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hchamber@hirata-cci.or.jp
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【雲州平田】
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● 十六島海苔、わかめ、めのは
● 宍道湖しじみ
● 生姜糖
● 西条柿、富有柿
● さしみ醤油、醤油
● 蒲鉾、あご野焼き、豆富かまぼこ
● 一畑茶、唐川茶
● 日本酒、梅酒
● 出雲そば
● 甘鯛
● ブロッコリー

平田の味自慢・お土産

● 一畑電車雲州平田駅 ／TEL：0853-62-2133

● サンフラワー観光（貸切バス）／TEL：0853-63-1261

● タクシー
　アタゴタクシー／TEL：0853-62-3400

　出雲一畑交通／TEL：0853-63-4141

● 電動レンタサイクル／雲州平田駅 

● 平田生活バス／TEL：0853-62-3015

交通

● 一畑山コテージ
　　　小境町803　TEL：0853-67-0211

● NIPPONIA出雲平田木綿街道
　　　平田町831-1　TEL：0853-31-9202

● ひらたメイプルホテル
　　　平田町2451　TEL：0853-62-0770

● ホテルほり江
　　　平田町1826-20　TEL：0853-62-2218

● 民宿なかや
　　　河下町1561-5　TEL：0853-66-1063

● 持田屋旅館
　　　平田町幸町1023　TEL：0853-62-2551

宿泊施設

飲食店／居酒屋／Bar・スナック／
カフェ・喫茶／その他



飲食店 飲食店

2 天霧　中ノ島店

〒691-0001 出雲市平田町7553
0853-63-5188
11:00～21:00
なし

あまぎり　なかのしまてん

当店では地産地消にこだわり、食の安心・安全を大切に
しています。朝打ち熟成うどん、出雲そばをはじめ、し
まね和牛、奥出雲ポーク、大山鶏など厳選吟味した食材
を使用。天然四種のダシをベースに地元の方に好まれる
味とボリューム感で親しまれています。

お得情報

日替りメニューとしてその
月の旬の食材を生かした
メニューを提供。

旬の味覚を繊細に味わえる和食処です。お昼はおすすめ膳でお
出迎え、夜は地酒と自慢の味とメニューで心地良い語らいに美
味しさを添えて、ゆったりとした和風空間でのお食事をお楽し
み下さい。各種お祝い行事等特別な日となる様々なシーンで思
い出となるお食事をご用意致します。又、故人を懐かしく偲び
穏やかに語らう法要、真心込めておもてなし致します。お祝い
事、ご法要等お持ち帰り用折詰を始めました。詳細に付きまし
てはお問合せ下さい。

4 お食事処一式亭
（いずも縁結び温泉ゆらり）

〒691-0001 出雲市平田町7178
いずも縁結び温泉ゆらり　　0853-62-1234
11:30～14:30（L.O 14:00）
17:30～20:30（L.O 20:00）　　毎週火曜日

おしょくじどころいっしきてい

おすすめ

  当店おすすめ3品
  ①海鮮丼
  ②やみつき鶏膳
  ③鯖の梅煮膳

8 三葉亭
（平田ショッピングセンターVIVA）

〒691-0001 出雲市平田町1708-1
平田ショッピングセンターVIVA内
0853-62-0061
11:00～14:00／15:00～17:00　　火曜日

さんようてい

～自家製生めん～
エルパティオ三葉園
で製造してます。
もっちりたまご麺！！
ちぢれ麺が特徴です。

～手造りチャーシュー～
じっくり煮込んだや
わらかい手造り商品。
1 番人気は特製ラー
メン 510 円！

おすすめ

昔ながらの
醤油ラーメンを始め、
味噌ラーメン、
チャーシューラーメン、
塩ラーメンがおすすめ

1 味彩　さかもと

島根県産の新鮮な食材を使用し美味しいお料理、地酒を
ご用意してお待ちしております。お一人からお友達同士、
ご家族等様々なシーンにご利用出来ます。人生の節目の
お祝い、大切な集いにおもてなしの心を込めてお手伝い
させて頂きます。

おすすめ

　お昼のランチは、
　　　女性に大人気！！
　味彩御膳
　1,100円(税込)
※その他、豊富なメニュー
　を取り揃えています。

あじさい　さかもと

〒691-0001 出雲市平田町2265
0853-62-1671
11:00～13:30／17:00～21:30
不定休

鶏ガラをベースに魚介類のだしを効かせたあっさり醤油
スープに背油でコクをプラス。スープがよくからむ平麺
でうまさ倍増なのが尾道ラーメンスタイル。
最後の一滴までこだわりの味を楽しめます。

5 尾道ラーメン　鼓六家

〒691-0001 出雲市平田町7553
0853-63-5188
11:00～14:30
日曜日、祝日、盆、正月

おのみちらーめん　ころくや

お得情報

平日限 定でラーメンにお
むすび2個又はイナリ寿司
3個がついた定食が気軽に
食べれて好評です。

3 Izumo Brewing Co. MOMEN

〒691-0001 出雲市平田町新町831-3
0853-88-9040
18:00～23:00（L.O 22：00）
毎週水曜日・木曜日

いずもぶりゅーいんぐかんぱにーもめん

お得情報

当社オリジナルビール
Punkish IPA、RED IPA、
Citrus Kiss IPA
そのほか当社が開発した
新作ビールをご提供してい
きます。

Izumo Brewing Co. オ
リジナルクラフトビール
とシェフこだわりの料理
をお楽しみいただけるカ
ジュアルフレンチのお店
です。

「出雲からクラフトビー
ルと料理を広げていく」
をポリシーに掲げており
ます。
季節ごとの料理とこだわ
りのビールを存分にお楽
しみください。

広島風お好み焼を注文を受けて焼き、アツアツを召し上
がっていただきます。

6 カチャカチャDo　平田店

〒691-0076 出雲市園町1412-1
0853-62-0930
11:00～14:30／17:00～21:00
火曜日（祝日は営業）

かちゃかちゃどぅ　ひらたてん

おすすめ

　・牛すじ肉玉焼き
　　　　　　1,250円
　・ホワイトチーズ焼き
　　　　　　1,050円等
　大人気

7 ごはん屋　棉の花

〒691-0001 出雲市平田町841
0853-62-2631
11:00～14:00
火曜日

ごはんや　わたのはな

木綿街道の観光案
内所　木綿街道交
流館内の和風のお
食事処です。定食
もお持ち帰り（各
種折詰弁当、オー
ド ブ ル な ど）も、
手間を惜しまずに
店内調理し、安全
で美味しいお料理
をお召し上がりい
ただけます。

お得情報

木綿街道ガイドと温泉入
浴割引券がセットになった
ランチがおススメ。



飲食店 飲食店

2 天霧　中ノ島店

〒691-0001 出雲市平田町7553
0853-63-5188
11:00～21:00
なし

あまぎり　なかのしまてん

当店では地産地消にこだわり、食の安心・安全を大切に
しています。朝打ち熟成うどん、出雲そばをはじめ、し
まね和牛、奥出雲ポーク、大山鶏など厳選吟味した食材
を使用。天然四種のダシをベースに地元の方に好まれる
味とボリューム感で親しまれています。

お得情報

日替りメニューとしてその
月の旬の食材を生かした
メニューを提供。

旬の味覚を繊細に味わえる和食処です。お昼はおすすめ膳でお
出迎え、夜は地酒と自慢の味とメニューで心地良い語らいに美
味しさを添えて、ゆったりとした和風空間でのお食事をお楽し
み下さい。各種お祝い行事等特別な日となる様々なシーンで思
い出となるお食事をご用意致します。又、故人を懐かしく偲び
穏やかに語らう法要、真心込めておもてなし致します。お祝い
事、ご法要等お持ち帰り用折詰を始めました。詳細に付きまし
てはお問合せ下さい。

