
№ 事業所名 事業内容 地区 № 事業所名 事業内容 地区 № 事業所名 事業内容 地区

1 山西酒店 酒類・飲食料品販売 田助 56 吉村米穀店 米穀販売 宮の町 111 磯かつ 仕出し・料理店 紺屋町

2 岩永酒店 酒類・飲食料品販売 大久保 57 サロン かなまる 美容室 宮の町 112 スナック 夜の窓 スナック 紺屋町

3 旅館 田の浦温泉 旅館 大久保 58 平戸市漁業協同組合（旬鮮館） 魚介類販売 宮の町 113 スナック ドリーム スナック 紺屋町

4 平戸海上ホテル ホテル 大久保 59 永嶋鮮魚 鮮魚販売（鉢盛・鯨） 宮の町 114 上の木寺染物店 染色加工 紺屋町

5 池田電設 電気工事 大久保 60 アサヒ屋 婦人服販売 宮の町 115 スナック ゆみ スナック 紺屋町

6 銀鱗荘 民宿 大久保 61 ますやクリーニング 宮の町店 クリーニング店 宮の町 116 スナック WORLD スナック 紺屋町

7 国際観光ホテル 旗松亭 ホテル 大久保 62 立石陶器 陶器ギフト販売・書道教室 宮の町 117 菓子処 津乃上 菓子製造販売 魚の棚

8 ますやクリーニング クリーニング店 大久保 63 ㈱なかしま 小売部 文具・事務用品販売 木引田 118 でんきや アイチ 家電販売・電気工事 魚の棚

9 衣料センター しみづや 衣料品販売 崎方 64 市山精肉店 精肉・精肉加工販売 木引田 119 ㈲牛蒡餅本舗 熊屋 菓子製造販売 魚の棚

10 COFFEE＆PIZZA 大渡長者 喫茶店 崎方 65 大阪屋・Rie バック・カバン・洋服・雑貨販売 木引田 120 カフェ ソレイユ バー・カフェ 魚の棚

11 ㈲米倉商店 ガス器具・灯油器具販売 崎方 66 エダ時計店 時計販売 木引田 121 ㈲神田スポーツ スポーツ用品販売 魚の棚

12 ブルーベル レストラン 崎方 67 居酒屋 さこや 居酒屋 木引田 122 エフワンマツモト 紳士服販売 魚の棚

13 喫茶＆スナック じゃがたら スナック 崎方 68 レストラン ベイリーフ レストラン 木引田 123 自然食品 和み 自然食品製造・販売 魚の棚

14 ㈲篠崎海産物店 水産食料品加工（干物・あごだし） 崎方 69 ㈱ほり江 衣料品販売 木引田 124 写真のりきたけ 写真店 魚の棚

15 菓子工房 えしろ 菓子製造販売 崎方 70 六曜館 喫茶店 木引田 125 スナック オリーブ スナック 魚の棚

16 松本蒲鉾店 蒲鉾製造販売 崎方 71 スナック らいひん スナック 木引田 126 冨喜 食堂 魚の棚

17 食堂 なんばん 食堂 崎方 72 プリンセス赤坂 スナック 木引田 127 美容室 ウインク 美容室 魚の棚

18 ノエビア平戸 雑貨・服飾・ギフト販売 崎方 73 ㈲ラ・メール 婦人服・アクセサリー販売 木引田 128 ㈱松岡石油店 平戸中央SS ガソリンスタンド 築地

19 ㈱ヤマダデンキ ベスト電器長崎平戸店 家電製品・情報通信機器販売 崎方 74 カメラのたかた 写真各種・家電販売 木引田 129 ㈲三共物産 業務用冷凍食品・調味料・鯨販売 築地

