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山陰のいいものが大集合する
都市型マルシェ開催 !

地元のおいしい
グルメが大集合！

会場にあるスタンプを押して
抽選で「山陰のいいもの」プレゼント！ 

JRのことを知って楽しもう！
こども制服撮影や缶バッジづくりをしよう！

来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 ※荒天の場合、中止になる可能性があります。

【主催】 山陰いいものマルシェプロジェクト実行委員会（中海・宍道湖・大山圏域市長会、中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会、JR西日本、ジェトロ松江、ジェトロ鳥取、山陰中央新報社）



松江マルシェ出店リスト（順不同）

※出店者・出店品目は変更になる場合がございます。ご了承ください。

藤本米穀店 ［松江］
ごはんソムリエ厳選米（真空包装2合キューブ米）
仁多米、雲南米、安来米、松江米、吉賀米、隠岐米

ショップまるごととまと ［日南］
鳥取県日南町特産品の「完熟トマト」で作った
トマトジュース

株式会社きさらぎ「伯」事業部 ［境港］
伯州綿を使った国産オーガニックタオル製品
伯州綿を使った国産オーガニックマルチケット

自家焙煎珈琲の店フィンシャレー ［米子］
コーヒー豆

うなぎ処山美世 ［松江］
大根島の地下水に数日間放った鰻を秘伝の
タレで焼き上げた蒲焼、島根県産の「つや姫」
を使ったうなぎ弁当

島根ワイナリー ［出雲］
島根県産ぶどう原料のワイン・ジュース、
オリジナル商品
大社唐揚 光海どり［出雲］
大社からあげ 鵜鷺の藻塩味　
(大社町鵜鷺地区産、鵜鷺の藻塩使用)
株式会社高砂醤油本店 ［出雲］
出雲産トビウオを使用した「あごだししょうゆ」
宍道湖産しじみを使用した「しじみと昆布の
だししょうゆ」

加島茶舗 ［松江］
松江産、出雲産、大山産の煎茶、松江産ほうじ茶
島根茶と仁多米ブレンドの奥出雲玄米茶 など

瑞泉堂＆ケーニッヒ ［安来］
羊羹各種

（清水羊羹、いちご羊羹、桜もち羊羹など）

Bistro Velouté
-ビストロ ヴルーテ- ［出雲］
西浜芋のスイートポテト

有限会社ヤマヲ水産 ［松江］
山陰沖のノドグロ

さんさん農園ゆめ ［松江］
島根産低カリウムメロンで作った
しまね夢メロンゼリー

フレンチトースト専門店 せるくる ［松江］
お茶の味のフレンチトースト『ふれん茶
とーすと』（抹茶・ほうじ茶・プレーンの3枚
セット）など

伯州綿（境港市農業公社） ［境港］
伯州綿のてぬぐい、タオル他

めしCafeさんびきのこぶた ［松江］
松江の地酒（李白）の酒粕を使ったオリジナル
ブランドスイーツ「酒い～つ」

シマノカケラOKI ［隠岐の島］
隠岐の島の恵みをそのまま石けんに☆
島ハーブ石けん OKI 10 SOAPs

料亭 ひがしや ［出雲］
神西湖産・宍道湖産の天然うなぎ
神西湖産の大和しじみ など

珈琲舎 en ［米子］
竹炭珈琲（豆・粉）、竹炭珈琲（ドリップバッグ）

漁師村 ［松江］
地元のフルーツを使った手作り蜜のかき氷
山陰産ノドグロを使用 魚屋さんがにぎった
のどぐろ寿司

Lʻecrin（レクラン） ［米子］
島根県大田市のネッカエッグを使用した
シフォンケーキ、日野町のエゴマやはちみつ
日南町の自然薯パウダーなどを使用した
シフォンケーキ

元気亭。 ［境港］
山陰産天然アカモクの三杯酢・醤油漬け

出雲ねぎ焼き きりん工房 ［出雲］
美味しまね認証ねぎ
出雲ねぎ焼き(稲田農園産青ねぎ使用）

うまえもん ［松江］
松江しょうゆからあげ、松江しょうゆを
使ったそば、うどん

株式会社農の郷 ［安来］
島根大学と共同研究を行い栽培している高糖度
ミディートマトYASUGI SWEET TOMATO

株式会社彩雲堂 ［松江］
若草、伯耆坊、柚衣

　岡製菓 ［出雲］
島根県産きぬむすめ米粉を使ったAWAYAKI
シフォンケーキ、だんだんご
有限会社岡茂一郎商店 ［出雲］
再仕込み醤油（甘口・辛口）、だし醤油、ぽんず
醤油豆（カシューナッツ）、醤油飴
醤油アイスクリーム

