2626

営業：11～16時(変更有)
定休：月曜・金曜・土曜

居酒屋 ふれあい

LOCO BLUE(ﾛｺﾌﾞﾙｰ)
少人数から20名くらいまで貸
し切りで対応可能です。
おまかせメニュー（一人２千
円から３千円）のご予約をお
待ちしております。

住所：島根町野波1246
電話：85-2518

民宿なかよし

営業：予約にて営業
定休：不定休
日本海の新鮮な魚介類と地
元の食材を使った料理で
す。
写真は磯定食(税別2,700
円)です。
ご予約をお待ちしておりま
す。

住所：島根町野波1169
電話：40-9271

７月に飲食店を始めました。
ワッフル、かき氷をやってま
す。
ソフトドリンクやビールもありま
すよ。
お越しをお待ちしています♪
営業：9：00～18：00
定休：月曜日

民宿やまね
会合や法事等に、民宿のお
弁当（1,080円～3,240円く
らい）はいかがでしょうか？
近所は配達も可能ですの
で、お問合せください。

住所：島根町野波2281 営業：夏場11～13時(他要予約) 住所：島根町野井13-3
電話：85-3150
定休：不定休
電話：85-2396

営業：予約にて営業
定休：不定休

居酒屋よっち
9月オープン予定。
昼は定食、夜は居酒屋でお
客様をお待ちしております。
仕出し弁当、オードブルの対
応も承ります。

八束町

住所：島根町野波364-1 営業：11～13時、17～21時
電話：090-7995-1244
定休：月曜日

さわみや

江島牡丹園（深見草）
自慢のタレを使い関西風に
焼き上げた蒲焼きは、地元
の人に愛される逸品です。
鰻料理以外のメニューもご
用意しています。
住所：八束町167-1
電話：76-2254

営業：9：30～17：00
定休：日曜日・祝日

鰻料理、会席料理など季節
を通じて旬の味をお届けしま
す。
仕出し・宴会承ります。（要予
約）
住所：八束町入江345-5
電話：76-3393

DAIKON

潮風工房まつむら屋
開放的なテラス席でラーメン
はいかがですか。
トマトが入ったピリ辛ラーメン
「トマタン」や、甘酢唐揚げ等
ご用意しております。
住所：八束町入江1211-5
電話：090－8066－0323

大根島牡丹園内えびす亭

住所：八束町波入2086
電話：76-3214

営業：11：30～
定休：不定休

営業：11:00～14:00／17:30～21:00

定休：水曜日
美味しい手打ちの蕎麦をご
堪能ください。
割子蕎麦・釜揚げ蕎麦等各
種、うな重・うな丼・天ぷらを
ご用意しております。
テイクアウト可。
営業：11：00～13：00ごろ
定休：水曜日

大山・中海の景色を眺めな
がら地元食材を使用した創
作パスタ・コーヒーをご提供し
ます。
テイクアウト可。
住所：八束町波入768-2
電話：61-8382

中華料理シルク

住所：八束町江島598
電話：76-2983

営業：10：00～18：00
定休：月・火曜日 変更有
創業37年。
お勧めは当時から人気の「シ
ルクメン」他各種中華料理を
品揃えしてお待ちしておりま
す。
テイクアウト可。
営業：11:30～15:00／17:00～20:30

定休：火曜日

由志園食事処

由志園竹りん
高麗人蔘やうなぎなど、郷土
色豊かな、旬の食材を盛り
込んだ、華やかな味わいをご
賞味ください。（要予約）

住所：八束町波入1260-2
電話：76-2255

営業：9：00～17：00
定休：12/30・31

由志園茶房「一望」

庭園の池泉を一望できるカ
フェです。
オーダーして焙煎したコー
ヒー豆や高麗人蔘茶、地元
産の牛乳、抹茶、卵などを使
用しています。
ドリンクのテイクアウト可。
日本庭園由志園内。

住所：八束町波入1260-2
電話：76-2255

営業：9：00～16：30ラストオーダー

定休：12/30・31

焼きもんやこま

地元産そば粉を用いた出雲
そばや季節の食材で郷土料
理を楽しんでいただけます。
日本庭園由志園内。

住所：八束町波入1260-2
電話：76-2255

漁師料理 波魚丸

童心の宿なみ路

住所：八束町亀尻281
電話：67-6769

定休：12/30・31
境港にて新鮮な魚介類を仕
入れ、ご予約いただいたお
客様に鮮度にこだわった、そ
の時々の珍しいものをご提供
します。
松葉がにのお料理はぜひご
賞味下さい。

住所：八束町入江327-1
電話：76-2622

営業：11:30～14:00／17:30～22:00

うなぎ処山美世

大正3年創業の鰻料理専門
店。大根島の地下水に放った
国産活鰻を関西風に焼き上げ
ています。
秘伝のタレをつかって焼き上げ
た鰻は、一度食べたら忘れられ
ない味です。15:00～17:00は
持ち帰りのみです。