20 レストラン Pancho レストラン・バー 崎方 75 いけす居食家 大徳利 居酒屋・和食料理店 木引田 130 ㈱大和屋 衣料品販売 築地

21 ㈱東船具店 船用品販売 崎方 76 喫茶 インドール 喫茶店 木引田 131 プチ・イケガメ 和洋菓子製造・販売 築地

22 うどんの亀 食堂 崎方 77 ㈱きでら薬局 薬局 木引田 132 ㈱中野ハウジング 建設工事 築地

23 町田書の教室 書道塾 崎方 78 平戸和牛 やきにく鈴 焼肉店 木引田 133 平戸和牛 焼肉市山 焼肉店 築地

24 焼き鳥 ごっとり 居酒屋 崎方 79 須﨑クリーニング店 木引田店 クリーニング店 木引田 134 マツモトキヨシ 平戸店 ドラッグストア 築地

25 とき里 平戸店 和食店 崎方 80 木田家具店 家具販売 木引田 135 ㈲大石葬儀社 小さな葬儀専門・仏具・ねこ雑貨 築地

26 創作和食dining 椿 和食店 崎方 81 レ・カトルセゾン 居酒屋 木引田 136 ビューティースペース 愛ランド 美容室 新町

27 林功海産物店 海産物全般 崎方 82 メガネプラザ平戸店 めがね販売 木引田 137 ㈲森酒造場 酒類製造・販売 新町

28 海鮮めし処 あまちゃん 食堂 崎方 83 ナイトロマン スナック 木引田 138 RIC酒蔵 コンビニエンスストア 新町

29 山本誠二商店 食料品販売 浦の町 84 鉃馬 食堂 木引田 139 髙尾屋酒店 酒類販売 新町

30 門谷薬局 医薬品・化粧品・紙類販売 浦の町 85 月光 スナック 木引田 140 豊鮨 寿司屋 新町

31 一ふじ食堂 食堂 浦の町 86 平戸 蔦屋 菓子製造・販売 木引田 141 ビジネスホテル平戸 ビジネスホテル 新町

32 こんどうや 土産品販売 浦の町 87 サニー美容室 美容室 木引田 142 ㈲石田商店 ガス器具販売 新町

33 ㈲町田美装工芸社 家の塗り替え・看板 浦の町 88 めしどころ 一楽 食堂 木引田 143 いちのせ電機 家電販売 新町

34 サロンド さみ 美容室 浦の町 89 やきとり・居酒屋 金さん 居酒屋 木引田 144 大坪ホテル ホテル 新町

35 屋台村 Doしゃん！ 屋台（焼きとり・たこ焼き) 浦の町 90 スナック HAPPY スナック 木引田 145 ヘアーサロン イワミヤ 理容室 職人町

36 婆娑羅 土産品販売 浦の町 91 酒楽市場 おかざき 酒類販売 木引田 146 理容 よし子 理容室 職人町

37 たけだ メルカド スーパーマーケット 宮の町 92 平戸西端夢浪漫 平戸店 レストラン（和食） 木引田 147 ヘアー＆エステ Atelier Aya 美容室 職人町

38 江田時計店 時計・メガネ・宝飾品販売 宮の町 93 スナック ぼんくら スナック 木引田 148 旅亭 彩月庵 旅館 戸石川

39 平戸建設㈱ ニューポート石油 ガソリンスタンド 宮の町 94 パン工房 サンブロート 平戸店 パン製造・販売 木引田 149 ㈲福石自動車整備工場 平戸支店 自動車整備・販売 戸石川

