
事業所名 住所 電話番号
寺川商店 美浜町早瀬12-80 0770-32-1364 海産物⼩売
軽⾷喫茶 かもめ 美浜町早瀬11-15-1 0770-32-1762 飲⾷店
三宅商店 美浜町早瀬22-13 0770-32-0467 ⾷料品⼩売
⺠宿 きたむら 美浜町早瀬11-50 0770-32-0414 旅館
髙橋酒店 美浜町早瀬14-24-1 0770-32-0400 酒類⼩売
早瀬⽯油店 美浜町早瀬13-101 0770-32-0267 ガソリン⼩売
嵯峨 美浜町⽇向61-1-155 0770-45-1133 飲⾷店
漁場の宿 はっとり 美浜町⽇向10-31 0770-32-0617 旅館
漁師の宿 五郎左衛⾨ 美浜町⽇向10-16 0770-32-0471 旅館
⼊⾈ 美浜町⽇向47-46 0770-32-1040 旅館
宮下酒店 美浜町⽇向47-5 0770-32-0372 酒類⼩売
旅館 またべえ 美浜町⽇向47-51 0770-32-0461 旅館
ふくい⾷ブランド推進(株) 美浜町⽇向3-10 080-3170-9417 海産物販売
⼥将の会 美浜町⽇向42-19 0770-32-0361 海産物販売
woody papa 美浜町気⼭110-1 090-2837-1189 飲⾷店
(有)美浜⾷堂 美浜町⼤藪30-1 0770-32-0144 飲⾷店
株式会社スカイオーイング 美浜町⼤藪43-16 0770-32-2132 ドローン販売
らーめん虹 美浜町⾦⼭37-28 080-1953-3104 飲⾷店
(株)⾕⼝⼯務店 美浜町郷市47-5-1 0770-32-0744 建設
ブリックハウス 美浜町郷市13-2-1 0770-32-0691 飲⾷店
ホップ 美浜町郷市48 0770-32-0844 飲⾷店
愛⽉堂 美浜町郷市21-6-1 0770-32-0156 菓⼦⼩売
レディス マエダ 美浜町郷市22-1-3 0770-32-0016 ⾐料品⼩売
(株)美浜モーターサービスセンター 美浜町郷市47-2-1 0770-32-2000 ⾃動⾞販売
⻘池⽢泉堂 美浜町郷市20-6-1 0770-32-0041 菓⼦⼩売
岡酒店 美浜町郷市19-31-2 0770-32-0071 酒類⼩売
(有)ヤマグチ⾷品 美浜町郷市17-9-1 0770-32-0197 菓⼦⼩売
味くらべ 美浜町郷市4-11-8 0770-32-3333 飲⾷店
楠化粧品店 美浜町郷市19-33 0770-32-0583 化粧品販売
コメリハードアンドグリーン美浜店 美浜町郷市48-5 0770-32-9016 ホームセンター
ビジネスホテル ⻄郷 美浜町松原36-1-1 0770-32-6000 旅館
（⼀社）若狭美浜観光協会 美浜町松原35-7 0770-32-0222 ⼟産物⼩売
あなぐらももんじ 美浜町松原36-1-1 0770-32-3131 飲⾷店
なかよし家 美浜町松原13-59 0770-32-1466 旅館
(株)尾⿃硝⼦店 美浜町松原30-6-2 0770-32-0806 ガラス・サッシ⼯事
(株)⾦吾設備 美浜町松原35-3-3 0770-32-0100 ⽔道⼯事
ファミリーマート 美浜松原店 美浜町松原33-39-1 0770-32-9008 コンビニ
五湖の駅 美浜町久々⼦72-1 0770-32-3339 ドライブイン
(株)ワカサ商事 美浜町久々⼦上松添60-4-1 0770-32-0178 ⾃動⾞販売
(有)ウォーテム上野⼭ 美浜町久々⼦33-39-1 0770-32-1334 ガラス・サッシ⼯事
ノエビア福井南販売会社 美浜町久々⼦33-27-2 0770-32-3120 化粧品販売
(有)オオギ観光タクシー 美浜町久々⼦62-8 0770-32-6363 タクシー
中⻄製菓 美浜町久々⼦18-11 0770-32-0130 菓⼦⼩売



美浜町健康楽膳拠点施設 こるぱ 美浜町久々⼦34-2-1 0770-32-2155 飲⾷店
味⼀休 美浜町久々⼦80-3 0770-32-0152 飲⾷店
浪路 美浜町久々⼦48-3-6 0770-32-0250 旅館
割烹 おとり 美浜町久々⼦20-1-3 0770-32-2210 飲⾷店
(有)野原電化 美浜町久々⼦21-4-1 0770-32-0226 電化製品⼩売
オーロラ 美浜町久々⼦33-44-1 0770-32-1094 飲⾷店
孫⼋商店 美浜町久々⼦18-6 0770-32-0138 ⾷料品⼩売
ミニストップ 若狭美浜店 美浜町久々⼦72-1-4 0770-32-5740 コンビニ
東洋クリーニング 美浜町河原市9-1 0770-32-1608 クリーニング
(有)マルヤス サラダ館美浜店 美浜町河原市14-10 0770-32-0044 ギフト⼩売
松島商店 美浜町河原市54-1-1 0770-32-2165 ⾷料品⼩売
若狭屋寝装 美浜町河原市19-19-1 0770-32-0651 ⾐料品⼩売
嶋⽥指物店 美浜町河原市7-4-1 0770-32-1695 建具販売
(有)今村⽯油 美浜町河原市18-10-1 0770-32-1363 ガソリンスタンド