4 お食事処一式亭
（いずも縁結び温泉ゆらり）

〒691-0001 出雲市平田町7178
いずも縁結び温泉ゆらり　　0853-62-1234
11:30～14:30（L.O 14:00）
17:30～20:30（L.O 20:00）　　毎週火曜日

おしょくじどころいっしきてい

おすすめ

  当店おすすめ3品
  ①海鮮丼
  ②やみつき鶏膳
  ③鯖の梅煮膳

8 三葉亭
（平田ショッピングセンターVIVA）

〒691-0001 出雲市平田町1708-1
平田ショッピングセンターVIVA内
0853-62-0061
11:00～14:00／15:00～17:00　　火曜日

さんようてい

～自家製生めん～
エルパティオ三葉園
で製造してます。
もっちりたまご麺！！
ちぢれ麺が特徴です。

～手造りチャーシュー～
じっくり煮込んだや
わらかい手造り商品。
1 番人気は特製ラー
メン 510 円！

おすすめ

昔ながらの
醤油ラーメンを始め、
味噌ラーメン、
チャーシューラーメン、
塩ラーメンがおすすめ

1 味彩　さかもと

島根県産の新鮮な食材を使用し美味しいお料理、地酒を
ご用意してお待ちしております。お一人からお友達同士、
ご家族等様々なシーンにご利用出来ます。人生の節目の
お祝い、大切な集いにおもてなしの心を込めてお手伝い
させて頂きます。

おすすめ

　お昼のランチは、
　　　女性に大人気！！
　味彩御膳
　1,100円(税込)
※その他、豊富なメニュー
　を取り揃えています。

あじさい　さかもと

〒691-0001 出雲市平田町2265
0853-62-1671
11:00～13:30／17:00～21:30
不定休

鶏ガラをベースに魚介類のだしを効かせたあっさり醤油
スープに背油でコクをプラス。スープがよくからむ平麺
でうまさ倍増なのが尾道ラーメンスタイル。
最後の一滴までこだわりの味を楽しめます。

5 尾道ラーメン　鼓六家

〒691-0001 出雲市平田町7553
0853-63-5188
11:00～14:30
日曜日、祝日、盆、正月

おのみちらーめん　ころくや

お得情報

平日限 定でラーメンにお
むすび2個又はイナリ寿司
3個がついた定食が気軽に
食べれて好評です。

3 Izumo Brewing Co. MOMEN

〒691-0001 出雲市平田町新町831-3
0853-88-9040
18:00～23:00（L.O 22：00）
毎週水曜日・木曜日

いずもぶりゅーいんぐかんぱにーもめん

お得情報

当社オリジナルビール
Punkish IPA、RED IPA、
Citrus Kiss IPA
そのほか当社が開発した
新作ビールをご提供してい
きます。

Izumo Brewing Co. オ
リジナルクラフトビール
とシェフこだわりの料理
をお楽しみいただけるカ
ジュアルフレンチのお店
です。

「出雲からクラフトビー
ルと料理を広げていく」
をポリシーに掲げており
ます。
季節ごとの料理とこだわ
りのビールを存分にお楽
しみください。

広島風お好み焼を注文を受けて焼き、アツアツを召し上
がっていただきます。

6 カチャカチャDo　平田店

〒691-0076 出雲市園町1412-1
0853-62-0930
11:00～14:30／17:00～21:00
火曜日（祝日は営業）

かちゃかちゃどぅ　ひらたてん

おすすめ

　・牛すじ肉玉焼き
　　　　　　1,250円
　・ホワイトチーズ焼き
　　　　　　1,050円等
　大人気

7 ごはん屋　棉の花

〒691-0001 出雲市平田町841
0853-62-2631
11:00～14:00
火曜日

ごはんや　わたのはな

木綿街道の観光案
内所　木綿街道交
流館内の和風のお
食事処です。定食
もお持ち帰り（各
種折詰弁当、オー
ド ブ ル な ど）も、
手間を惜しまずに
店内調理し、安全
で美味しいお料理
をお召し上がりい
ただけます。

お得情報

木綿街道ガイドと温泉入
浴割引券がセットになった
ランチがおススメ。



飲食店 飲食店

16 なかやま商店

〒691-0074 出雲市小境町2117
0853-67-0029
9:00～17:00
不定休（基本年中無休）

なかやましょうてん

一畑薬師名物の蒸しまんじゅう。梅やしその自家製ドリ
ンクや、昔懐かしい甘がい（甘酒）も手作りしています。
精進料理は、手作りにこだ
わっています。

（4 日前までに要予約）
島根県産商品もあります。

10 島根和牛焼肉　まんまる

〒691-0001 出雲市平田町2428-5
0853-25-7478
17:00～23:00（L.O 22：30）
不定休

しまねわぎゅうやきにく　まんまる

おいしい島根和牛と食べ放題の店。
食べ放題は値段が決まっているので安心会計。
最大 70 名様まで可。宴会等にどうぞ。

お得情報

毎月29日は肉の日イベン
ト、ガラポン抽選開催。（ハ
ズレなし）

12 寿し処　こいし

〒691-0001 出雲市平田町ラーバン中ノ島7355
0853-62-9789
11:00～L.O 13：30／18:00～L.O 20：30
水曜日

お得情報

特に冬は底曵き船もあり、
魚種が豊富です。

すしどころ　こいし

地元でとれた魚を店長自ら仕入れておだしします。
またシャリも雲南のコシヒカリを使用しています。

当店では出雲そば
の定番、割子そば、
釡 揚 げ そ ば に 加
え、鴨南蛮そばや
生湯葉そばなど豊
富なメニューがあ
り、夜 は、そ ば に
加えて一品料理や
宴会用の会席コー
ス、鴨 鍋 コ ー ス、
ちゃんこ鍋コース
などもご用意して
います。

14 そば処・喜多縁

〒691-0001 出雲市平田町989-4
0853-31-4259
水～日　11:30～14:00／17:30～20:00
　　月　11:30～14:00　　火曜日

そばどころ　きたえん

お得情報

ＬＩＮＥ会員には月替わり
そばが100円引きです。

15 中華料理　楽盛

〒691-0001 出雲市平田町2110-8
0853-62-3066
11:00～14:00／17:00～21:30
水曜日

ちゅうかりょうり　らくせい

店内に入ると中華料理の独特の良い香りが漂う。ランチ時には、
満席になることも多く、幅広いメニューで人を飽きさせない。
価格も安価でコスパが良い。客席は、カウンター、テーブル、
座敷があり、一人からお友達同士、ご家族等様々な用途に合わ
せて利用可能。小さいお子様連れでも気兼ねなくお食事が楽し
める。

おすすめ

特大唐揚げが当店の一番
人気。その他、ラーメンでも
うどんでもない中国の歴
史名城『西安』に今も伝わ
る伝統料理『刀削麺』も人
気である。

13 そば処　出雲えにし

〒691-0711 出雲市大社町杵築南836-1
0853-53-0165
11:00～16:00（そばがなくなり次第終了）
毎週水曜日（不定休あり）

そばどころ　いずもえにし

出雲市大社町神門通り、竹野屋旅館さん入口角にある。
自家製粉のお店『出雲えにし』出雲の玄そば「出雲の舞」を、
製粉したおそばが食べられます。又、店内は和の作りに
成っており、バリアフリーなので、車イスのお客様でも
気軽にご利用できます。