40 ㈲寺山文書堂 書籍・雑誌・文具販売 宮の町 95 ラーメン らいきゅう ラーメン 木引田 150 ㈲聖宮 葬儀場 戸石川

41 ふるかわデンキ 家電販売・修理 宮の町 96 ヘアーサロン ブリスフル 理美容室 木引田 151 白石建設㈱ 建設工事 戸石川

42 ギフトショップ 横石 ギフト販売 宮の町 97 居酒屋 旬楽 居酒屋 木引田 152 ㈲俵屋自動車 自動車整備・販売 戸石川

43 シューズ タカサゴ 靴・履物販売 宮の町 98 オリジナルサロン寺田 美容室 木引田 153 囲炉裏料理 エビス亭 和食料理店 戸石川

44 カメイ金物店 金物販売 宮の町 99 あけぼの 居酒屋 木引田 154 モーターショップ フルカワ バイク・スクーター販売・整備 戸石川

45 平戸有香製茶 日本緑茶・コーヒー豆販売 宮の町 100 スナック 蟻の家 スナック 木引田 155 サロン・ド・ひろせ 美容室 戸石川

46 古賀電機 補聴器・家電販売 宮の町 101 ショットバー FLAT バー 木引田 156 ㈱九電工 平戸営業所 電気工事・設備工事・省エネ家電販売 戸石川

47 安富電器 家電販売 宮の町 102 晴れる家 居酒屋 木引田 157 ヘアーサロン フレンズ 理容室 戸石川

48 フローリスト 平戸花壇 生花販売 宮の町 103 居酒屋 貴苑 居酒屋 木引田 158 くれよん 婦人服・小物・雑貨販売 戸石川

49 まるにし衣料 紳士服販売 宮の町 104 KOKOPELLI HAIR DESIGN 美容室 木引田 159 安西モータース 自動車整備・販売 戸石川

50 鮮魚のみいけや 魚介類・弁当・惣菜・仕出し販売 宮の町 105 平戸ヤクルト ヤクルト商品販売 木引田 160 民宿 はまゆう 民宿 戸石川

51 松本履物店 履物販売 宮の町 106 九頭 ラーメン店 木引田 161 平戸市森林組合 北部事業所 生しいたけ販売 戸石川

52 居酒屋 おんちゃん 居酒屋 宮の町 107 レディースバッグショップ Ｄｕｏ！ バッグ・服飾小物小売店 木引田 162 パソコンサポート＆FP MORI パソコン・インターネットのトラブル解決 戸石川

53 平戸資生堂 化粧品販売 宮の町 108 御食事処 よ志乃 寿司屋 木引田 163 平戸物産館 土産品販売 岩の上

54 海鮮居酒屋 桃源郷 居酒屋 宮の町 109 スナック リーベ スナック 紺屋町 164 フォトスタジオ マルシン 写真店 岩の上

55 ㈲中倉商店 醤油・味噌製造 宮の町 110 和風スナック 恒香 スナック 紺屋町 165 ㈲丸真 建築資材販売 岩の上

第３弾「ひらどプレミアム商品券」取扱店一覧　平戸地区（312店舗）
平　　戸　　北　　部 平　　戸　　北　　部 平　　戸　　北　　部



№ 事業所名 事業内容 地区 № 事業所名 事業内容 地区 № 事業所名 事業内容 地区

166 新進機工舎 釣具販売 岩の上 221 讃岐屋材木店 建築資材販売 中野 1 善果園 果樹・加工品・米販売 堤

167 ドコモショップ平戸店 携帯電話販売店 岩の上 222 hum be．．． 美容室 中野 2 川口精米所 精米・米販売 下中津良

168 ひらど新鮮市場 地場産品直売所 岩の上 223 松本商店 食料品・日用品販売 中野 3 大石自動車整備工場 自動車整備・販売 下中津良

169 シルバータクシー㈱平戸営業所 タクシー 岩の上 224 やきとり 正ちゃん 居酒屋 中野 3 染川電機金物店 家電・金物類販売 下中津良

170 めがねと補聴器のまみい 眼鏡・補聴器販売 岩の上 225 森商事 ガソリンスタンド 川内 4 ドライブイン 峠 食堂 津吉

171 ㈱吉田自動車 平戸店 自動車整備・販売 岩の上 226 湯快リゾート ホテル蘭風 ホテル 川内 5 憩い処 たばた 居酒屋 津吉

172 カフェ＆レストラン ラ・バレンヌ カフェ＆レストラン 岩の上 227 宝亀かまぼこ店 蒲鉾製造販売 川内 6 染川鉄工 家電販売 津吉

173 ログハウスペンション ラ・バレンヌ 簡易宿泊所 岩の上 228 シービューランチ 乗馬・レストラン 川内 7 リカーショップ ますやま 酒類・飲料品販売 津吉

174 須﨑クリーニング 亀岡店 クリーニング店 岩の上 229 ㈲三和モータース 自動車整備・販売 川内 8 ㈱松岡石油店 津吉SS ガソリンスタンド 津吉

175 ㈱林水産 水産食料品加工（煮干し・焼あご） 岩の上 230 中野漁業協同組合 鮮魚・貝類・加工品販売 川内 9 つよし酒店 酒類販売・クリーニング取扱店 津吉

