
2023年版島根県民手帳 取り扱い店舗一覧（市町村別）（令和4年9月30日現在）

【松江市】
店舗名 支店名等 住所

松江市 情報統計課 松江市末次町86
ジュンテンドー 大庭店 松江市大庭町1804-1
ジュンテンドー 川津店 松江市西川津町830
ファミリーマート 松江東津田店 松江市東朝日町250-2
ファミリーマート 松江古志原店 松江市古志原5-14-40
ファミリーマート 松江矢田店 松江市矢田町194-2
ファミリーマート 松江竹矢店 松江市竹矢町1746-4
ファミリーマート 松江八幡店 松江市八幡町796-59
ファミリーマート 浜乃木一丁目店 松江市浜乃木1-14-10
ファミリーマート 浜乃木六丁目店 松江市浜乃木6-29-2
ファミリーマート 松江乃白店 松江市乃白町256-1
ファミリーマート 松江袖師店 松江市袖師町3-15
ファミリーマート 松江西浜佐陀店 松江市西浜佐陀町1024
ファミリーマート Aコープこうぶ店 松江市鹿島町南講武721-2
ファミリーマート 松江下東川津店 松江市下東川津町161-1
ファミリーマート 楽山店 松江市西川津町4211
ファミリーマート 松江西川津店 松江市西川津町830-1
ファミリーマート 松江菅田店 松江市菅田町15-1
ファミリーマート 島根大学前店 松江市学園2-27-6
ファミリーマート 松江学園南店 松江市学園南1-20-12
ファミリーマート 外中原町店 松江市外中原町99
ファミリーマート 松江黒田町店 松江市黒田町468-1
ファミリーマート 松江春日店 松江市春日町25-1
ファミリーマート 松江大輪町店 松江市大輪町414
ファミリーマート 松江赤十字病院店 松江市母衣町200
ファミリーマート 道の駅本庄店 松江市野原町401-8
ファミリーマート 江島大橋店 松江市八束町江島1128-110
ファミリーマート 東出雲インター店 松江市東出雲町意宇南1-7-1
ファミリーマート 玉造温泉店 松江市玉湯町湯町1198-1
ファミリーマート Aコープしんじ店 松江市宍道町昭和15
ローソン 松江東朝日店 松江市東朝日町宮ノ沖73-5
ローソン 松江東朝日小浜店 松江市東朝日町字小浜243-1
ローソン 松江駅前店 松江市朝日町478-18
ローソン 松江御手船場町店 松江市御手船場町578
ローソン 松江東津田町南店 松江市東津田町1614-3
ローソン 松江ガーデンコート店 松江市東津田町字寺後929-17
ローソン 松江東津田町店 松江市東津田町字溜池424-2
ローソン 松江南高校前店 松江市上乃木10-1-3
ローソン 松江上乃木二丁目店 松江市上乃木2-27-17
ローソン 松江上乃木店 松江市上乃木5-12-25
ローソン 松江上乃木七丁目店 松江市上乃木7-13-1
ローソン 松江西津田一丁目店 松江市西津田1-7-32
ローソン 松江西津田六丁目店 松江市西津田6-2-5
ローソン・ポプラ 松江馬潟店 松江市馬潟町1-1
ローソン 松江大庭店 松江市大庭町字堂ノ前1195-2
ローソン 松江花街道店 松江市西忌部町字前田622-5
ローソン 松江浜乃木三丁目店 松江市浜乃木3-2-56
ローソン 松江雑賀町店 松江市雑賀町116
ローソン・ポプラ 松江寺町店 松江市寺町199-1
ローソン 松江西浜佐陀店 松江市西浜佐陀町1062-2
ローソン・ポプラ 松江佐太神社前店 松江市鹿島町名分1017-2
ローソン 松江鹿島店 松江市鹿島町名分字原田621-3
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2023年版島根県民手帳 取り扱い店舗一覧（市町村別）（令和4年9月30日現在）

