
№ 事業所名 地区
1 山西酒店 田助
2 岩永酒店 大久保
3 旅館 田の浦温泉 大久保
4 ㈱ニュー平戸海上ホテル 大久保
5 池田電設 大久保
6 銀鱗荘 大久保
7 国際観光ホテル旗松亭 大久保
8 衣料センター しみづや 崎方
9 COFFEE＆PIZZA 大渡長者 崎方

10 ㈲米倉商店 崎方
11 ブルーベル 崎方
12 スナック じゃがたら 崎方
13 ㈲篠崎海産物店 崎方
14 菓子工房えしろ 崎方
15 松本蒲鉾店 崎方
16 もりとう食堂 崎方
17 食堂 なんばん 崎方
18 ノエビア平戸 崎方
19 ㈱ベスト電器 長崎平戸店 崎方
20 メキシカンレストランバー パンチョ 崎方
21 ㈱東船具店 崎方
22 山本誠二商店 浦の町
23 門谷薬局 浦の町
24 一ふじ食堂 浦の町
25 こんどうや 浦の町
26 ㈲町田美装工芸社 浦の町
27 サロンド さみ 浦の町
28 たけだメルカド 宮の町
29 エレナ平戸店 宮の町
30 江田時計店 宮の町
31 平戸建設㈱ ニューポート石油 宮の町
32 ㈲寺山文書堂 宮の町
33 ふるかわデンキ 宮の町
34 ギフトショップ 横石 宮の町
35 シューズ タカサゴ 宮の町
36 カメイ金物店 宮の町
37 平戸有香製茶 宮の町
38 古賀電機 宮の町
39 安富電器 宮の町
40 フローリスト 平戸花壇 宮の町
41 まるにし衣料 宮の町
42 鮮魚のみいけや 宮の町
43 松本履物店 宮の町
44 居酒屋 おんちゃん 宮の町
45 平戸資生堂 宮の町
46 海鮮居酒屋 桃源郷 宮の町
47 なかしま 木引田
48 市山精肉店 木引田
49 大阪屋・Rie 木引田
50 エダ時計店 木引田
51 居酒屋 さこや 木引田
52 レストラン ベイリーフ 木引田
53 ㈱ほり江 木引田
54 六曜館 木引田
55 スナック らいひん 木引田
56 プリンセス赤坂 木引田
57 ブティック ラ・メール 木引田
58 フラワープランニング 花文 木引田
59 ㈲たかたカメラ 木引田
60 いけす居食家 大徳利 木引田
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61 喫茶 インドール 木引田
62 洋風小料理 紺や亭 木引田
63 きでら薬局 木引田
64 平戸和牛 やきにく鈴 木引田
65 須﨑クリーニング店 木引田店 木引田
66 あんじゅ鍼灸院 木引田
67 木田家具店 木引田
68 レ・カトルセゾン 木引田
69 メガネプラザ平戸店 木引田
70 ナイトロマン 木引田
71 鉄馬 木引田
72 月光 木引田
73 平戸蔦屋 木引田
74 スナック GG 木引田
75 サニー美容室 木引田
76 めしどころ 一楽 木引田
77 やきとり・居酒屋 金さん 木引田
78 スナック HAPPY 木引田
79 御食事処 よ志乃 木引田
80 酒楽市場 おかざき 木引田
81 平戸西端夢浪漫 平戸店 木引田
82 スナック ぼんくら 木引田
83 サンブロート平戸店 木引田
84 スナック リーベ 紺屋町
85 和風スナック 恒香 紺屋町
86 磯かつ 紺屋町
87 スナック 夜の窓 紺屋町
88 スナック ドリーム 紺屋町
89 上の木寺染物店 紺屋町
90 津乃上製菓 魚の棚
91 でんきやアイチ 魚の棚
92 ㈲牛蒡餅本舗 熊屋 魚の棚
93 カフェ ソレイユ 魚の棚
94 ㈲神田スポーツ 魚の棚
95 中華料理 紅蘭 魚の棚
96 エフワンマツモト 魚の棚
97 自然食品 和み 魚の棚
98 喫茶去 楽味暖 魚の棚
99 力武写真館 魚の棚

