
№ 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 尾﨑酒店 酒類・日用品販売 壱部 60 綾香工務店 建築工事・リフォーム 舘浦 47 海産物のわたなべ 水産加工品販売 山内免
2 くらた別館 旅館 壱部 61 シーフーズ ダイエイ 土産品販売 南免 48 スナック ゆき スナック 山内免
3 山屋旅館 旅館 壱部 62 大橋観光売店 土産品販売 南免 49 オールライト 紳士服販売 山内免
4 森田クリーニング店 クリーニング店 壱部 63 お食事処 ひといき 食堂 南免 50 お茶のみやけ 茶・コーヒー販売 山内免
5 ㈲北原薬品 壱部浦店 薬局 壱部浦 64 マリンショップ かいや 土産品販売 南免 51 ヘアーサロン カメヤ 理容室 山内免
6 あゆみ美容室 美容室 壱部浦 65 海里 スナック 南免 52 たびらの文具屋さん 文具・スポーツ用品販売 山内免
7 理容 ハマダ 理容店 壱部浦 66 寺田食堂 食堂 南免 53 いしばし衣料 婦人服・寝具販売 山内免
8 ㈲久冨電機 電気工事・家電販売 壱部浦 67 くろだ玄海堂 菓子製造販売 南免 54 宮木時計眼鏡店 時計・メガネ・貴金属販売 山内免
9 池月旅館 旅館 壱部浦 68 カーショップ白浜 自動車整備・販売 南免 55 酒のさざん 酒類販売 山内免

10 衣料の豊増 婦人服販売 壱部浦 69 島の館 博物館 南免 56 鴨川履物店 履物店 山内免
11 理容 さかもと 理容室 壱部浦 57 ㈲石橋薬局 薬局 山内免
12 ㈲藤村商店 水道工事・住宅設備販売 壱部浦 58 やよい旅館 旅館 山内免
13 ＪＦいきつき しおかぜ スーパーマーケット 壱部浦 № 事業所名 事業内容 地区 59 ㈲河合商店 食料品・日用品販売 山内免
14 Salon・do・Dolce（ドルチェ） 美容室 壱部浦 1 ㈲有明物産 タクシー 以善免 60 平戸瀬戸市場協同組合 直売所・レストラン 山内免
15 森電機商会 家電販売 壱部浦 2 ヘアー＆フェイス・ラピス 美容室・化粧品販売 以善免 61 洋風居酒屋 風風 居酒屋 山内免
16 美容室 ＢＩＧＩＮ 美容室 里免 3 洋風民宿 グラスハウス 民宿 大久保免 62 スナック 菜の花 スナック 山内免
17 生月自動車㈲ タクシー・貸切バス・自動車整備・販売 里免 4 ㈱中瀬草原キャンプ場 キャンプ場・カフェ 大久保免 63 よかろ物産 食料品・土産品販売 山内免
18 末永酒店 酒類販売 里免 5 トータルギフト きらり ギフト販売 荻田免 64 ㈱県央電設 電気・空調設備 山内免
19 Yショップ生月くぼ店 コンビニエンスストア 里免 6 食膳 わらび そば・うどん店 荻田免 65 久木染物店 印染製品・提灯販売 山内免
20 ㈲森石油店 ガソリンスタンド 里免 7 市瀬酒店 酒店 小崎免 66 あびる化粧品店 化粧品販売 山内免
21 坂口生花造花店 生花販売 里免 8 ㈱玄海電設 電気工事・管工事 小崎免 67 関本電器商会 家電・住設機器販売 山内免
22 まなべ化粧品店 化粧品販売 里免 9 コーヒーハウス サウンド 喫茶店 小崎免 68 お食事の店 萬福 食堂 山内免
23 潮騒 居酒屋 里免 10 ㈱清和 フレッシュマート アリーナ スーパーマーケット 小手田免 69 平戸西端夢浪漫 田平店 レストラン（和食） 山内免
24 ㈲マルイ水産商事 水産加工品・土産品販売 里免 11 天助 焼肉店 小手田免 70 ㈲田平プロパン商会 ガス器具・家電販売 山内免
25 ㈱永田管工設備 電化製品販売・管工事・電気工事 里免 12 ㈱林自動車 田平店 自動車整備・販売販売 小手田免 71 中島蒲鉾工場 練り製品（天ぷら）製造販売 山内免
26 久家クリーニング クリーニング店 里免 13 スナック エル スナック 小手田免 72 セブンイレブン平戸田平東店 コンビニエンスストア 山内免
27 ㈲ニュー家族館 生月 衣料品・寝具・ギフト販売 里免 14 ピットブラザーズ 車楽館 自動車整備・販売 小手田免 73 運転代行 黄門ちゃま 運転代行 山内免
28 田舎家 居酒屋 里免 15 ピットブラザーズ 車検館 自動車整備 小手田免 74 リリー美容室 美容室 山内免
29 藤村石油 ガソリンスタンド 里免 16 セイントホール ときのもり 田平斎場 葬儀場 小手田免 75 阿比留鮮魚店 鮮魚販売 山内免
30 大川製パン所「島のパン屋さん」 パン製造販売 里免 17 CAMELLIA 美容室 小手田免 76 お菓子のこじま 菓子製造販売 山内免
31 宇多屋（うたや） カラオケボックス・居酒屋 里免 18 セブンイレブン平戸田平西店 コンビニエンスストア 小手田免 77 鮨 こじま 寿司屋 山内免
