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南の島の食べものと島酒うさぎや 宮古島市 平良下里２　　 飲食店 ZN-0001-5274

うまりずま 宮古島市 平良下里５５６　　 飲食店 ZN-0001-5233

焼鳥 tan 宮古島市 平良下里５５７　アクトホーム５Ｆ 飲食店 JS-0002-8246

南国酒場来留来琉 宮古島市 平良下里５５７　源河ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5371

一魚一会宮古島店 宮古島市 平良下里５９５　サンハイツとくやま１０３　 飲食店 ZN-0001-5296

焼肉喜八 宮古島市 平良下里５９５－１０１　　 飲食店 ZN-0001-5302

焼肉喜八別館 宮古島市 平良下里８３　BMC １Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5301

385 じま△ストア 宮古島市 平良字下里１　公設市場内　 飲食店 SL-2000-6609

追風丸 宮古島店 宮古島市 平良松原５４８－８ 飲食店 JS-0005-1791

海鮮酒家中山本店 宮古島市 平良西里１－１０ 飲食店 JS-0000-4797

gossipbar 宮古島市 平良西里１１２－１　　 飲食店 ZN-2000-1631

PresidentBarAnnadeJA 宮古島市 平良西里１１７－２　　 飲食店 ZN-2000-3306

和牛専門焼肉わ 宮古島市 平良西里１３０４－８　　 飲食店 ZN-0001-5298

BARCOPACABANA 宮古島市 平良西里１７５ 飲食店 JS-0000-4787

ペンギンここだけの話 宮古島市 平良西里２２１－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3695

焼肉こてつ 宮古島市 平良西里２３２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7492

あかがーら宮古島店 宮古島市 平良西里２３３　野津ビル１Ｆ西 飲食店 JS-0000-5538

MarineBar 宮古島市 平良西里２４５　　 飲食店 ZN-2000-2048

居酒屋五鉄 宮古島市 平良西里２５１－１　P-LIFE ビル２Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0001-5261

居酒屋島城 宮古島市 平良西里２７５　１Ｆ 飲食店 JS-0001-0624

豚匠宮古島店 宮古島市 平良西里２７６－１　　 飲食店 ZN-0002-1315

郷土料理居酒屋壱番座 宮古島市 平良西里３０４　　 飲食店 ZN-0001-5387

島唄楽宴ぶんみゃあ 宮古島市 平良西里３２２ 飲食店 JS-0001-2388

CafedeM 宮古島市 平良西里４５－１　 飲食店 SL-2001-1536

料理屋一刀 宮古島市 平良西里５６３－２ 飲食店 JS-0003-2504

島唄ライブ居食屋和おん 宮古島市 平良西里５６５－３ 飲食店 JS-0001-0291

焼肉屋 宮古島市 平良西里９９２－２　コーポ奥原１０５ 飲食店 JS-0001-2394

金城陶芸 宮古島市 下地川満８０３－１ ショッピング JS-0002-0661

琉球ザッカ青空 宮古島市 下地来間１０４－１ ショッピング JS-0001-8517

美ぎ島雑貨 がじゅまる 宮古島市 下地来間１０４－１ ショッピング JS-0001-8563

陶芸工房・太陽が窯 宮古島市 上野新里１２１４ ショッピング JS-0005-9184

宮古島海宝館 宮古島市 城辺保良５９１－１　　 ショッピング ZN-0002-7052

五光自動車商会 宮古島市 平良下里３１０７－８３０ ショッピング JS-0001-4914

五光自動車レンタカー 宮古島市 平良下里３１０７－８３０ ショッピング JS-0001-4915

アクアストーリー 宮古島市 平良下里４８２－１ ショッピング JS-0000-0154

株式会社インテリアショップみやび 宮古島市 平良下里５３１－３　 ショッピング SL-2001-0259

亀浜おみやげ品店 宮古島市 平良下里５３９－３ ショッピング JS-0003-4706

WILLY’S 宮古島市 平良下里５９７　亀川ビル１０３　 ショッピング ZN-0002-2688

ダイブハウス南風〔ぱいかじ〕 宮古島市 平良久貝２４９－１ ショッピング JS-0002-0694

ダイビングサービス サンアイランド 宮古島市 平良久貝２８４－１ ショッピング JS-0005-2118
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MORITAKA510 宮古島市 平良西里１－１６　 ショッピング SL-2000-1693