【松江市】
店舗名 支店名等 住所

ローソン 松江坂本町店 松江市坂本町字角田20-1
ローソン 松江学園一丁目店 松江市学園1-18-16
ローソン 松江学園二丁目店 松江市学園2-10-9
ローソン 松江学園南店 松江市学園南1-22-9
ローソン 松江西尾町店 松江市西尾町29-1
ローソン 松江比津店 松江市比津町字入料免156
ローソン 松江中原店 松江市外中原町3
ローソン 松江春日店 松江市春日町字松崎340-8
ローソン 松江母衣町店 松江市母衣町115
ローソン 美保関森山店 松江市美保関町森山650-27
ローソン 八雲東岩坂店 松江市八雲町東岩坂14-1
ローソン 揖屋駅前店 松江市東出雲町揖屋689-13
ローソン 東出雲あだかえ店 松江市東出雲町出雲郷字馬場下473
ローソン 東出雲錦新町店 松江市東出雲町錦新町7-1-16
ローソン 東出雲ホープフルタウン店 松江市東出雲町意宇東1-6-5
ローソン・ポプラ 松江玉湯店 松江市玉湯町湯町783-1
ローソン 松江玉湯町布志名店 松江市玉湯町布志名371-2
ローソン・ポプラ 松江宍道湖店 松江市宍道町東来待444-1
ローソン 松江宍道町佐々布店 松江市宍道町佐々布162-1
今井書店 グループセンター店 松江市田和山町88
今井書店 学園通り店 松江市学園2-33-8
今井書店 TONOMACHI63 松江市殿町63
ポプラ 松江ニューアーバンホテル店 松江市西茶町40-1 松江ニューアーバンホテル本館1階
ハイウェイ彩家 宍道湖SA上り店 松江市玉湯町湯町1228-1
セブン-イレブン 松江上乃木９丁目店 松江市上乃木9-1640-1
セブン-イレブン 松江大庭バイパス店 松江市大庭町1805-2
セブン-イレブン 松江嫁島町店 松江市嫁島町5-39
セブン-イレブン 松江楽山店 松江市西川津町2076-3
セブン-イレブン 松江千鳥町店 松江市千鳥町78-1
セブン-イレブン 松江東奥谷町店 松江市東奥谷町365-4
セブン-イレブン 松江春日店 松江市黒田町77-1
セブン-イレブン 松江北田町西店 松江市北田町22-3
セブン-イレブン 松江大根島店 松江市八束町入江字田島428-2
セブン-イレブン 松江玉湯町布志名店 松江市玉湯町布志名637-11
セブン-イレブン 松江宍道大森店 松江市宍道町佐々布721-1
セブン-イレブン 松江宍道町昭和店 松江市宍道町昭和24
島根県庁地下売店 - 松江市殿町1　地下1階
宮脇書店 イオン松江店 松江市東朝日町151　イオン松江ショッピングセンター2階
松江駅一文字家売店 - 松江市朝日町472-2
一畑百貨店 松江店 松江市朝日町661
島根県立美術館 ミュージアムショップ 松江市袖師町1-5
ぶんぶん堂 松江店 松江市田和山町88　今井書店グループセンター店内
松江堀川地ビール館 - 松江市黒田町509-1
島根県物産観光館 - 松江市殿町191　島根ふるさと館内
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2023年版島根県民手帳 取り扱い店舗一覧（市町村別）（令和4年9月30日現在）

【安来市】
店舗名 支店名等 住所

安来市 総務課 安来市安来町878-2
ジュンテンドー 安来店 安来市安来町408-1
ファミリーマート 安来西赤江店 安来市西赤江町769-1
ファミリーマート 安来飯島店 安来市飯島町藤木275-2
ファミリーマート 安来鉄工センター店 安来市黒井田町2055-1
ファミリーマート 安来黒井田店 安来市黒井田町砂田377
ファミリーマート 安来広瀬店 安来市広瀬町広瀬1795-1
ローソン・ポプラ 安来中海店 安来市西荒島町182-1
ローソン・ポプラ 安来神田店 安来市安来町767-1
ローソン 安来南城谷町店 安来市安来町字八幡598-1
ローソン 安来今津町店 安来市今津町字松ノ前632-1
ローソン 安来黒井田町店 安来市黒井田町字油坪232-1
ローソン 安来吉佐店 安来市吉佐町字宮ノ下1017-1
ローソン 安来折坂町店 安来市折坂町字新開34-13
ローソン 安来田頼店 安来市田頼町字本郷285-1
ローソン 安来伯太店 安来市伯太町東母里569-1
ローソン 安来広瀬店 安来市広瀬町石原9-1
今井書店 プラーナ店 安来市安来町761-4　安来プラーナ内
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2023年版島根県民手帳 取り扱い店舗一覧（市町村別）（令和4年9月30日現在）