32 ㈲出口材木店 建築資材販売 里免 19 秋信自動車整備工場 自動車整備・販売 小手田免 78 ますやクリーニング田平店 クリーニング店 山内免
33 髪結床 繁美 美容室 里免 20 夢美容室 美容室 小手田免 79 ヘアーサロン 愛髪 美容室 山内免
34 Barbershop grow グロウ 理容室 里免 21 さつき観光㈱ 高速バス・貸切バス 小手田免 80 居酒屋 ゆめや 居酒屋 山内免
35 ながさき西海農業協同組合 生月支店 農業資材・生活資材販売・葬儀 里免 22 ㈲吉川建装 サッシ・ガラス等内装工事 小手田免 81 はたえコンタクト メガネ・コンタクトレンズ販売 山内免
36 ながさき西海農業協同組合 生月給油所 石油類販売 里免 23 瀬戸の寄道 地場産品直売所 小手田免 82 PEA BERRY 喫茶店 山内免
37 スナック ピアス スナック 里免 24 針尾看板店 看板・ステッカー・塗装他 小手田免
38 田中組 土木工事 里免 25 ㈱エレナ スーパーマーケット 小手田免
39 moon berry's kitchen 移動販売（ブルーベリージェラート他） 里免 26 夕やけ食堂 食堂・カフェ 小手田免 № 事業所名 事業内容 地区
40 生月調剤薬局 薬局 山田免 27 カフェ ＧＧ カフェ・軽食・喫茶 小手田免 1 野田商店 食料品・酒類・日用品販売 度島
41 松永石碑店 墓石製造販売 山田免 28 ホームプラザナフコ 田平店 ホームセンター 里免 2 ミキ美容室 美容室 的山川内
42 ジェイ・アイ修理センター㈲ 自動車整備・販売 山田免 29 ㈱清和 フレッシュマート里店 スーパーマーケット 里免 3 白石商店 ガス器具・日用品販売 的山川内
43 アブルームヘアー 美容室 山田免 30 コバック平戸たびら店 自動車整備 里免 4 内田玲子商店 食料品販売 的山川内
44 ㈲聖宮 生月会館 葬儀場 山田免 31 肉のいなりや 精肉販売 里免 5 小浜酒店 酒類・食料品販売 大根坂
45 Vive la vie! Café＆Bal（飲食） 山田免 32 アオキ石油㈲ ガソリンスタンド 里免 6 宮内民宿 民宿 大根坂
46 祐徳自動車㈱ ホームセンターユートク生月店 ホームセンター 山田免 33 ㈲﨑村電業 電気工事・水道工事 里免 7 柴山富治商店 食料品販売 大根坂
47 農事組合法人 アグリアクティブ ゴミ処分・解体 山田免 34 ㈱コメリハードアンドグリーン田平店 ホームセンター 里免 8 井元商店 酒類・木材・建材販売 神浦
48 ㈲みやび会 いなほ 健康食品販売 山田免 35 メモリアルホール田平葬斎 葬儀場 里免 9 ㈲旭商会 家電販売・電気工事 神浦
49 いきつき山海の四季 農海産物直売所 山田免 36 ファミリーマート 平戸田平店 コンビニエンスストア 下亀免 10 石田理容店 理容室 神浦
50 ㈲北原薬品 舘浦店 薬局 舘浦 37 ＩＭＦホールディングス㈱平戸ファクトリー 食肉製造販売 下亀免 11 辻屋酒店 酒類販売 神浦
51 スーパー ダイエイ スーパーマーケット 舘浦 38 ㈱嵜本工務店 建築工事・リフォーム 岳崎免 12 菓子屋商店 日用品販売 神浦
52 岩野上醤油店 醤油・味噌販売 舘浦 39 平戸たびら温泉 サムソンホテル ホテル 野田免 13 ながさき西海農業協同組合 大島支店 農業資材・生活資材販売 神浦
53 戸田百貨店 衣料品・寝具・ギフト販売 舘浦 40 ㈲谷口医薬品 医薬品配置販売 深月免 14 ながさき西海農業協同組合 Ａコープ大島店 飲食料品・生活雑貨販売 神浦
54 戸田や旅館 旅館 舘浦 41 鶴丸自動車 自動車整備 深月免 15 里の宿 瀬の川 ゲストハウス 神浦
55 大敷食堂 食堂 舘浦 42 サロン ド ルルコ リンパドレナージュ 深月免 16 山﨑電気商会 家電販売・電気工事 神浦
56 マルゲン百貨店 日用品販売 舘浦 43 道の駅昆虫の里 たびら 直売所 深月免 17 公共の宿 漁火館 旅館 西宇戸
57 クレイジー Zoo スナック 舘浦 44 Vacca Gelato ジェラート製造販売 山内免 18 大島自動車整備工場 自動車整備・販売 西宇戸
58 こんどう 食料品・生花・精肉販売 舘浦 45 みどり美容室 美容室 山内免 19 ながさき西海農業協同組合 大島給油所 石油類販売 前平
59 舘浦漁業協同組合 練り製品・鮮魚・加工品販売 舘浦 46 ㈲平戸口吉善商店 海産物・鯨肉販売 山内免 20 ながさき西海農業協同組合 大島資材センター 農業機械・部品販売 前平

第３弾「ひらどプレミアム商品券」取扱店一覧　生月・田平・度島・大島地区（171店舗）
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