
※令和2年11月17日現在

中町 ・ 東町地区 石原靴店 (有)西郷日石　港町給油所 有木 ・ 平 ・ 中条地区 中村 ・ 布施地区

青柳 (有)泉商会 (有)三共製菓 赤帽隠岐メッセンジャー (有)稲葉興産

(有)アグリおき　カフェブラン (有)伊藤商店 スナック　美雪 (株)味彩海道 (有)五賀屋商店

味太郎 隠岐ふるさと直売所(協組) (有)武田商店 auショップ隠岐 さざえ村

(有)粟谷商店 (有)笠岡商店 天神原印刷 大田ソ-イング　西郷店 JAしまね隠岐地区本部　中村店

居酒屋　酔郷 肩こり解消サロン　り楽 ドコモショップ隠岐店 隠岐酒造株式会社 JAしまね隠岐地区本部　布施店

(有)井本商店 (有)木村屋 パ-ル美容室 隠岐包装株式会社 ジオリゾートシンフォニー・カフェラメール

MS Home 京見屋分店 (福)博愛　みんなの作業所 小原建築 たけのや商店

(株)隠岐ガス 子ども英語教室　オーキッズ hicci hair design (有)面谷商店　ひまり店 ヒカリデンキ

隠岐汽船商事株式会社 (有)西郷日石　西郷SS フォト隠岐 海宝 松美丸

(有)隠岐車輌 SEANO ヘア-サロン　コンドウ 勝部表装(有) 水原商店

(株)隠岐電化センタ- 秀月堂 民芸茶屋　いろり 勝部表装(有)　工房MINAMI レストハウス　ポ-レスト

お好み焼きてっちゃん 酔仙 ライトハウス (有)門脇自動車整備工場 和田釣具店

OHANA Café (OHANA工房) 末広 レストラン　菜館 かなりやパン

(有)面谷商店　中町店 スナック　ペルル ロ-ズ美容室 クリエイティブ　ヘア-ブリッジ 五箇地区

カーショップ勇起 スポーツショップイング こめこめまんま 飯野電機

ｇａｌｏｒｅ　隠岐店 (有)太陽車両 城北町地区 こめや米穀店 (有)おむら

グリーングラス 茶茶 (有)あずま家具住建センタ- (有)西郷日石　西郷南SS (有)かみや

サカータブロス 月あかりカフェ (有)ウエ-ヴ (サンテラス店) サイトーメンテナンス(株) (株)五箇の郷　ホテル海音里

ささき電機 鍋国 おき観光タクシー(有) 山陰ヤクルト販売(株)　隠岐営業所 こぞって市

真田電機 ニューつぼみ (有)おき精肉店　城北店 JAしまね隠岐地区本部　農機センタ- JAしまね隠岐地区本部　五箇支店

更科 ニュ-ライフ京見屋 (有)隠岐石油 JAしまね隠岐地区本部　原田給油所 志母

七輪 浜田ふとん店 隠岐の島補聴器 (株)スマイル 新屋敷商店

島タクシ-株式会社 (有)早川石油 おもちゃの店　にしお (有)柘植文具 すみれ

島料理　さんなな ビッグボディ- (株)カ-テックス一畑　隠岐店 (有)釣りキング 第五潮路丸

Cho*Chou フィッシングショップ　エビス堂 くすりのさかい 長野商店 とこや　オッコ

杉山マリン商会 ふうらん 西郷タクシー (有)長谷川酒本店 (有)中田石油店　北方給油所

寿し晴 藤原金物店 サロンド・ミホ むらかみタクシー (有)中田石油店　郡給油所

スナック　亜沙美 ヘア-ハウス　あく-る JAしまね隠岐地区本部　経済課 むろや酒店 (有)藤田水道設備

スナック　オアシス ポモド-ロ 底底上上（サンテラス内） めがねのウエスギ 焼肉　味富

スナック　さくら マイ 手打ちうどん水車 焼肉　明 柳原建築

スナック　冫零（ぜろ） (株)前川商会　隠岐レンタ・リ-ス (有)電星社 (有)山下商店 (有)アグリおき　ラ・シガル カフェ

ダ-ツバ-　side show 真野クリ-ニング (有)服部 (有)ユ-ショップさかもと

(有)土中米殻店 マムズ・ベーカリー パティセリ-・プチ・ガト- (有)ライフランド

中町　おおた 毛利酒店 彦根目立センタ- 煉瓦屋 都万地区

のみくいハウス　DOZI 山口板金工作所 100TARO COFFEE(同) あいらんどパークホテル

(有)ヒカリ ヤング毛糸店 福祉ショップ　ゆめ 磯地区 (有)安部ガス店

ビュ-ティ・R 吉井商店 Private Salon KICOLI 味彩工房　樹 ヴィオラ美容室

(有)ファミリ-レストラン　いりふね (特非)らとこんた 美すみ 石橋屋商店 NPO法人隠岐しおさい(産直問屋しおさい)

フィッシャーマンズワーフ隠岐 料亭　寿 三角酒店 キッチン　はな 嘉本商店

Ｐｌａｉｓｉｒ 檸檬樹 焼肉　雪 (同)澤農機店 （株）クリーン

ヘアサロン　Ｋ’ｓ 焼肉　勇花理 (有)早川石油　下西店 (有)齋藤石油

ヘアー　ジューク 港町 ・ 岬町地区 Ｐｅt Ｓａｌｏｎ ｃｏｃｏｒｏ JAしまね隠岐地区本部　都万支店

マスヤ アイランドホテルしまじ　料理処魚鍋菜 栄町地区 men’ｓ ｈａｉｒ Ｌｉｎｋ (有)高宮本店

明光酒店 あじさい (株)隠岐三協サッシセンター ヨコタオ-ト＆マリン 羽衣荘

メナ-ド化粧品店 (株)一畑トラベルサ-ビス隠岐空港売店 (有)おき精肉店 東郷地区 (福)博愛　仁万の里

八百杉 海老屋酒店 金井製菓製パン所 (有)旭電機 橋本商店

(有)山本自動車 七輪本店 (株)銀座屋　TORAYA (有)池田材木店 浜崎たばこ店

西町地区 (有)隠岐第一商事 サンタクシー（有） 木村屋給食パン工場 古岡商店

(有)味乃蔵 隠岐プラザホテル JAしまね隠岐地区本部　虹のホ-ルおき 斉賀商店 ペットサロン　ＦＵＴＡＢＡ

池田自転車店 おでん　こと 中華　登貴 JAしまね隠岐地区本部　大久店 山根石油店

居酒屋　あんづ おはなやさん　ブル-ム (株)野村水道工業所 チャ-ム美容室 Ｙショップ隠岐都万店

居酒屋　まある 門脇食料品店 八仙楼 (株)吉崎工務店

石田時計店 (株)金田建設 マキノ水産

いしたに食料品店・民宿 きぬえ

　　大型店舗　※共通券６枚(青色) のみ使用できます。

　大型店舗以外の店舗　※共通券６枚(青色)・専用券４枚(赤色) どちらも使用できます。

サンテラス （テナントを除く） ショッピングセンター ひまり （テナントを除く） （株）ジュンテンドー 西郷店 ドラッグストアウェルネス 隠岐の島店

ドラッグストアウェルネス 西郷店（株）ヤマダヤ エディオン隠岐店（株）ベスト電器 テックランド隠岐店

隠岐の島町 お知らせ便 第３２０号 別冊 6枚 4枚

アマビエ