海士物産 ［松江］
隠岐の白イカ・サザエの丸焼き

角蒲鉾株式会社 ［松江］
あご野焼

(株)大正屋醤油店 ［安来］
山盛り 金山寺みそ

玉造温泉美肌研究所 姫ラボ ［松江］
玉造温泉水を使用した基礎化粧品

大山スマイルファーム ［大山］
ビーツレモンスカッシュ（大山町産有機ビーツ）

藤原茶問屋 ［雲南］
有機ほうじ番茶（雲南市産）、不昧公番茶

（雲南市産）、有機桑の葉茶（雲南市産） など

有限会社 奥出雲椎茸 ［奥出雲］
菌床生椎茸「雲太」・奥出雲舞茸

株式会社 元重製陶所 ［江津］
石見焼のすり鉢とおろし器

アトリエ JOTARO ［益田］
島根の恵みいっぱい米粉カステラ（島根のお米、
卵、はちみつ）、自家焙煎ほうじ茶（津和野産茶葉）

（有）デイリーフーズ誠 ［大田］
石見銀山角寿司

奥出雲薔薇園 ［大田］
奥出雲薔薇園のローズシロップ

しまねおおなんチーズ工房 ［邑南］
邑南町産生乳で作ったナチュラルチーズ5種類

（有）紅梅しょうゆ ［雲南］
ご縁醤、おかずみそ など

たなべ森の鶏舎直営ショップ
ままたまご ［雲南］
雲南市吉田町産自社農場の卵を使用した
スイーツ類（ぷりん・バウムクーヘン・焼菓子）

創業70余年 　まるこ寿司 ［出雲］
ミックスいなり寿司、かにいなり寿司
いなり寿司、焼きさば寿司 など

小

松江こだわり特産市出店リスト（順不同）

うなぎの源内 ［東出雲町］
ウナギ弁当、ウナギの骨スティック

Pizzeria UWOZA ［八雲町］
八雲町産イノシシ肉を使ったシシ肉ピッツァ

八百万マーケット ［玉湯町］
境港産の紅ずわい蟹の出汁が効いた
クラブチャウダー 

くじら軒 ［宍道町］
自家製タルタルソースに甘酢を加えた
チキン南蛮風から揚げ

道の駅本庄
中海産赤貝（サルボウ貝）を使った郷土めし

「赤貝めし」
宍道湖漁協
宍道湖産しじみの酒蒸し
松江商工会議所青年部
飛魚だしおでんとうどんのコラボフード！

「松江おどん」
玄丹そば協議会
松江産「玄丹そば」を使った釜揚げそば

佐陀乃 だんだん家 ［鹿島町］
ぜんざいの起源といわれる「神在餅

（じんざいもち）」のお供えぜんざい

お食事処萬隆 ［鹿島町］
鯖寿司、ちらし寿司

藻塩屋 ［島根町］
海藻類からとった塩（藻塩）を使った
藻塩ラーメン
中浦食品 ［美保関町］
美保関のソウルフード「イカ焼き」

カレー工房ダーニャ ［東出雲町］
「大根島の恵み食堂だんだんね～」のうどんで
カレーうどん

大根島の恵み食堂 だんだんね～ ［八束町］
大根島産直レストランで人気の本格うどん

大根島産直市 ［八束町］
大根島産安納芋を使った芋スティック・みつ芋アイス

大根島研究所 ［八束町］
大根島産安納芋や
島根町産のいちじくを使った地ビール
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場
国宝松江城周辺（松江市殿町）
※車両通行止め 7:00～18:00

0852-32-0505
090-5262-5562

お問い合わせ

実行委員会事務局（松江商工会議所）

山陰いいものマルシェ 検索

山陰いいもの探県隊 検索

おもてなし駐車場（無料）P

※駐車場には限りがあります。
※来場の際は、できるだけ公共交通機関を
ご利用ください。
※迂回路周辺は大変混雑が予想されます。

JR松江駅からバスのご利用
約10分「県民会館前」下車

（3/22まで）

（3/23・24のみ）