【出雲市】
店舗名 支店名等 住所

出雲市 総務課 出雲市今市町70
ジュンテンドー 平田店 出雲市平田町5472-1
ジュンテンドー 出雲南店 出雲市塩冶町1197-1
ジュンテンドー 大社店 出雲市大社町北荒木601-2
ジュンテンドー 神西店 出雲市神西沖町1443-2
ファミリーマート 雲州平田駅東店 出雲市平田町2308-11
ファミリーマート JAいずも平田店 出雲市平田町字中ノ島7698
ファミリーマート 出雲北本町店 出雲市今市町北本町1-1-1
ファミリーマート 出雲南本町店 出雲市今市町南本町21-1
ファミリーマート 出雲渡橋店 出雲市渡橋町1206
ファミリーマート 浜山通り店 出雲市渡橋町772-1
ファミリーマート JAいずも大津店 出雲市大津町1697-27
ファミリーマート 島根大学医学部付属病院店 出雲市塩冶町89-1
ファミリーマート JAいずも塩冶東店 出雲市上塩冶町2646-1
ファミリーマート いずも神門店 出雲市神門町797
ファミリーマート JAいずも西出雲店 出雲市西新町2-2458-3
ファミリーマート JAいずも長浜店 出雲市西園町267-1
ファミリーマート JAいずも小山店 出雲市小山町235-3
ファミリーマート 浜山公園入口店 出雲市浜町505-3
ファミリーマート JAいずもドーム北店 出雲市平野町458-1
ファミリーマート JAいずも高岡店 出雲市高岡町410-1
ファミリーマート ラピタ中央病院店 出雲市姫原4-1-1
ファミリーマート JAいずも稲岡店 出雲市稲岡町347-2
ファミリーマート 斐川荘原町店 出雲市斐川町荘原2885-1
ファミリーマート 斐川インター店 出雲市斐川町上庄原1610-4
ファミリーマート 斐川黒目店 出雲市斐川町黒目1220
ファミリーマート 斐川富村店 出雲市斐川町富村681-1
ファミリーマート 斐川直江店 出雲市斐川町直江4911
ファミリーマート 出雲大社正門前通り店 出雲市大社町杵築東366
ファミリーマート JAいずも大社東店 出雲市大社町杵築東字ヨセ代40
ファミリーマート JAいずも大社店 出雲市大社町北荒木940-1
ファミリーマート JAいずも湖陵店 出雲市湖陵町差海710-1
ローソン 平田駅前店 出雲市平田町字古川2226-9
ローソン 出雲平田町店 出雲市平田町字中ノ島5482-3
ローソン 平田中ノ島店 出雲市平田町字中ノ島7550
ローソン 出雲国富店 出雲市国富町806
ローソン・ポプラ 平田一畑店 出雲市小境町412-2
ローソン 出雲今市町本町店 出雲市今市町本町572
ローソン 出雲渡橋店 出雲市渡橋町1171-1
ローソン 出雲市役所前店 出雲市渡橋町3-12
ローソン 出雲白枝堀西店 出雲市白枝町字堀西222-1
ローソン 出雲駅北店 出雲市駅北町2-1
ローソン 出雲大津新崎店 出雲市大津新崎町7-9-1
ローソン 出雲荻杼町店 出雲市荻杼町474
ローソン 出雲大津朝倉一丁目店 出雲市大津朝倉1-7-10
ローソン 出雲枝大津町店 出雲市枝大津町14-4
ローソン 出雲塩冶有原店 出雲市塩冶有原町5-39
ローソン 出雲塩冶神前店 出雲市塩冶神前6-3-1
ローソン・ポプラ 出雲医大南町店 出雲市医大南町1-28-1
ローソン 出雲下古志店 出雲市下古志町686-1
ローソン 出雲知井宮店 出雲市知井宮町182
ローソン 出雲荒茅店 出雲市荒茅町3334-2
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【出雲市】
店舗名 支店名等 住所