おでん・焼き鳥をメインとした
居酒屋です。
25名様くらいまでのご予約も
承っています。

住所：八束町波入2383-2
電話：76-3789

営業：11：00～14：30ラスオーダー

定休：月曜日

営業：17:00～22:00
定休：月曜日

住所：八束町江島1128-10 営業：11:00～15:00オーダーストップ14：30
電話：76-3198
定休：1／1～1／7・11／16

豊かな黒土から採れる野菜
や近海の新鮮な貝や魚を
使った料理をご用意します
（要予約）。
築90年の古民家を改装した
簡易宿所（ゲストハウス）で
す。

料理 活八（いけはち）

由志園から約500mの所に
ある、活きのよい地魚料理が
美味しいアットホームなお店
です。
地魚料理、鰻料理、お寿
司、お弁当など要予約で承り
ます。

営業：9:00～21:00
定休：不定休

住所：八束町波入560
電話：76-2348

営業：11：00～20：00
定休：不定休

tori pain（トリパン）
焼きたてパンの他、こだわり
のパンを多品種揃えていま
す。

住所：八束町波入1987-1
電話：090-7775-4986

朝日館

美保関

営業：10:00～18:00
定休：日・月・水・金
美保関漁港前の御食事処。
新鮮な地魚を使った美保関
漁港おまかせ定食、手打ち
そば、魚介一品料理をご賞
味ください。
美保関大敷網水揚げ魚
100%使用。

住所：美保関町美保関554 営業：11:00～17:00
電話：73-0551
定休：不定休

阿川食堂

美保関漁港前の御食事処。
新鮮な地魚を使ったイカ刺
定食、各種丼物（海鮮丼は
要予約）をご賞味ください。
「島根県産炙り岩のり」を
サービスいたします。

住所：美保関町美保関506-1 営業：11:00～15:00

電話：73-0538

定休：不定休

喫茶クリフネ

美保神社前の喫茶店。
落ち着いた雰囲気の店内
で、コーヒーや紅茶、軽食
（キャラメルトースト、白玉ぜ
んざい等）でおくつろぎくださ
い。

住所：美保関町美保関602 営業：9:00～17:00
電話：73-0788
定休：水曜日

味処まつや

住所：美保関町森山716
電話：72-2327

樹海

住所：美保関町七類392
電話：72-3184

境港産ベニズワイガニをふん
だんに使った紅ズワイ定食、
新鮮な地魚を使った各種定
食などをご賞味ください。
海産物の直売、テイクアウト
メニューもあります。

かもめ亭

住所：美保関町美保関586 営業：11:00～14:00
電話：73-0011
定休：月曜日

美保関灯台ビュッフェ

アットホームな雰囲気でゆっ
たりくつろげるカラオケスナッ
ク。プロジェクター大画面カラ
オケ完備。送迎対応可。
第２・第４日曜日は13:00か
ら営業しています。

旧市内

営業：夕方～
定休：火曜日

かどや
おすすめは「しまね和牛炙り
(1皿900円＋税)」です。
こぢんまりとした店内ですが、
旬な地元の食材を活かした
料理が楽しめます。

住所：松江市寺町177 営業：18～22時(1H短縮営業) 住所：松江市東本町1-78
電話：21-3339
定休：日曜日
電話：090-5262-9014

住所：松江市東本町1-13
電話：090-5262-9014

眼前に広がる雄大な空と海
を眺めながら、新鮮な地魚を
使った御前のいかめし、いか
丼、地魚のスペシャルラン
チ、海鮮ハーブプレートをご
賞味ください。

住所：美保関町美保関1388-10 営業：9:00～16:00
営業：11:00～14:30
定休：日曜日、GW、盆、正月 電話：73-0211
定休：木曜日

Dining 樂旬

らあめん居酒屋 笑ちゃんず

福間館２Ｆの御食事処。
新鮮な地魚を使った海鮮丼
や各種定食をご賞味くださ
い。
「海のお弁当」配達承りま
す。（平日のみ・松江市内・
10個以上）

自家製のたれに付け込んだ
「とり唐揚」が人気です。
ラーメンは「ゆず塩ラーメン」
が人気です。
カラオケも完備しております
♪
営業：18:00 ～ 25:00
定休：火曜日

松本蕎麦店

住所：白潟本町43スティックビル1階

電話：28-7131

居酒屋 若貴

境港市

鶏料理を中心に焼き物や鍋
などを提供している居酒屋で
す。
鶏鍋、鶏唐揚げ、焼き鳥、鶏
シューマイなどがおすすめで
す。
営業：17:00 ～ 23:00
定休：火曜日
先代から伝授されたそば出
汁と、地元産中心のそば粉
で手打ちしております。
出雲そばと言えば冷たい割
子そばが有名ですが温かい
釜揚げそばもご賞味あれ。
営業：11：00～16：00
定休：火曜日・第2水曜日
昼は「日替り定食」などを中
心に、夜は鮮度の良い地魚
を使った料理を提供していま
す。
弁当（昼）配達可。宴会の送
迎可。※利用できるプレミア
ム食事券は境港市発行

住所：境港市外江町3369-1 営業：１１：３０～１４：００、１７：３０～２４：００
電話：0859-44-7460
定休：日曜日