(有)横⼭電気⼯事 美浜町河原市9-3 0770-32-0081 電気⼯事
寺⽥仏壇店 美浜町河原市52-6-1 0770-32-1030 仏壇仏具販売
兵庫⾃転⾞店 美浜町河原市19-4-6 0770-32-0712 ⾃転⾞販売
(株)髙⽊新光堂 美浜町河原市9-16-1 0770-32-0003 電化製品⼩売
Ａコープ美浜店 美浜町河原市17-5 0770-32-0501 ⾷料品⼩売
ふじい理容 美浜町河原市15-7-4 090-9449-7597 理容室
(株)カワムラモータース 美浜町河原市17-3-1 0770-32-0078 ⾃動⾞販売
兵庫百貨店 美浜町河原市12-30 0770-32-0067 ⽇⽤品⼩売
ローソン 美浜河原市店 美浜町河原市51-5-20 080-5857-4457 コンビニ
松坂屋（河原市店）藤⼋ 美浜町河原市18-10-3 0770-32-2255 飲⾷店
カフェ・ド・リオ 美浜町河原市14-7-1 0770-32-0623 飲⾷店
⾼⽊酒店 美浜町河原市14-7-1 0770-32-0623 酒類⼩売
堀⼝精⻑堂 美浜町河原市18-5-2 0770-32-0008 本・⽂具⼩売
(株)北⼭建設 美浜町⽊野21-4-17 0770-32-0529 建設
クスリのアオキ美浜店 美浜町⽊野22-7-2 076-274-6110 ドラッグストア
(株)旅⼯房 美浜町⽊野21-4-1 0770-32-6666 旅⾏会社
(株)⼤野農園 美浜町⽊野30-2-2 0770-32-5212 農産物⼩売
(有)仲嶋⾃動⾞ 美浜町⽊野21-2-1 0770-32-0439 ⾃動⾞販売
⼤同建具店 美浜町⽊野21-9-2 0770-32-1254 建具販売
hair&life design DROPS 美浜町⽊野25-5-21 0770-47-5680 美容室
双葉オート(有) 美浜町佐柿57-12-1 0770-32-1221 ⾃動⾞販売
ほぐし家てぃだ 美浜町佐柿49-14 090-5167-4797 マッサージ
へしこ館 美浜町佐柿59-18 0770-32-6789 ⼟産物⼩売
ファミリーマート 美浜佐柿店 美浜町佐柿57-3-1 0770-32-3007 コンビニ
(株)美浜商事 美浜町佐柿34-10 0770-32-0514 家具販売
⼩浜ヤンマー(株) みはま店 美浜町佐柿56-20-1 0770-32-3377 農機具⼩売
café MIROKU 美浜町新庄281-1-1 0770-32-3369 飲⾷店
森と暮らすどんぐり倶楽部 美浜町新庄182-1-1 0770-32-3330 飲⾷店
カラオケ喫茶 とよこ 美浜町佐野44-9 0770-32-0088 飲⾷店
うまの商店 美浜町佐野45-23 090-9440-7048 農産物⼩売



Je.room 美浜町佐野41-16-4 080-3045-4744 ネイルサロン
ギャルソン タナベ 美浜町興道寺1-6-2 0770-32-1015 理容室
千⿃苑 美浜町坂尻43 0770-38-1011 ドライブイン
la vie （ラ ヴィ） 美浜町坂尻42-1-1 080-6368-0070 飲⾷店
せっちゃん家のケーキ屋さん 美浜町⼭上68-4 0770-37-2560 ケーキ⼩売
お⾷事処 なかや 美浜町佐⽥34-9-1 0770-37-2414 飲⾷店
Mahana Table 美浜町佐⽥55-8-1 0770-47-6567 飲⾷店
ヘアーサロン サワヤマ 美浜町佐⽥56-20 0770-37-2126 理容室
(有)若狭⾃動⾞サービスセンター 美浜町佐⽥41-28 0770-38-1424 ガソリンスタンド
(有)四季 美浜町佐⽥138-2 0770-38-1260 釣り具⼩売
のせ呉服店 美浜町佐⽥57-47-2 0770-38-1025 ⾐料品⼩売
沢井⽯油店 美浜町佐⽥38-8 0770-38-1504 ガソリンスタンド
辻原建築店 美浜町佐⽥66-1-1 0770-38-1808 建設
ファミリーマート 美浜佐⽥店 美浜町佐⽥138-2 0770-38-1260 コンビニ
(有)エース商会 美浜町佐⽥38-10-1 0770-37-2211 ⾃動⾞販売
有限会社宮川住設 美浜町佐⽥57-3 0770-38-1512 建設
Mahana Studio 美浜町佐⽥55-8-1 0770-38-1881 スポーツジム
⼄⾒⼯務店 美浜町北⽥34-7 0770-38-1610 建設
髙⽊クリーニング店 美浜町菅浜110-2 0770-37-2813 クリーニング
菅浜⽣活協同組合 美浜町菅浜110-14 0770-38-1700 ⾷料品⼩売
ローラン美容室 美浜町菅浜91-22 0770-38-1519 美容室
寿し波 美浜町⽵波19-12-7 0770-39-1522 飲⾷店
RIP 美浜町⽵波19-12-8 0770-39-1350 飲⾷店
旅館 中村屋 美浜町丹⽣48-46 0770-39-1252 旅館
(株)美浜共同商事 美浜町丹⽣37-69 0770-39-1555 印刷
かつみ屋 美浜町丹⽣49-2 0770-39-1045 旅館