おすすめ

十割そば
おにぎりセット
（数量限定）

11 翠苑　平田店

〒691-0073 出雲市美野町1662-1
0853-69-1111
11:00～20:00
毎週月曜日（祝日の場合は翌日定休）

すいえん　ひらたてん

宍道湖を眺めながらお食事が出来る最高のロケーション。
30年変わらない味。坦々麺をはじめ四川料理を主に提供
しています。

おすすめ

平日（火曜日～金曜日）
店主こだわりの翠苑ランチ
9種類のおかずが召し上が
れます。3種類は週替わり
です。（15食限定）

9 仕出し　割烹　本庄屋

お得情報

平田名産の豆 腐かまぼこ
をはじめ、各種かまぼこも
発売しております。

しだし　かっぽう　ほんじょうや

〒691-0001 出雲市平田町1150-1
0853-63-2478
9:00～
不定休

昼と夜、各1組様限定
の完全貸し切りで営
業 し て い ま す の で、
他のお客様を気にす
る こ と な く プ ラ イ
ベート空間でゆっく
りとお食事をお楽し
みください。
完全予約制でご予約
の2日前までにご連絡
ください。



飲食店 飲食店

16 なかやま商店

〒691-0074 出雲市小境町2117
0853-67-0029
9:00～17:00
不定休（基本年中無休）

なかやましょうてん

一畑薬師名物の蒸しまんじゅう。梅やしその自家製ドリ
ンクや、昔懐かしい甘がい（甘酒）も手作りしています。
精進料理は、手作りにこだ
わっています。

（4 日前までに要予約）
島根県産商品もあります。

10 島根和牛焼肉　まんまる

〒691-0001 出雲市平田町2428-5
0853-25-7478
17:00～23:00（L.O 22：30）
不定休

しまねわぎゅうやきにく　まんまる

おいしい島根和牛と食べ放題の店。
食べ放題は値段が決まっているので安心会計。
最大 70 名様まで可。宴会等にどうぞ。

お得情報

毎月29日は肉の日イベン
ト、ガラポン抽選開催。（ハ
ズレなし）

12 寿し処　こいし

〒691-0001 出雲市平田町ラーバン中ノ島7355
0853-62-9789
11:00～L.O 13：30／18:00～L.O 20：30
水曜日

お得情報

特に冬は底曵き船もあり、
魚種が豊富です。

すしどころ　こいし

地元でとれた魚を店長自ら仕入れておだしします。
またシャリも雲南のコシヒカリを使用しています。

当店では出雲そば
の定番、割子そば、
釡 揚 げ そ ば に 加
え、鴨南蛮そばや
生湯葉そばなど豊
富なメニューがあ
り、夜 は、そ ば に
加えて一品料理や
宴会用の会席コー
ス、鴨 鍋 コ ー ス、
ちゃんこ鍋コース
などもご用意して
います。

14 そば処・喜多縁

〒691-0001 出雲市平田町989-4
0853-31-4259
水～日　11:30～14:00／17:30～20:00
　　月　11:30～14:00　　火曜日

そばどころ　きたえん

お得情報

ＬＩＮＥ会員には月替わり
そばが100円引きです。

15 中華料理　楽盛

〒691-0001 出雲市平田町2110-8
0853-62-3066
11:00～14:00／17:00～21:30
水曜日

ちゅうかりょうり　らくせい

店内に入ると中華料理の独特の良い香りが漂う。ランチ時には、
満席になることも多く、幅広いメニューで人を飽きさせない。
価格も安価でコスパが良い。客席は、カウンター、テーブル、
座敷があり、一人からお友達同士、ご家族等様々な用途に合わ
せて利用可能。小さいお子様連れでも気兼ねなくお食事が楽し
める。

おすすめ

特大唐揚げが当店の一番
人気。その他、ラーメンでも
うどんでもない中国の歴
史名城『西安』に今も伝わ
る伝統料理『刀削麺』も人
気である。

13 そば処　出雲えにし

〒691-0711 出雲市大社町杵築南836-1
0853-53-0165
11:00～16:00（そばがなくなり次第終了）
毎週水曜日（不定休あり）

そばどころ　いずもえにし

出雲市大社町神門通り、竹野屋旅館さん入口角にある。
自家製粉のお店『出雲えにし』出雲の玄そば「出雲の舞」を、
製粉したおそばが食べられます。又、店内は和の作りに
成っており、バリアフリーなので、車イスのお客様でも
気軽にご利用できます。

おすすめ

十割そば
おにぎりセット
（数量限定）

11 翠苑　平田店

〒691-0073 出雲市美野町1662-1
0853-69-1111
11:00～20:00
毎週月曜日（祝日の場合は翌日定休）

すいえん　ひらたてん

宍道湖を眺めながらお食事が出来る最高のロケーション。
30年変わらない味。坦々麺をはじめ四川料理を主に提供
しています。

おすすめ

平日（火曜日～金曜日）
店主こだわりの翠苑ランチ
9種類のおかずが召し上が
れます。3種類は週替わり
です。（15食限定）

9 仕出し　割烹　本庄屋

お得情報

平田名産の豆 腐かまぼこ
をはじめ、各種かまぼこも
発売しております。

しだし　かっぽう　ほんじょうや

〒691-0001 出雲市平田町1150-1
0853-63-2478
9:00～
不定休

昼と夜、各1組様限定
の完全貸し切りで営
業 し て い ま す の で、
他のお客様を気にす
る こ と な く プ ラ イ
ベート空間でゆっく
りとお食事をお楽し
みください。
完全予約制でご予約
の2日前までにご連絡
ください。



飲食店 飲食店

22 もんぜん

〒691-0001 出雲市小境町2117-3
0853-67-0630
9:00～17:00
不定休

もんぜん

出雲産の蕎麦粉と一畑薬師の御霊水で打った手打ち蕎麦。
香り高くコシの強い麺に合わせた辛めのつゆでご賞味く
ださい。

お得情報

生そばのお持ち帰りも
できます。

19 文吉たまき

〒691-0001 出雲市平田町片原789-17
0853-25-7951
11:00～20:30（L.O 20：00）
不定休

ぶんきちたまき

江戸から明治にか
けて全国に名を馳
せた平田うどんを

「文吉うどん」とし
て 復 刻 さ せ ま し
た！ツ ル っ と し た
のど越しとコシの
あ る 食 感 が 洋風ア
レンジとピッタリ！
ま た「う ど ん の た
ま き」の 定 番 メ
ニューもお召し上
がり頂けます。

お得情報

大人気「うどん定食」も
テイクアウト可能になりま
した！

20 ホテルほり江

〒691-0001 出雲市平田町1826-20
0853-62-2218
10:00～21:00
元旦

ほてるほりえ

おすすめ

期間限定!
肉好きの方におススメの

「島根和牛会席」。

ご婚礼・お祝い・ご法要・各種ご宴会など用途に合わせ、
四季折々の食材をふんだんに使用したお料理でおもてな
しいたします。宴会場は、少人数から大人数までの各洋
室と、約 20 名様がご利用できる和室がございます。

21 まいキッチン湖畔亭
（島根ゴルフ倶楽部）

〒691-0073 出雲市美野町1652
島根ゴルフ倶楽部内2F
0853-67-0016
11:00～14:00　　月曜日・火曜日

まいきっちんこはんてい

宍道湖を一望できる絶景のロ
ケーション。
素材にこだわった料理を提供。
毎週替わる週替わりランチお
すすめ。

お得情報

プロの料理人による
　スペシャルメニューあり

24 ㈲原料理店

特別な日も、なんてことない日常のお食事にも、美味し
いお料理とお酒でおもてなしいたします。
感染症対策にも配慮しています。

お得情報

手作りのちらし寿司は御
好評いただいております。

ゆうげんがいしゃ　はらりょうりてん

〒691-0001 出雲市平田町892
0853-62-2222
11:00～20:00
不定休

平田で営業して30年、「秘伝のたれ」は、親から受け継い
で約70年。厳選された食材を使用し、ひと手間掛け納得
の出来る逸品を提供している。お肉だけではなく、「秘伝
のたれ」の違いも感じて頂きたい。一度来店して食べて
みて下さい。皆さまのご来店お待ちしております。