ざっかやー パパハンドー 宮古島市 平良西里１３－１ ショッピング JS-0000-0156

有限会社菊之屋 宮古島市 平良西里２９５ ショッピング JS-0005-2560

sabomart 宮古島市 平良西里３０３ ショッピング JS-0005-4429

8H 宮古島市 平良西里３１３－２　SKZ ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-1537

株式会社フジ冷凍食品 宮古島市 平良西里４６９－４ ショッピング JS-0003-6301

有限会社あさひ 宮古島市 平良西里５８３ ショッピング JS-0001-3825

LOFTYA 宮古島市 平良西里７０９－３　　 ショッピング ZN-2000-3455

メガネのとくやま 宮古島市 平良西里９９２－９　　 ショッピング ZN-0002-5084

スマホ修理専門店 宮古島市 平良久貝８９８－１ サービス JS-0004-8684

チャンス美容室 宮古島市 平良西里３５７－２ サービス JS-0001-4528

salonyamamoto 宮古島市 平良西里７９１－３　川満店舗１０２　 サービス ZN-0003-1050

沖縄プレミアムレンタカー 宮古島支店 宮古島市 平良東仲宗根添１８９８－１９－１１２ サービス JS-0004-2858

カラオケスタジオ 星の王子さま 宮古島市 平良下里５６７－１　きららビル１Ｆ エンターテインメント JS-0004-3592

カラオケパブニューキャッスル 宮古島市 平良西里１６４－１　うりずんビル２Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-2809

島海空 すまんかいくう 宮古島市 伊良部伊良部１３９－１　 その他 SL-2000-6597

山本大司潜水案内 宮古島市 平良西里３８１　１Ｆ その他 SL-2000-9069

Catcafe 美ら猫 石垣市 宮良９７－１０５ 飲食店 JS-0004-6090

KichenBruna 石垣市 新栄町１０－２　　 飲食店 ZN-0001-5419

海人居酒屋源新栄店 石垣市 新栄町２５－５ 飲食店 JS-0002-0456

和琉ダイニングみふね 石垣市 新川１１２９－２ 飲食店 JS-0001-8247

郷土料理  舟蔵の里 石垣市 新川２４６８－１　 飲食店 SL-2000-2502

うさぎや 石垣市 石垣１－１　中村ハイツ１０２ 飲食店 JS-0001-4273

焼肉バカ一代 石垣店 石垣市 石垣２７３－２　１Ｆ 飲食店 JS-0004-2821

大衆酒場魚仁 石垣市 石垣７－３　　 飲食店 ZN-0001-5218

川平ファーム 石垣市 川平１２９１－６３ 飲食店 JS-0001-1797

沖縄のお酒とみやぶた ゆい 石垣市 川平６７８－１　 飲食店 SL-2000-7790

キジムナーの台所 石垣市 大川２０１－５ 飲食店 JS-0002-5453

居酒屋石垣ブルー 石垣市 大川２１５　　 飲食店 ZN-0001-5338

一魚一会 石垣市 大川２１６　ピュアネスイシダ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5271

うさぎや新館 石垣市 大川２５０－３　ヨギビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4285

カラオケやいま 石垣市 大川２６１　仲筋ビル１Ｆ西 飲食店 AD-0000-1153

イルポッツォ 石垣市 大川２７８　森田ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5346

海人居酒屋源総本店 石垣市 大川２８６　源ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5343

ビストロスマイル 石垣市 登野城６２４　赤嶺 MS １０１　　 飲食店 ZN-0001-5408

竜球創作ダイニング TIDAPANA 石垣市 八島町１－８－１ 飲食店 JS-0005-5141

どてっぺん 石垣市 八島町２－４　　 飲食店 ZN-2000-1945

鉄板焼専門ついてる 石垣市 美崎町１０－１９　東浜アパート１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5263

サカナエンジン 石垣市 美崎町１０－８　森川ビル　　 飲食店 ZN-0001-5373

石垣島きたうち牧場美崎店 石垣市 美崎町１１－１　　 飲食店 ZN-0002-1307

恵多～ ETERNITY ～ 石垣市 美崎町１１－３　稲福ビル２－１４　 飲食店 ZN-2000-3208

ぎんちゃん家石垣店 石垣市 美崎町１２－１　海邦ビル２０１　　 飲食店 ZN-0001-5401

こてっぺん 石垣市 美崎町１２－７　　 飲食店 ZN-2000-1948

石垣牛と海鮮の店 こてっぺん 石垣市 美崎町１２－７　１・２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1946
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石垣酒場肉まる 石垣市 美崎町１２－９　上地店舗１０２ 飲食店 JS-0003-8221

海んちゅ少年 石垣市 美崎町１３－６　後嵩西店舗１Ｆ 飲食店 JS-0004-3246

餃子酒場タイガー 石垣市 美崎町１３－８ 飲食店 JS-0004-8666

海バルるすた 石垣市 美崎町２－５　大和ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1285

石垣島美崎町鰓呼吸 石垣市 美崎町７－１４　ホテルエメラルドアイル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5381

和の居酒屋一龍 石垣市 美崎町７－１９ 飲食店 JS-0001-8317

磊風八 石垣市 美崎町７－２３ 飲食店 JS-0005-5199

8 番地 石垣市 美崎町８－２ 飲食店 JS-0005-6393

石垣島ダイニングシーサー 石垣市 美崎町８－５　１Ｆ 飲食店 JS-0001-2415

やきとり とり琉 石垣本店 石垣市 美崎町９－１０ 飲食店 JS-0005-0210

焼肉彦 石垣市 浜崎町２－３－２３　　 飲食店 ZN-0001-5414

石垣島きたうち牧場浜崎本店 石垣市 浜崎町２－３－２４　メゾンパナソ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1308