176 ホテル 彩陽 WAKIGAWA ホテル 岩の上 231 伊東蒲鉾店 蒲鉾製造販売 川内 10 心優-cotoyu sweets- 菓子製造・販売 津吉

177 平戸畳工業㈲ 畳製造・販売 岩の上 232 桝田蒲鉾店 蒲鉾製造販売 川内 11 ㈲オジカ鉄工 船舶修理・販売・一般鉄工 津吉

178 ファミリーマート平戸店 コンビニエンスストア 岩の上 233 有安オート 自動車整備・販売 川内 12 くすりのまるご 医薬品・日用雑貨販売 津吉

179 セブンイレブン平戸大橋店 コンビニエンスストア 岩の上 234 平戸観光バス 貸切バス 川内 13 ㈲かんぼストア スーパーマーケット 津吉

180 ひろちゃん食堂 食堂 岩の上 235 Yショップ白石屋 コンビニエンスストア 川内 14 第一自動車整備工場 自動車整備・販売 津吉

181 ＯＫホームアンドガーデン 平戸店 ホームセンター 岩の上 236 白孝屋 蒲鉾製造販売 川内 15 キッコータ醤油 醤油製造販売・食料品販売 津吉

182 カフェ くまざわ カフェ 岩の上 237 白石信行蒲鉾店 蒲鉾製造・乾物販売 川内 16 マルセイ 南部店 スーパーマーケット 津吉

183 ヘアーサロン・ウエーブ 美容室 岩の上 238 KOSA COFFEE～平戸ベース～ 飲食業（コーヒー） 川内 17 ㈲宗田材木店 建築資材販売 津吉

184 カラオケハウス みんなの唄 カラオケボックス 岩の上 18 有機農園ひらんの里 食品製造・販売 津吉

185 たけだ スピリッツ スーパーマーケット 岩の上 19 ㈱吉田自動車 自動車整備・販売 津吉

186 ㈲ひらど美装工業 ハウスクリーニング・白蟻駆除 岩の上 № 事業所名 事業内容 地区 20 セイントホール ときのもり 津吉斎場 葬儀場 津吉

187 ディスカウントドラッグコスモス 平戸店 ドラッグストア 岩の上 1 藤沢材木店 建材資材販売 紐差 21 染川衣料店 衣料品・靴・学生衣料販売 津吉

188 つり具のまるきん 平戸店 釣具販売 岩の上 2 ファミリーストアー にしかわ 食料品・雑貨販売 紐差 22 まきば亭 焼肉・居酒屋 津吉

189 田原石碑店 石材加工・製造・販売 岩の上 3 アリエス㈱ オーダーメイド紳士服製造 紐差 23 大村屋会館 葬儀場 津吉

190 度島自動車整備 自動車整備・販売 岩の上 4 西川本店 衣料品・履物・ギフト販売 紐差 24 いでぐち スポーツ用品・文具販売 津吉

191 小田工房 大工工事 岩の上 5 ㈱林自動車 自動車整備・販売 紐差 25 キャベツ畑 広島お好み焼き 津吉

192 井上睦夫商店 シャッター・サッシ・床柱販売 岩の上 6 青柳旅館 旅館 紐差 26 平戸市森林組合 南部事業所 生しいたけ販売 津吉

193 井吉水産㈱ 水産食料品加工（干物） 岩の上 7 (資)西憲商店 日用品・家電製品販売 紐差 27 B・take factory 理容室 津吉

194 ドラッグストアモリ 平戸店 ドラッグストア 岩の上 8 パピオ にしけん 電化製品販売 紐差 28 楠製菓㈲ 菓子製造販売 津吉

195 ダイソー平戸店 １００円ショップ 岩の上 9 マルセイ 中部店 スーパーマーケット 紐差 29 青崎屋硝子店 ガラス・サッシ・シャッター販売 前津吉

196 田尻電機 電装品修理販売 岩の上 10 平戸農機店・ピークポイント 農機具販売修理・自動車整備販売 紐差 30 ㈱年徳建設 建設工事 前津吉

197 ワミレス長崎平戸サロン～京～ 美容サロン（美顔・メイク） 岩の上 11 Yショップ平戸草積店 コンビニエンスストア 紐差 31 浦辺電機 本店 家電販売・オール電化・住設販売 前津吉