23 焼肉　高麗

〒691-0001 出雲市平田町1057
0853-62-3060
17:00～23:00
不定休

やきにく　こうらい

おすすめ

塩タン、カルビー、ロース、
ミノ、ビビンバ、キムチ等

18 風風ラーメン　平田店

〒691-0001 出雲市平田町2415-1
0853-62-9191
月～木　11:00～22:00（季節により変更あり）
金・土　11:00～24:00　　不定休

ふうふうらーめん　ひらたてん

一番人気は主力の豚骨ラーメン！
季節によって新メニューが期間限定で登場。
何より焼飯が美味しいとリピーター多数！ぜひお越しく
ださい。

お得情報

平日はお得なランチがあ
ります。（日替り）

17 日本料理　おかや

〒691-0001 出雲市平田町2390-3
0853-63-3167
11:30～L.O 13：20／17:00～L.O 20：30
月曜日

にほんりょうり　おかや

四季折々の地元食材を使った料理が見た目にも美しく、
色とりどりの日本料理が楽しめ、お昼のランチメニュー
も大人気。昼夜を問わずご利用頂ける。「十六島のりと甘
鯛の炊込みご飯」( 要予約 ) が「ふるさとグルメ大賞」受賞、
ぜひ老舗のお味を楽しんで頂きたい。

おすすめ

・ノドグロの釡飯
・島根和牛瓦焼き
・ゲソの石焼き　



飲食店 飲食店

22 もんぜん

〒691-0001 出雲市小境町2117-3
0853-67-0630
9:00～17:00
不定休

もんぜん

出雲産の蕎麦粉と一畑薬師の御霊水で打った手打ち蕎麦。
香り高くコシの強い麺に合わせた辛めのつゆでご賞味く
ださい。

お得情報

生そばのお持ち帰りも
できます。

19 文吉たまき

〒691-0001 出雲市平田町片原789-17
0853-25-7951
11:00～20:30（L.O 20：00）
不定休

ぶんきちたまき

江戸から明治にか
けて全国に名を馳
せた平田うどんを

「文吉うどん」とし
て 復 刻 さ せ ま し
た！ツ ル っ と し た
のど越しとコシの
あ る 食 感 が 洋風ア
レンジとピッタリ！
ま た「う ど ん の た
ま き」の 定 番 メ
ニューもお召し上
がり頂けます。

お得情報

大人気「うどん定食」も
テイクアウト可能になりま
した！

20 ホテルほり江

〒691-0001 出雲市平田町1826-20
0853-62-2218
10:00～21:00
元旦

ほてるほりえ

おすすめ

期間限定!
肉好きの方におススメの

「島根和牛会席」。

ご婚礼・お祝い・ご法要・各種ご宴会など用途に合わせ、
四季折々の食材をふんだんに使用したお料理でおもてな
しいたします。宴会場は、少人数から大人数までの各洋
室と、約 20 名様がご利用できる和室がございます。

21 まいキッチン湖畔亭
（島根ゴルフ倶楽部）

〒691-0073 出雲市美野町1652
島根ゴルフ倶楽部内2F
0853-67-0016
11:00～14:00　　月曜日・火曜日

まいきっちんこはんてい

宍道湖を一望できる絶景のロ
ケーション。
素材にこだわった料理を提供。
毎週替わる週替わりランチお
すすめ。

お得情報

プロの料理人による
　スペシャルメニューあり

24 ㈲原料理店

特別な日も、なんてことない日常のお食事にも、美味し
いお料理とお酒でおもてなしいたします。
感染症対策にも配慮しています。

お得情報

手作りのちらし寿司は御
好評いただいております。

ゆうげんがいしゃ　はらりょうりてん

〒691-0001 出雲市平田町892
0853-62-2222
11:00～20:00
不定休

平田で営業して30年、「秘伝のたれ」は、親から受け継い
で約70年。厳選された食材を使用し、ひと手間掛け納得
の出来る逸品を提供している。お肉だけではなく、「秘伝
のたれ」の違いも感じて頂きたい。一度来店して食べて
みて下さい。皆さまのご来店お待ちしております。

23 焼肉　高麗

〒691-0001 出雲市平田町1057
0853-62-3060
17:00～23:00
不定休

やきにく　こうらい

おすすめ

塩タン、カルビー、ロース、
ミノ、ビビンバ、キムチ等

18 風風ラーメン　平田店

〒691-0001 出雲市平田町2415-1
0853-62-9191
月～木　11:00～22:00（季節により変更あり）
金・土　11:00～24:00　　不定休

ふうふうらーめん　ひらたてん

一番人気は主力の豚骨ラーメン！
季節によって新メニューが期間限定で登場。
何より焼飯が美味しいとリピーター多数！ぜひお越しく
ださい。

お得情報

平日はお得なランチがあ
ります。（日替り）

17 日本料理　おかや

〒691-0001 出雲市平田町2390-3
0853-63-3167
11:30～L.O 13：20／17:00～L.O 20：30
月曜日

にほんりょうり　おかや

四季折々の地元食材を使った料理が見た目にも美しく、
色とりどりの日本料理が楽しめ、お昼のランチメニュー
も大人気。昼夜を問わずご利用頂ける。「十六島のりと甘
鯛の炊込みご飯」( 要予約 ) が「ふるさとグルメ大賞」受賞、
ぜひ老舗のお味を楽しんで頂きたい。

おすすめ

・ノドグロの釡飯
・島根和牛瓦焼き
・ゲソの石焼き　



飲食店 飲食店

30 和風　萩乃屋

〒691-0001 出雲市平田町951-5
0853-63-1984
17:00～23:00（昼食予約制）
水曜日

わふう　はぎのや

地元産の新鮮な魚介類を取扱い、本格的な寿司懐石から
お手軽な巻き寿司等様々な料理を提供。魚をまるごと満
喫できる。気軽にお一人からお友達同士、家族連れ等様々
なシーンにご利用頂ける。

おすすめ

おまかせコース
萩：3,350 円　雪：3,850 円
潤：4,450 円
コース料理には鮨が付いています。
その他にも単品料理があります。

31 和風レストラン　山里波

〒691-0073 出雲市美野町517-1
0853-67-0855
11:00～14:00／17:00～21:00
なし

わふうれすとらん　さんりば

おすすめ

山里波定食という懐石料
理 が人 気 N o .1の 商 品と
なっております。

料理の道一筋の料理長が地元食材を用いた和食料理を提
供しております。ヒレカツ、ハンバーグ、鶏の唐揚げ、
鍋焼きうどん、焼肉定食、といった幅広い世代の方から
好まれるテイクアウトメニューをご用意しております。

27 料亭ほり江

〒691-0001 出雲市平田町2069-2
0853-62-2430
10:00～20:00
火曜日

りょうていほりえ

日本庭園を望みながら、季節に合わせ厳選した特別メ
ニューで皆様をお迎えいたします。ご婚礼などのお祝い
や、ご法要・各種ご宴会など皆様の大切な日、特別な日
を料亭ほり江でお過ごしください。