KUPUKUPU CAFE 石垣市 桴海３３７－２５０ 飲食店 JS-0005-8742

wineshop ＆島サンドの店るすた 石垣市 宮良１１５ ショッピング ZN-2000-1979

ネイミュージアム 石垣市 新川１５８５－１０５ ショッピング JS-0005-5520

ネイギャラリー 石垣市 新川１５８５－１０５　　 ショッピング ZN-0003-1503

石垣島ダイビングショップ ABCdive 石垣市 新川２２２４－３５ ショッピング JS-0001-0362

マーミヤ石垣島本店 石垣市 新川８ ショッピング JS-0002-0366

株式会社 MICHI フラワーショップミチ 石垣市 真栄里２０４－３３６ ショッピング SL-2000-9128

zakka ヒララ 石垣市 真栄里３０９－２　オーシャンラムダ１Ｆ ショッピング ZN-0002-6227

シャラン 石垣市 真栄里３７７－４ ショッピング JS-0001-3548

やえやま薬局 石垣市 真栄里５６７－５　１Ｆ ショッピング JS-0004-7135

フローリスト YOSHINO 石垣市 石垣２－１ ショッピング JS-0001-4805

琉球補聴器石垣店 石垣市 石垣４１６－２７　サザンパレス１Ｆ西　 ショッピング ZN-2000-1714

ChuraPeach 石垣市 大川２　730 COURT SOUTH COURT １Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5421

つぼや 石垣市 大川２０６　光ビル１０３ ショッピング JS-0001-8293

オーシャンズ・ラックユーグレナモール店 石垣市 大川２０６　光ビル１Ｆ ショッピング ZN-0002-2183

ヤールー 石垣市 大川２０７ ショッピング JS-0002-6242

石垣島セレクトショップ YouI 石垣市 大川２０７－１　いしがきいちば北側 ショッピング JS-0002-5452

石垣島おみやげ市場 2 号 石垣市 大川２０７－３　ユーグレナモール内　 ショッピング ZN-0002-2430

お土産・雑貨 Go8 石垣市 大川２１２　LOG ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-1053

FREE FOWLS 石垣市 大川２１２　LOG ビル３Ｆ ショッピング JS-0005-4352

FREE FOWLS 石垣市 大川２１２　LOG ビル３Ｆ ショッピング SL-2000-4664

琉球まぶやー 石垣市 大川２５７－１　宮城ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-5451

箱亀 石垣市 大川２６９ ショッピング JS-0001-7799

Green Flash 石垣市 大川２７０－１ ショッピング JS-0004-7386

GreenFlash 石垣市 大川２７２－１　１Ｆ ショッピング JS-0001-3038

ウコン専門店 cucuru 石垣市 大川２８０－６　　 ショッピング ZN-0002-6942

有限会社サンテック 石垣市 登野城１２４ ショッピング JS-0002-4446

ハワイアングロット 石垣市 登野城７４　大浜テナント１Ｆ ショッピング ZN-0002-2753

R’s story 石垣市 八島町１－７－５　サザンワールド１Ｆ ショッピング JS-0002-3985

NOBU 石垣市 美崎町１２－８　TOMO ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-8606

wineshop るすた港店 石垣市 美崎町２－５　大和ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-5243

海のなかま 石垣市 美崎町３　　 ショッピング ZN-0003-1288
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アイランド・ユー 石垣市 桴海６４２－３ ショッピング JS-0001-8192

Re － ty Hair and Make 石垣市 新栄町２２－２４　２Ｆ サービス JS-0004-4351

Re：Joie 石垣市 真栄里４４０－２　メゾントーヨーマエザト１－Ｃ サービス SL-2001-0272

佐々木整骨院 真栄里院 石垣市 真栄里５４９－１ サービス JS-0004-2777

AQUAVITAE 石垣市 真栄里９７－６ サービス JS-0001-8096

くまのみ・れんた 石垣市 石垣５０４－５ サービス JS-0004-9359

ヘア・アトリエ M 石垣市 大川２７９－３ サービス JS-0004-4669

いとす写真館 石垣市 大川４４－５ サービス JS-0001-9341

佐々木整骨院 大川院 石垣市 大川４５ サービス JS-0004-2774

サロンドキミコ 石垣市 大川５４５－２５　 サービス SL-2000-9421

ゆい登野城薬局 石垣市 登野城３１９－５ サービス JS-0004-5910

美容室なないろ 石垣店 石垣市 登野城６３２　マックスバリュー平真店内 サービス JS-0002-6137

HAIRCharlieBrown 石垣市 八島町１－７－７　　 サービス ZN-2000-1751

U ＋ 石垣市 平得７－３　　 サービス ZN-0003-1041

まりんはうすぐるくん 川平公園営業所 石垣市 川平９１１ その他 JS-0004-9506

カラオケやいま 2 号店 石垣市 美崎町１０－１６　藤原ビル１Ｆ その他 SL-2000-7660