ローソン 出雲小山町店 出雲市小山町504-1
ローソン 出雲江田店 出雲市江田町87-1
ローソン 出雲大塚店 出雲市大塚町742
ローソン 出雲姫原二丁目店 出雲市姫原2-12-5
ローソン 斐川荘原店 出雲市斐川町学頭228-1
ローソン 斐川中央店 出雲市斐川町荘原2204-1
ローソン 斐川出西店 出雲市斐川町求院島崎1469-1
ローソン 斐川夢咲タウン店 出雲市斐川町上直江1240-1
ローソン 斐川上直江店 出雲市斐川町上直江2529
ローソン 斐川荒神谷入口店 出雲市斐川町直江5092-3
ローソン 出雲大社町店 出雲市大社町修理免西原818-1
ローソン 浜山店 出雲市大社町北荒木1057-1
ローソン 湖陵店 出雲市湖陵町差海385-1
ローソン 出雲多伎店 出雲市多伎町多岐876-4
今井書店 ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1　ゆめタウン出雲2階
今井書店 出雲店 出雲市高岡町1237-1
ポプラ 出雲市民病院店 出雲市塩冶町1536-1　1階
セブン-イレブン 出雲平田町薮崎店 出雲市平田町薮崎1583
セブン-イレブン 出雲今市町店 出雲市今市町237-4
セブン-イレブン 出雲武志町店 出雲市武志町607
セブン-イレブン 出雲西新町店 出雲市西新町1-2453-7
セブン-イレブン 出雲長浜店 出雲市西園町字長配271-1
セブン-イレブン 出雲朝山町店 出雲市朝山町畑ノ前273-4
セブン-イレブン 出雲斐川町出西店 出雲市斐川町出西字星田3778-1
セブン-イレブン 出雲大社町中荒木店 出雲市大社町中荒木757-1
宮脇書店 イオン出雲店 出雲市渡橋町1066　イオンモール出雲3階
ラピタ書店 - 出雲市今市町87　ラピタ本店2階
ブックセンターコスモ 出雲店 出雲市渡橋町724-1
出雲空港売店 - 出雲市斐川町沖洲2633-1
観光センターいずも - 出雲市大社町杵築東273
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【雲南市】
店舗名 支店名等 住所

雲南市 政策企画部情報政策課 雲南市木次町里方521-1
ジュンテンドー 大東店 雲南市大東町大東931
ファミリーマート 雲南三刀屋店 雲南市三刀屋町下熊谷1308-1
ファミリーマート 雲南加茂店 雲南市加茂町加茂中36-1
ファミリーマート 雲南大東店 雲南市大東町大東994-1
ファミリーマート 雲南木次店 雲南市木次町里方1043-1
ローソン 雲南三刀屋町店 雲南市三刀屋町下熊谷1626-3
ローソン 三刀屋店 雲南市三刀屋町下熊谷1702-2
ローソン 三刀屋木次インター店 雲南市三刀屋町三刀屋25-5
ローソン 島根大東店 雲南市大東町大東1453-8
今井書店 木次マルシェリーズ店 雲南市木次町里方30-2 木次マルシェリーズ2階
島根県雲南合庁売店 - 雲南市木次町里方531-1
グリーンシティー 書籍・文具部 雲南市大東町大東956-1

【奥出雲町】
店舗名 支店名等 住所

奥出雲町 企画財政課 仁多郡奥出雲町三成358-1
ジュンテンドー 横田店 仁多郡奥出雲町下横田57
ファミリーマート 奥出雲三成店 仁多郡奥出雲町三成665-4
ファミリーマート 奥出雲横田店 仁多郡奥出雲町下横田125-2
ポプラ 仁多亀嵩店 仁多郡奥出雲町亀嵩92-17
ポプラ 横田中央店 仁多郡奥出雲町横田1029-1