おすすめ

旬の食材を厳選使用した
懐石料理がオススメです。

25 ㈲よふきや

〒691-0074 出雲市小境町411-4
0853-67-0804
11:00～14:00／17:00～20:00
不定休

ゆうげんがいしゃよふきや

宍道湖を眺めながら食事をお楽しみいただけます。
大小個室もあります。宴会、法事、お祝いの会食も承り
ます。

おすすめ

おすすめは、
一番人気の

海鮮丼！

26 ラーメンうまいぞ武蔵　平田店

〒691-0001 出雲市平田町1581-1
0853-63-3933
11:00～20：00
火曜日

らーめんうまいぞむさし　ひらたてん

地元の麹を使った極上スサノオラーメンやニンニクの効
いたオリジナルのピリ辛ラーメンがオススメです。
自家製のチャーシュー等のテイクアウトも可能です。

お得情報

平日はラーメンに半ライス
（無料）が付きます。

28 料理　以久満

〒691-0001 出雲市平田町2236-8
0853-62-2248
17：00～
不定休

りょうり　いくま

小伊津の白身魚、十六島のり等日本海で獲れた新鮮な食
材をはじめ、全国 ( 豊洲、浜松等 ) の旬のものを取り寄せ、
ひと品ひと品を丁寧に仕上げています。心のこもったお
もてなしでご賞味いただくことが以久満の真髄です。

おすすめ

・江戸前鮨
・醬油出汁の猪(いのしし)鍋
・活うなぎの炭火焼き(蒲焼、
  うな重、丼)等
※料理に使用する山葵（わさ
　び）は、匹見ワサビを使用。

29 料理仕出し　つねまつ

〒691-0011 出雲市国富町447
0853-63-2849
11:00～14:00／17:00～21:00
水曜日

おすすめ

3種の700円弁当
1,500円のお座敷ランチ

りょうりしだし　つねまつ

月毎に、メニュー
が変わるランチを
やっています。
その他、個室で懐
石のお料理もお楽
しみ頂けます。
値段に応じた料理
もお届けします。



飲食店 飲食店

30 和風　萩乃屋

〒691-0001 出雲市平田町951-5
0853-63-1984
17:00～23:00（昼食予約制）
水曜日

わふう　はぎのや

地元産の新鮮な魚介類を取扱い、本格的な寿司懐石から
お手軽な巻き寿司等様々な料理を提供。魚をまるごと満
喫できる。気軽にお一人からお友達同士、家族連れ等様々
なシーンにご利用頂ける。

おすすめ

おまかせコース
萩：3,350 円　雪：3,850 円
潤：4,450 円
コース料理には鮨が付いています。
その他にも単品料理があります。

31 和風レストラン　山里波

〒691-0073 出雲市美野町517-1
0853-67-0855
11:00～14:00／17:00～21:00
なし

わふうれすとらん　さんりば

おすすめ

山里波定食という懐石料
理 が人 気 N o .1の 商 品と
なっております。

料理の道一筋の料理長が地元食材を用いた和食料理を提
供しております。ヒレカツ、ハンバーグ、鶏の唐揚げ、
鍋焼きうどん、焼肉定食、といった幅広い世代の方から
好まれるテイクアウトメニューをご用意しております。

27 料亭ほり江

〒691-0001 出雲市平田町2069-2
0853-62-2430
10:00～20:00
火曜日

りょうていほりえ

日本庭園を望みながら、季節に合わせ厳選した特別メ
ニューで皆様をお迎えいたします。ご婚礼などのお祝い
や、ご法要・各種ご宴会など皆様の大切な日、特別な日
を料亭ほり江でお過ごしください。

おすすめ

旬の食材を厳選使用した
懐石料理がオススメです。

25 ㈲よふきや

〒691-0074 出雲市小境町411-4
0853-67-0804
11:00～14:00／17:00～20:00
不定休

ゆうげんがいしゃよふきや

宍道湖を眺めながら食事をお楽しみいただけます。
大小個室もあります。宴会、法事、お祝いの会食も承り
ます。

おすすめ

おすすめは、
一番人気の

海鮮丼！

26 ラーメンうまいぞ武蔵　平田店

〒691-0001 出雲市平田町1581-1
0853-63-3933
11:00～20：00
火曜日

らーめんうまいぞむさし　ひらたてん

地元の麹を使った極上スサノオラーメンやニンニクの効
いたオリジナルのピリ辛ラーメンがオススメです。
自家製のチャーシュー等のテイクアウトも可能です。

お得情報

平日はラーメンに半ライス
（無料）が付きます。

28 料理　以久満

〒691-0001 出雲市平田町2236-8
0853-62-2248
17：00～
不定休

りょうり　いくま

小伊津の白身魚、十六島のり等日本海で獲れた新鮮な食
材をはじめ、全国 ( 豊洲、浜松等 ) の旬のものを取り寄せ、
ひと品ひと品を丁寧に仕上げています。心のこもったお
もてなしでご賞味いただくことが以久満の真髄です。

おすすめ

・江戸前鮨
・醬油出汁の猪(いのしし)鍋
・活うなぎの炭火焼き(蒲焼、
  うな重、丼)等
※料理に使用する山葵（わさ
　び）は、匹見ワサビを使用。

29 料理仕出し　つねまつ

〒691-0011 出雲市国富町447
0853-63-2849
11:00～14:00／17:00～21:00
水曜日

おすすめ

3種の700円弁当
1,500円のお座敷ランチ

りょうりしだし　つねまつ

月毎に、メニュー
が変わるランチを
やっています。
その他、個室で懐
石のお料理もお楽
しみ頂けます。
値段に応じた料理
もお届けします。



居酒屋 居酒屋

36 大虎

おひとりからご家族、お友達、小宴会（10 名まで）
お客様のご要望にお答えできる料理をと、努めています。
お刺身、魚料理、肉料理、串焼、その他当店独自の一品
料理をぜひご賞味ください。

お得情報

テイクアウト、デリバリー
のオードブルやお弁当等、
全て店内で手作りのオス
スメ、お得な料理です。

おおとら

〒691-0001 出雲市平田町1064
0853-63-3468
17:00～23:00
原則毎週日曜日

38 大衆酒場　まんちゃん

日本酒各種取り揃えて、ご来店お待ちしています。

お得情報

地元食材を中心にリーズナ
ブルに提供しています。

たいしゅうさかば　まんちゃん

〒691-0001 出雲市平田町2273-13
0853-63-7123
17:00～22:00
火曜日

家庭的な雰囲気でおふくろの味が楽しめます。庶民的で、
誰でも気軽に入れるお店です。一人からお友達同士、ご
家族で様々なシーンでご利用できます。

34 居酒屋　稲香

おすすめ

寄せ鍋(一人前～)
生姜焼き、唐揚げ等

いざかや　いなか

〒691-0001 出雲市平田町1445-1
0853-62-0322
17:30～22:30
日曜日

32 味工房　藤江

〒691-0001 出雲市平田町1101山崎ビル1F
0853-62-2123
17:00～22:00
水曜日

おすすめ

【12月末～3月中旬まで鮒
(フナ)刺し冬限定!!】
冬の鮒料理は絶品、特に寒
鮒汁は最高、揚げ出し豆腐、
出汁巻き玉子も大人気。

あじこうぼう　ふじえ

一畑電車北松江線の雲州
平 田 駅 か ら 歩 い て5分。
新鮮な地元食材や、地酒
を中心とした全国のお酒
等を手軽に楽しめるお店
です。8席のカウンター、
お座敷もあり、一人から
お友達同士、ご家族等様々
な用途に合わせて利用可
能、どなたでも気兼ねな
く入れるお店です。