100 スナック オリーブ 魚の棚
101 ㈱松岡石油店 平戸中央SS 築地
102 ㈲三共物産 築地
103 平戸観光協会 売店 築地
104 ㈱大和屋 築地
105 ビューティースペース愛ランド 新町
106 ㈲森酒造場 新町
107 RIC酒蔵 新町
108 くれよん 新町
109 (資)髙尾屋商事 新町
110 豊鮨 新町
111 ビジネスホテル平戸 新町
112 ㈲石田商店 新町
113 いちのせ電機 新町
114 旅亭 彩月庵 戸石川
115 チャックワゴン エビス亭 戸石川
116 ㈲福石自動車整備工場 平戸支店 戸石川
117 ㈲聖宮 戸石川
118 井上材木店 戸石川
119 白石建設㈱ 戸石川
120 ㈲俵屋自動車 戸石川
121 囲炉裏料理 エビス亭 戸石川
122 モーターショップ フルカワ 戸石川
123 サロン・ド・ひろせ 戸石川
124 平戸物産館 岩の上
125 フォトスタジオ マルシン 岩の上
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126 ㈲丸真 岩の上
127 (資)新進機工舎 岩の上
128 ドコモショップ平戸店 岩の上
129 ひらど新鮮市場 岩の上
130 シルバータクシー㈱平戸営業所 岩の上
131 めがねのまみい 岩の上
132 吉田自動車㈱ 平戸店 岩の上
133 カフェ＆レストラン ラ・バレンヌ 岩の上
134 ログハウスペンション ラ・バレンヌ 岩の上
135 須﨑クリーニング店 亀岡店 岩の上
136 林水産 岩の上
137 ホテル彩陽 岩の上
138 平戸畳工業㈲ 岩の上
139 ファミリーマート平戸店 岩の上
140 セブンイレブン平戸大橋店 岩の上
141 ひろちゃん食堂 岩の上
142 ＯＫホームアンドガーデン平戸店 岩の上
143 カフェ くまざわ 岩の上
144 ヘアーサロン・ウエーブ 岩の上
145 カラオケハウス みんなの唄 岩の上
146 たけだスピリッツ 岩の上
147 ㈲ひらど美装工業 岩の上
148 民宿 海望荘 岩の上
149 青柳別館 梅やしき偕楽園 岩の上
150 田原石碑店 大野
151 度島自動車整備 大野
152 平戸観光バス 大山
153 田中モータース 鏡川
154 キッチン 眺望亭 鏡川
155 カレー工房エヌブイフーズ 鏡川
156 ㈲坂野水産 鏡川
157 ㈲ケンホクプリント 鏡川
158 福田そろばん教室 鏡川
159 Momの家 中野
160 ㈱山野総合設備 中野
161 ㈲モーターサービス ハートアンドハート 中野
162 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ平戸店 中野
163 ㈲寺田工務店 中野
164 寿司・割烹 宝 中野
165 綾香工務店 中野
166 森商事 川内
167 湯快リゾート ホテル蘭風 川内
168 宝亀かまぼこ店 川内
169 シービューランチ 川内
170 平戸カヤックス 川内
171 ㈲三和モータース 川内
172 中野漁業協同組合 川内
173 伊東蒲鉾店 川内
174 白孝屋 川内

№ 事業所名 地区
1 ㈲藤沢材木店 紐差
2 ファミリーストアー にしかわ 紐差
3 アリエス㈱ 紐差
4 西川本店 紐差
5 ㈱林自動車 紐差
6 青柳旅館 紐差
7 （資）西憲商店 紐差
8 市山製菓 紐差
9 マルセイ中部店 紐差

10 平戸農機店・ピークポイント 紐差
11 Yショップ平戸草積店 紐差
12 ㈱松岡石油店 中部SS 紐差
13 ライオン代行 獅子
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14 春日拠点施設かたりな売店 春日
15 ねしこ交流庵 根獅子
16 ㈱森崎水産 根獅子

№ 事業所名 地区
1 浜本荘・浜本釣センター 堤
2 大石自動車整備工場 下中津良
3 染川電機金物店 下中津良
4 ドライブイン 峠 津吉
5 憩い処 たばた 津吉
6 染川鉄工 津吉
7 リカーショップますやま 津吉
8 ㈱松岡石油店 津吉SS 津吉
9 つよし酒店 津吉

10 心優-cotoyu sweets- 津吉
11 まるとみ洋品店 津吉
12 ㈲オジカ鉄工 津吉
13 くすりのまるご 津吉
14 ㈲かんぼストア 津吉
15 染川鉄工 津吉
16 第一自動車整備工場 津吉
17 キッコータ醤油 津吉
18 寿司ひろ 津吉
19 マルセイ 南部店 津吉
20 ㈲宗田材木店 津吉
21 有機農園 ひらんの里 津吉
22 ㈱吉田自動車 津吉
23 青﨑屋硝子店 前津吉
24 ㈱年徳建設 前津吉
25 民宿 早福荘 早福
26 福田酒造㈱ 志々伎
27 民宿 栗山 志々伎
28 山辺酒店 野子

№ 事業所名 地区
1 市村文具店 壱部
2 尾﨑酒店 壱部
3 くらた別館 壱部
4 山屋旅館 壱部
5 森田クリーニング店 壱部
6 ㈲北原薬品 壱部浦店 壱部浦
7 あゆみ美容室 壱部浦
8 理容ハマダ 壱部浦
9 ㈲久冨電機 壱部浦