【飯南町】
店舗名 支店名等 住所

飯南町 まちづくり推進課 飯石郡飯南町下赤名880
ジュンテンドー 飯南店 飯石郡飯南町上来島66

【大田市】
店舗名 支店名等 住所

大田市 情報企画課 大田市大田町大田ロ1111
ジュンテンドー 大田店 大田市長久町土江97
ポプラ 大田栄町店 大田市大田町吉永1401-1

【美郷町】
店舗名 支店名等 住所

美郷町 企画推進課 邑智郡美郷町粕渕168

【川本町】
店舗名 支店名等 住所

川本町 総務財政課 邑智郡川本町大字川本271-3
ジュンテンドー 川本店 邑智郡川本町大字因原562-1

【邑南町】
店舗名 支店名等 住所

邑南町 地域みらい課 邑智郡邑南町矢上6000

6／8



2023年版島根県民手帳 取り扱い店舗一覧（市町村別）（令和4年9月30日現在）

【江津市】
店舗名 支店名等 住所

江津市 政策企画課 江津市江津町1016-4
ジュンテンドー 江津店 江津市二宮町神主89-1

【浜田市】
店舗名 支店名等 住所

浜田市 総務課 浜田市殿町1
ジュンテンドー 浜田店 浜田市高田町55-1
セブン-イレブン 浜田浅井町店 浜田市浅井町897-2
セブン-イレブン 浜田黒川町店 浜田市黒川町120-3
セブン-イレブン 浜田相生町店 浜田市相生町4250
セブン-イレブン 浜田周布店 浜田市治和町イ78-1
セブン-イレブン 浜田三隅町店 浜田市三隅町向野田619-5
宮脇書店 ゆめタウン浜田店 浜田市港町227-1　ゆめタウン浜田店3階
島根県浜田合庁売店 - 浜田市片庭町254
牛尾書店 - 浜田市旭町今市602-2

【益田市】
店舗名 支店名等 住所

益田市 総務部総務管財課 益田市常盤町1-1
ジュンテンドー 下本郷店 益田市下本郷町216-1
ジュンテンドー 益田店 益田市高津7-21-10
セブン-イレブン 益田あけぼの本町店 益田市あけぼの本町3-18
セブン-イレブン 益田中吉田店 益田市中吉田町1099-1
セブン-イレブン 益田かもしま西町店 益田市かもしま西町1-2
セブン-イレブン 益田横田町店 益田市横田町1850-1
島根県益田合庁売店 - 益田市昭和町13-1
ホームプラザナフコ 益田北店 益田市久城町30-1
ホームプラザナフコ 益田店 益田市乙吉町イ-352
明林堂書店 益田店 益田市あけぼの東町9-4
ブックセンタージャスト 高津店 益田市高津7-17-14

【津和野町】
店舗名 支店名等 住所

津和野町 つわの暮らし推進課 鹿足郡津和野町日原54-25

【吉賀町】
店舗名 支店名等 住所

吉賀町 企画課 鹿足郡吉賀町六日市750
ジュンテンドー 六日市店 鹿足郡吉賀町六日市951
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【隠岐の島町】
店舗名 支店名等 住所

隠岐の島町 地域振興課 隠岐郡隠岐の島町下西78-2
ジュンテンドー 西郷店 隠岐郡隠岐の島町平平ノ前576

【海士町】
店舗名 支店名等 住所

海士町 総務課 隠岐郡海士町大字海士1490

【西ノ島町】
店舗名 支店名等 住所

西ノ島町 議会事務局 隠岐郡西ノ島町大字浦郷534

【知夫村】
店舗名 支店名等 住所

知夫村 総務課 隠岐郡知夫村1065

【県外】
店舗名 支店名等 住所

日比谷しまね館 - 東京都千代田区有楽町1-2-2　日比谷シャンテ地下1階
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