35 居酒屋　酔心

お刺身、鍋料理、単品料理等新鮮な地元産食材で調理さ
れた料理はどれも絶品。多彩な料理に地酒と共に頂けば
お酒の場をより一層盛り上げてくれる。お客様のニーズ

にお応えし、昔と変わら
ない味を提供し続けてい
る平田を代表するお店の
ひとつ。

おすすめ

酔心人気メニュー
　・ボッカの唐揚げ
　・玉子焼き
　・唐揚げ
その他新鮮で豊富なメニュー
を取り揃えています。

いざかや　すいしん

〒691-0001 出雲市平田町1894-1
0853-62-4320
17:00～23:00
月曜日

33 味屋　七海

お刺身、天ぷら、煮魚など和食中心のお店です。
お気軽にお立ち寄りください。

おすすめ

出し巻き玉子、
赤鶏のたたき等

お薦めです。

あじや　ななみ

〒691-0001 出雲市平田町2795-27
0853-25-8416
11:30～13:00（ランチ平日のみ、なくなり次第終了）
17:00～21:30　　日曜日

37 きんとき　幸寿し

創業 67 年老舗の居酒屋。先代から受け継いだ関西風のお
でんを守り続ける寿し職人として 50 年、良心的な値段で
満足していただけるよう日々努力しています。シャリは
奥出雲仁多米使用。昼定食も是非味わって頂ければと思
います。（アフターコーヒー付き）

お得情報

おでん、焼鳥、寿司テイクア
ウト出来ます。

きんとき　こうずし

〒691-0001 出雲市平田町950-17
0853-62-2170
17:00～22:00（L.O 21:00）　　不定休（昼定食、
昼定食　11:30～13:30　　　日曜、祝日休み）

39 たま川

和食から中華までいろんなメニューがあるお店です。

おすすめ

ホルモン焼き、川エビ、唐
揚げ、出汁巻き玉子が人気
料理です。

たまがわ

〒691-0002 出雲市西平田町25
0853-63-4577
17:30～23:00
火曜日



居酒屋 居酒屋

36 大虎

おひとりからご家族、お友達、小宴会（10 名まで）
お客様のご要望にお答えできる料理をと、努めています。
お刺身、魚料理、肉料理、串焼、その他当店独自の一品
料理をぜひご賞味ください。

お得情報

テイクアウト、デリバリー
のオードブルやお弁当等、
全て店内で手作りのオス
スメ、お得な料理です。

おおとら

〒691-0001 出雲市平田町1064
0853-63-3468
17:00～23:00
原則毎週日曜日

38 大衆酒場　まんちゃん

日本酒各種取り揃えて、ご来店お待ちしています。

お得情報

地元食材を中心にリーズナ
ブルに提供しています。

たいしゅうさかば　まんちゃん

〒691-0001 出雲市平田町2273-13
0853-63-7123
17:00～22:00
火曜日

家庭的な雰囲気でおふくろの味が楽しめます。庶民的で、
誰でも気軽に入れるお店です。一人からお友達同士、ご
家族で様々なシーンでご利用できます。

34 居酒屋　稲香

おすすめ

寄せ鍋(一人前～)
生姜焼き、唐揚げ等

いざかや　いなか

〒691-0001 出雲市平田町1445-1
0853-62-0322
17:30～22:30
日曜日

32 味工房　藤江

〒691-0001 出雲市平田町1101山崎ビル1F
0853-62-2123
17:00～22:00
水曜日

おすすめ

【12月末～3月中旬まで鮒
(フナ)刺し冬限定!!】
冬の鮒料理は絶品、特に寒
鮒汁は最高、揚げ出し豆腐、
出汁巻き玉子も大人気。

あじこうぼう　ふじえ

一畑電車北松江線の雲州
平 田 駅 か ら 歩 い て5分。
新鮮な地元食材や、地酒
を中心とした全国のお酒
等を手軽に楽しめるお店
です。8席のカウンター、
お座敷もあり、一人から
お友達同士、ご家族等様々
な用途に合わせて利用可
能、どなたでも気兼ねな
く入れるお店です。

35 居酒屋　酔心

お刺身、鍋料理、単品料理等新鮮な地元産食材で調理さ
れた料理はどれも絶品。多彩な料理に地酒と共に頂けば
お酒の場をより一層盛り上げてくれる。お客様のニーズ

にお応えし、昔と変わら
ない味を提供し続けてい
る平田を代表するお店の
ひとつ。

おすすめ

酔心人気メニュー
　・ボッカの唐揚げ
　・玉子焼き
　・唐揚げ
その他新鮮で豊富なメニュー
を取り揃えています。

いざかや　すいしん

〒691-0001 出雲市平田町1894-1
0853-62-4320
17:00～23:00
月曜日

33 味屋　七海

お刺身、天ぷら、煮魚など和食中心のお店です。
お気軽にお立ち寄りください。

おすすめ

出し巻き玉子、
赤鶏のたたき等

お薦めです。

あじや　ななみ

〒691-0001 出雲市平田町2795-27
0853-25-8416
11:30～13:00（ランチ平日のみ、なくなり次第終了）
17:00～21:30　　日曜日

37 きんとき　幸寿し

創業 67 年老舗の居酒屋。先代から受け継いだ関西風のお
でんを守り続ける寿し職人として 50 年、良心的な値段で
満足していただけるよう日々努力しています。シャリは
奥出雲仁多米使用。昼定食も是非味わって頂ければと思
います。（アフターコーヒー付き）

お得情報

おでん、焼鳥、寿司テイクア
ウト出来ます。

きんとき　こうずし

〒691-0001 出雲市平田町950-17
0853-62-2170
17:00～22:00（L.O 21:00）　　不定休（昼定食、
昼定食　11:30～13:30　　　日曜、祝日休み）

39 たま川

和食から中華までいろんなメニューがあるお店です。

おすすめ

ホルモン焼き、川エビ、唐
揚げ、出汁巻き玉子が人気
料理です。

たまがわ

〒691-0002 出雲市西平田町25
0853-63-4577
17:30～23:00
火曜日



Bar・スナック居酒屋

41 母ちゃん

安価で家庭的な雰囲気の女性一人でも気軽に入れるお店。
その他、お友達同士、ご家族でもご利用できます。カラ
オケもあり、食べてよし、飲んでよし、歌ってよし。ご
来店をお待ちしております。

ままちゃん

〒691-0001 出雲市平田町2232-15
090-8990-3756
19:00～23:00
日曜日

43 エース
えーす

アットホームな雰囲気で、一人でも気兼ねなく立ち寄れ
るお店です。楽しく飲むのもよし、カラオケを歌い日頃
の疲れを吹き飛ばすのもよし。皆様のご来店お待ちして
おります。

〒691-0001 出雲市平田町1096
本町センタービル2F
0853-63-4041
19:00～24:00　　水曜日

45 ハイヒール
はいひーる

当店はみんなで飲みながら、心ゆくまでお楽しみいただ
ける、アットホームな雰囲気のお店です。

お得情報

お楽しみ粗品あり
（気まぐれ？）

〒691-0001 出雲市平田町1445-1
0853-62-2010
20:00～24:00
日曜日

44 スナック　Ringo
すなっく　りんご

小さいお店ですが、スタッ
フ一同心よりおもてなし致
します。カラオケ等もあり
ますので、色々楽しめる店
になっています。

〒691-0001 出雲市平田町1477
0853-63-5290
19:00～24:00
毎週火曜日

40 地産地相酒場　たかの屋

山陰の食材を中心に使用した、創作和食、宴会料理のお店です。
御一人様から団体様まで各種宴会等、またお得なランチ、定食
などもあります。お昼や夕方にはお弁当その他の移動販売や予
約販売を行っており、特製カレーや用途やお好みに合わせたお
弁当、オードブル、すし盛りなどございます。移動販売車による、
イベントサポートや、企業様のお昼時間の応援も致します。