198 民宿 とびうお 民宿 岩の上 12 ㈱松岡石油店 中部SS ガソリンスタンド 紐差 32 大村屋商店 日用品・雑貨販売 前津吉

199 一山水産 水産加工 岩の上 13 中部モータース 自動車整備・販売 紐差 33 岩田商店 建築資材販売 前津吉

200 フラワーみき 生花販売・テイクアウトカフェ 岩の上 14 さしみの家 ひろさち 居酒屋 紐差 34 ㈲きのこ屋 農業生産・食品加工 前津吉

201 ゲストハウスシーサイドひらど 簡易宿泊所 岩の上 15 中部タクシー㈲ タクシー 紐差 35 民宿 早福荘 民宿 早福

202 ダイレックス 平戸店 ディスカウントストア 岩の上 16 前川精肉店 精肉販売 紐差 36 福田酒造㈱ 酒類製造・販売 志々伎

203 シーズファクトリー 自動車整備販売 岩の上 17 志々伎漁業協同組合 紐差支所 燃料・漁具販売 紐差 37 志々伎漁業協同組合 燃料・漁具販売 志々伎

204 田中モータース 自動車整備・販売 鏡川 18 コメリハードアンドグリーン 紐差店 ホームセンター 紐差 38 柴山自動車整備工場 自動車整備・販売 志々伎

205 キッチン 眺望亭 レストラン（イタリアン） 鏡川 19 ヘアーサロン スマイル 理美容室 紐差 39 志々伎漁業協同組合 宮ノ浦支所 燃料・漁具販売 野子

206 カレー工房 ＮＶ foods 食料品製造（レトルトカレー等） 鏡川 20 村設備土木 水道・土木工事 紐差 40 民宿・丸宮釣センター 民宿・瀬渡し 野子

207 ㈱坂野水産 養殖・水産加工 鏡川 21 平戸市森林組合 生しいたけ販売 紐差 41 山辺酒店 酒類・たばこ・塩・雑貨販売 野子

208 ㈲ケンホクプリント 印刷会社 鏡川 22 ヘアーサロン こんどう 美容室 紐差

209 福田そろばん教室 そろばん教室 鏡川 23 色季 この葉 居酒屋 紐差

210 ㈲川淵石油 石油類及びガス器具等販売 鏡川 24 ながさき西海農業協同組合 平戸営農経済センター 肥料・飼料・農薬・生産資材他 紐差

211 県北代行 運転代行 鏡川 25 ながさき西海農業協同組合 平戸農機センター 農業機械・部品販売 紐差

212 酒の一斗 平戸店 酒類販売 鏡川 26 あんじゅ鍼灸院 鍼灸院 紐差

213 磯田木工所 建具製造・サッシ販売 鏡川 27 セブンイレブン 平戸紐差町店 コンビニエンスストア 紐差

214 末弘丸㈱ 煮干・干物の製造 鏡川 28 羽田電設 電気工事 紐差

215 Momの家 ゲストハウス 中野 29 ライオン代行 運転代行 獅子 平戸商工会議所 TEL：22-3131
216 ㈱山野総合設備 水道設備工事 中野 30 春日集落案内所 かたりな 世界遺産案内所 春日 平戸市商工会 TEL：57-0223
217 ㈲モーターサービス ハートアンドハート 自動車整備・販売 中野 31 ㈱森崎水産 水産食料品加工（干物・海藻類） 根獅子 (一社)平戸観光協会 TEL：23-8600
218 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ 平戸店 ホームセンター 中野 32 ヒラドツリーサービス 陰切り・剪定・高所伐採サービス 根獅子 平戸市役所商工物産課 TEL：22-9141
219 寿司・割烹 宝 寿司屋 中野 33 ねしこ交流庵 ゲストハウス 根獅子
220 直売所 かいせい 地場産品直売所 中野

「ひらどプレミアム商品券」取扱店一覧　平戸地区
平　　戸　　北　　部 平　　戸　　北　　部 平　　戸　　南　　部

平　　戸　　中　　部

【取扱店のお問合せ先】

○商品券使用期間：令和４年８月８日(月)～令和４年１２月３１日(土)
○取扱店には「取扱店ポスター」が掲示されています。
○取扱店一覧表は平戸商工会議所・平戸市商工会・平戸観光協会・
　平戸市役所の各ホームページにも記載しておりますので、ご覧
　下さい。