10 池月旅館 壱部浦
11 衣料の豊増 壱部浦
12 理容 さかもと 壱部浦
13 ㈲藤村商店 壱部浦
14 ＪＦいきつき しおかぜ 壱部浦
15 Salon・do・Dolce 壱部浦
16 美容室 ＢＩＧＩＮ 里免
17 生月自動車㈲ 里免
18 末永酒店 里免
19 Yショップ生月くぼ店 里免
20 ㈲森石油店 里免
21 坂口生花造花店 里免
22 まなべ化粧品店 里免
23 潮騒 里免
24 ㈲マルイ水産商事 里免
25 ㈱永田管工設備 里免
26 久家クリーニング 里免
27 ㈲ニュー家族館 生月店 里免
28 田舎家 里免

生　　月　　地　　区
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29 藤村石油 里免
30 大川製パン所「島のパン屋さん」 里免
31 宇多屋（うたや） 里免
32 海里 里免
33 生月調剤薬局 山田免
34 松永石碑店 山田免
35 ジェイ・アイ修理センター㈲ 山田免
36 アブルームヘアー 山田免
37 ㈲聖宮 生月会館 山田免
38 立石酒店 山田免
39 Vive la vie! 山田免
40 祐徳自動車㈱ ホームセンターユートク生月店 山田免
41 ㈲北原薬品 舘浦店 舘浦
42 スーパーダイエイ 舘浦
43 岩野上醤油店 舘浦
44 戸田百貨店 舘浦
45 外山料理店 舘浦
46 戸田や旅館 舘浦
47 大敷食堂 舘浦
48 シーフーズダイエイ 南免
49 大橋観光売店 南免
50 お食事処 ひといき 南免
51 惣菜・食堂 鯨見店 南免
52 カーショップ白浜 南免

№ 事業所名 地区
1 ㈲有明物産 以善免
2 ヘアー＆フェイス・ラピス 以善免
3 トータルギフト きらり 荻田免
4 食膳 わらび 荻田免
5 市瀬酒店 小崎免
6 ㈱清和 フレッシュマート アリーナ 小手田免
7 天助 小手田免
8 ㈱林自動車 田平店 小手田免
9 スナック エル 小手田免

10 ピットブラザーズ 車楽館 小手田免
11 ピットブラザーズ 車検館 小手田免
12 ホームプラザナフコ 田平店 里免
13 ㈱清和 フレッシュマート 里店 里免
14 コバック平戸たびら店 里免
15 肉のいなりや 里免
16 アオキ石油㈲ 里免
17 ファミリーマート 平戸田平店 下亀免
18 ㈱嵜本工務店 岳崎免
19 ㈲谷口医薬品 深月免
20 鶴丸自動車 深月免
21 みどり美容室 山内免
22 ㈲平戸口吉善商店 山内免
23 海産物のわたなべ 山内免
24 スナック ゆき 山内免
25 オールライト 山内免
26 お茶のみやけ 山内免
27 ヘアーサロン カメヤ 山内免
28 たびらの文具屋さん 山内免
29 いしばし衣料 山内免
30 宮木時計眼鏡店 山内免
31 酒のさざん 山内免
32 鴨川履物店 山内免
33 ㈲石橋薬局 山内免
34 ㈲やよい旅館 山内免
35 ㈲河合商店 山内免
36 平戸瀬戸市場 山内免
37 饅頭工房 坂口屋 山内免
38 洋風居酒屋 風風 山内免
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39 スナック 菜の花 山内免
40 帯屋進学塾 山内免
41 よかろ物産 山内免
42 ㈱県央電設 山内免
43 久木染物店 山内免
44 あびる化粧品店 山内免
45 関本電器商会 山内免
46 お食事の店 萬福 山内免
47 平戸西端夢浪漫 田平店 山内免
48 ㈲田平プロパン商会 山内免
49 ヘアーサロン愛髪 山内免

№ 事業所名 地区
1 ミキ美容室 的山川内
2 サノヤ酒店 的山川内
3 白石商店 的山川内
4 内田玲子商店 的山川内
5 柴山富治商店 大根坂
6 小浜酒店 大根坂
7 宮内民宿 大根坂
8 山﨑電気商会 神浦
9 井元商店 神浦

10 ㈲旭商会 神浦
11 石田理容室 神浦
12 辻屋酒店 神浦
13 大島自動車整備工場 西宇戸

　の各ホームページに掲載しております。

大　　島　　地　　区

（平戸商工会議所ホームページはシステムメンテナンス中です。）

取扱店一覧表更新予定日：7月13日（月）

上記更新日に取扱店の更新を予定しております。

※取扱店一覧表は平戸市役所・平戸市商工会・平戸観光協会