おすすめ

特 製 牛 すじカレ ーには 、
様々なトッピングも可能で
す。お肉がはみ出す特製Ｗ
お肉バーガーも人気です。

ちさんちそうさかば　たかのや

〒690-0006 松江市伊勢宮町501 アルコラカーサ１階
平田営業拠点／出雲市鹿園寺町301-27（㈱MＤＫ）
0852-67-6673
11:30～14:00／17:30～23:30　　日曜日

四季折々の旬の季節野菜、地元で採れた新鮮な魚介等懐
かしく温かなおふくろの味が頂ける。名物のおでんと大
皿のおばんざい、地元のお酒、焼酎等取り揃えています。
一人でも気兼ねなくお立ち寄りください。

42 もっちゃん

お得情報

1年中おでんが味わえる。
種類も豊富。定番の焼きそ
ば、ラーメンも美味しい。
自家 製チャーシューも大
人気。

もっちゃん

〒691-0001 出雲市平田町1891-45
0853-63-3063
17:00～22:00
日曜日

46 パブスナックぎんざ
ぱぶすなっくぎんざ

楽しく飲んで、歌って、笑って楽しいひとときを過ごし
ましょう！！お気軽にお一
人から、お友達同士、団体
等様々なシーンにご利用い
ただけます。皆様のご来店
お待ちしております。

〒691-0001 出雲市平田町1077
0853-63-1955
19:00～23:00
日曜日



Bar・スナック居酒屋

41 母ちゃん

安価で家庭的な雰囲気の女性一人でも気軽に入れるお店。
その他、お友達同士、ご家族でもご利用できます。カラ
オケもあり、食べてよし、飲んでよし、歌ってよし。ご
来店をお待ちしております。

ままちゃん

〒691-0001 出雲市平田町2232-15
090-8990-3756
19:00～23:00
日曜日

43 エース
えーす

アットホームな雰囲気で、一人でも気兼ねなく立ち寄れ
るお店です。楽しく飲むのもよし、カラオケを歌い日頃
の疲れを吹き飛ばすのもよし。皆様のご来店お待ちして
おります。

〒691-0001 出雲市平田町1096
本町センタービル2F
0853-63-4041
19:00～24:00　　水曜日

45 ハイヒール
はいひーる

当店はみんなで飲みながら、心ゆくまでお楽しみいただ
ける、アットホームな雰囲気のお店です。

お得情報

お楽しみ粗品あり
（気まぐれ？）

〒691-0001 出雲市平田町1445-1
0853-62-2010
20:00～24:00
日曜日

44 スナック　Ringo
すなっく　りんご

小さいお店ですが、スタッ
フ一同心よりおもてなし致
します。カラオケ等もあり
ますので、色々楽しめる店
になっています。

〒691-0001 出雲市平田町1477
0853-63-5290
19:00～24:00
毎週火曜日

40 地産地相酒場　たかの屋

山陰の食材を中心に使用した、創作和食、宴会料理のお店です。
御一人様から団体様まで各種宴会等、またお得なランチ、定食
などもあります。お昼や夕方にはお弁当その他の移動販売や予
約販売を行っており、特製カレーや用途やお好みに合わせたお
弁当、オードブル、すし盛りなどございます。移動販売車による、
イベントサポートや、企業様のお昼時間の応援も致します。

おすすめ

特 製 牛 すじカレ ーには 、
様々なトッピングも可能で
す。お肉がはみ出す特製Ｗ
お肉バーガーも人気です。

ちさんちそうさかば　たかのや

〒690-0006 松江市伊勢宮町501 アルコラカーサ１階
平田営業拠点／出雲市鹿園寺町301-27（㈱MＤＫ）
0852-67-6673
11:30～14:00／17:30～23:30　　日曜日

四季折々の旬の季節野菜、地元で採れた新鮮な魚介等懐
かしく温かなおふくろの味が頂ける。名物のおでんと大
皿のおばんざい、地元のお酒、焼酎等取り揃えています。
一人でも気兼ねなくお立ち寄りください。

42 もっちゃん

お得情報

1年中おでんが味わえる。
種類も豊富。定番の焼きそ
ば、ラーメンも美味しい。
自家 製チャーシューも大
人気。

もっちゃん

〒691-0001 出雲市平田町1891-45
0853-63-3063
17:00～22:00
日曜日

46 パブスナックぎんざ
ぱぶすなっくぎんざ

楽しく飲んで、歌って、笑って楽しいひとときを過ごし
ましょう！！お気軽にお一
人から、お友達同士、団体
等様々なシーンにご利用い
ただけます。皆様のご来店
お待ちしております。

〒691-0001 出雲市平田町1077
0853-63-1955
19:00～23:00
日曜日



Bar・スナック カフェ・喫茶

51 カフェレスト　マチエール
かふぇれすと　まちえーる

平田のお昼限定ながら日替サービスランチ（コーヒー付）
を行っております。常連さんはもとより皆様ご利用いた
だいております。食材等の値上がりが続くなか工夫と根
性で頑張っておりますので是非ご来店を！！

お得情報

65歳以上の方限定
16:00～19:00の間

食後のコーヒーサービス
実施中

〒691-0011 出雲市国富町762-2
0853-63-3961
8:30～19:30
毎週木曜日

48 穂つま
ほつま

ママさんの笑顔に癒され、ゆっくりとお過ごし頂ける
お店です。楽しく飲んで、歌って、お喋りして楽しい
ひとときを一緒に過ごしませんか？ご来店お待ちして
おります。

〒691-0001 出雲市平田町2232-15
0853-62-5000
20:00～24:00
日曜日

47 パブ　ベスト10
ぱぶ　べすとてん

パブスナックカラオケベスト 10 はステージ付きの本格的
な歌謡スタジオスナック。ご希望があれば歌謡指導も致
します。左となりはレンタ
ルルームカラオケもできま
す。右となりは喫茶店モー
ニングサービスやってます。
駐車は 15 台 OK です。

〒691-0001 出雲市平田町1825-10
0853-63-4810
12:00～24:00
月曜日

49 一畑山コテージ　茶房空
いちばたやまこてーじ　さぼうくう

一畑薬師境内にあるお寺カフェです。冬はまきストーブ、
夏はお山の涼しい風、自然の中ゆったりとすごせます。
地元の食材を使ったおぜんざい、抹茶とおやきセット、
フラッペ、甘酒等、体も心もやさしくととのうカフェです。

お得情報

新メニューお楽しみに♥

〒691-0074 出雲市小境町803
0853-67-0211
9:00～16:00
なし（繁忙期は休みあり）

50 笑がお食堂にこに
えがおしょくどうにこに

落ち着いた空間でおうちのような手作りごはんを提供し
ています。
ランチメニューは「週替りランチ」「季節のカレーセット」
のみとシンプルですが、野菜たっぷりのバランスのいい
ごはんをご賞味ください。

おすすめ

ランチメニューは
各10食限定

〒691-0001 出雲市平田町2248-9
0853-81-2055
11:30～16:00
水曜日、祝日、第2日曜日

52 コーヒーベスト10
こーひーべすとてん

令和3年11月に“コーヒーベスト10”をオープン。女性一
人でも気軽に入れるお店。カフェだけど、どことなく大人の
雰囲気漂う素敵なお店。お友達同士、ご家族等様々なシーン
にご利用下さい。隣には、レ
ンタルスペースもオープンし
たので、趣味の場、打ち合わ
せ等幅広い目的でご利用可
能。

〒691-0001 出雲市平田町1825-10
0853-25-9310
9:00～22:00
月曜日



Bar・スナック カフェ・喫茶

51 カフェレスト　マチエール
かふぇれすと　まちえーる

平田のお昼限定ながら日替サービスランチ（コーヒー付）
を行っております。常連さんはもとより皆様ご利用いた
だいております。食材等の値上がりが続くなか工夫と根
性で頑張っておりますので是非ご来店を！！

お得情報

65歳以上の方限定
16:00～19:00の間

食後のコーヒーサービス
実施中

〒691-0011 出雲市国富町762-2
0853-63-3961
8:30～19:30
毎週木曜日

48 穂つま
ほつま

ママさんの笑顔に癒され、ゆっくりとお過ごし頂ける
お店です。楽しく飲んで、歌って、お喋りして楽しい
ひとときを一緒に過ごしませんか？ご来店お待ちして
おります。

〒691-0001 出雲市平田町2232-15
0853-62-5000
20:00～24:00
日曜日

47 パブ　ベスト10
ぱぶ　べすとてん

パブスナックカラオケベスト 10 はステージ付きの本格的
な歌謡スタジオスナック。ご希望があれば歌謡指導も致
します。左となりはレンタ
ルルームカラオケもできま
す。右となりは喫茶店モー
ニングサービスやってます。
駐車は 15 台 OK です。

〒691-0001 出雲市平田町1825-10
0853-63-4810
12:00～24:00
月曜日
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フラッペ、甘酒等、体も心もやさしくととのうカフェです。

お得情報

新メニューお楽しみに♥

〒691-0074 出雲市小境町803
0853-67-0211
9:00～16:00
なし（繁忙期は休みあり）

50 笑がお食堂にこに
えがおしょくどうにこに

落ち着いた空間でおうちのような手作りごはんを提供し
ています。
ランチメニューは「週替りランチ」「季節のカレーセット」
のみとシンプルですが、野菜たっぷりのバランスのいい
ごはんをご賞味ください。

おすすめ

ランチメニューは
各10食限定

〒691-0001 出雲市平田町2248-9
0853-81-2055
11:30～16:00
水曜日、祝日、第2日曜日

52 コーヒーベスト10
こーひーべすとてん

令和3年11月に“コーヒーベスト10”をオープン。女性一
人でも気軽に入れるお店。カフェだけど、どことなく大人の
雰囲気漂う素敵なお店。お友達同士、ご家族等様々なシーン
にご利用下さい。隣には、レ
ンタルスペースもオープンし
たので、趣味の場、打ち合わ
せ等幅広い目的でご利用可
能。

〒691-0001 出雲市平田町1825-10
0853-25-9310
9:00～22:00
月曜日



その他カフェ・喫茶

58 紡
つむぎ

完全予約制の食事処です。旬の野菜をメインにした季節
ごとのコース料理を提供しています。定員 6 人程度の小
さな店です。

おすすめ

ランチのコース料理
2,000円

〒691-0011 出雲市国富町544-7
080-1907-4502
11:00～14:30／18:00～21:30
日曜日

59 フランス料理ラルカンシェル
ふらんすりょうり　らるかんしぇる

お得情報

地元食材のお得なランチ
と家 族団 欒のディナーを
ご用意しております。

〒691-0001 出雲市平田町2560-1
0853-63-8117
12:00～14:30／18:00～21:30
月曜日、年末年始他

自 家 菜 園＆出 雲
島 根 の 地 産 地 消
を コ ン セ プ ト の
フランス料理店。
1998 年開業でフ
ラ ン ス と 東 京 で
修 業 し た オ ー
ナ ー シ ェ フ の 本
物 志 向 の 黄 色 い
壁 の 邸 宅 レ ス ト
ラン。

53 古民家カフェ五反田
こみんかかふぇごたんだ

令和 4 年 2 月に田園風景にモダンな古民家カフェがオー
プン。カフェの他、古着、アクセサリ、陶芸品、雑貨等
も販売。

おすすめ

・日替わり定食
・コーヒー＆
　　ケーキセット

〒691-0062　出雲市多久谷町539
090-2003-5954
10:00～16:00
月曜日・火曜日

56 ミツトリヒトギ
みつとりひとぎ

いきものをモチーフに
した作品が並ぶギャラ
リーカフェは築 130 年
の古民家。
眺めの良いゆったりし
た空間で、こだわりの
コーヒーやお菓子をお
楽しみください
月に数回のランチでは
珍しい揚げおにぎり＆
お茶漬けをどうぞ。

おすすめ

揚げおにぎりランチ
コーヒーゼリー
東京のカフェ
　かくしちのお菓子

〒691-0062 出雲市多久谷町61
090-7802-4437
10:00～16:00
日～火曜日

54 シャンティー
しゃんてぃー

お店に入った瞬間、何とも言えないケーキの甘い香りに
包まれ、ショーケースには色とりどりのケーキがずらり
と並んでいる。奥には、喫茶スペースもありケーキと一
緒にこだわりのコーヒー、ジュースも楽しめる。クッキー、
フィナンシェ等焼き菓子もお薦め。

おすすめ

・いちごショートケーキ
・シフォンケーキ
・夏季限定の桃やメロンを

まるごと使用したケーキ
が大人気！！

〒691-0001 出雲市平田町1654-1
0853-63-2081
10:00～19:00
水曜日

55 パーラーベル
ぱーらーべる

朝 7:30 よりオープンしております。選べるモーニングが
人気です。
食事メニューもご用意して
おります。
店内は明るく落ち着いた雰
囲 気 と な っ て い ま す の で
ゆったりと味わえます。

〒691-0001 出雲市平田町178-1
0853-63-1950
7:30～18:00
日曜日

57 ㈲パティスリーメモリー
ゆうげんがいしゃ　ぱてぃすりーめもりー

地元の素材にこだわり、たくさんのお菓子やケーキをご
用意しております。

おすすめ

シュー クリーム 、ロ ール
ケーキ、バターサンドなど
は 人 気 商品となっており
ます。

〒691-0001 出雲市平田町7253
0853-62-0023
月～土　9:30～19:00
　日祝　9:30～18:00　　不定休
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このガイドは平田地域を
中心に掲載を希望する
お店を紹介しています。

MAP
雲州平田駅周辺

飲食店

居酒屋

Bar・スナック

カフェ・喫茶

その他

掲載内容は、発行時のものとなっております。詳細につきま
しては、各店舗へお問合せください。
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発行元

観光サービス部会（商工振興係）
〒691-0001
島根県出雲市平田町2280-1
TEL:0853-63-3211
hchamber@hirata-cci.or.jp

平田商工会議所

平田商工会議所
ホームページ

平田商工会議所
Facebook

【雲州平田】
観光プロモーション

YouTube

● 十六島海苔、わかめ、めのは
● 宍道湖しじみ
● 生姜糖
● 西条柿、富有柿
● さしみ醤油、醤油
● 蒲鉾、あご野焼き、豆富かまぼこ
● 一畑茶、唐川茶
● 日本酒、梅酒
● 出雲そば
● 甘鯛
● ブロッコリー

平田の味自慢・お土産

● 一畑電車雲州平田駅 ／TEL：0853-62-2133

● サンフラワー観光（貸切バス）／TEL：0853-63-1261

● タクシー
　アタゴタクシー／TEL：0853-62-3400

　出雲一畑交通／TEL：0853-63-4141

● 電動レンタサイクル／雲州平田駅 

● 平田生活バス／TEL：0853-62-3015

交通

● 一畑山コテージ
　　　小境町803　TEL：0853-67-0211

● NIPPONIA出雲平田木綿街道
　　　平田町831-1　TEL：0853-31-9202

● ひらたメイプルホテル
　　　平田町2451　TEL：0853-62-0770

● ホテルほり江
　　　平田町1826-20　TEL：0853-62-2218

● 民宿なかや
　　　河下町1561-5　TEL：0853-66-1063

● 持田屋旅館
　　　平田町幸町1023　TEL：0853-62-2551

宿泊施設

飲食店／居酒屋／Bar・スナック／
カフェ・喫茶／その他


