
事業所名 住所 電話番号
(株)福梅 若狭町倉⾒5-8 0770-45-2115 梅⼲⼩売
寿し政 若狭町成願寺4-10-4 0770-45-1756 飲⾷店
シャディ サラダ館 三⽅店 若狭町能登野35-28-1 0770-45-3338 ギフト⼩売
(有)⼤塚⾃動⾞⼯業 若狭町能登野18-13-1 0770-45-1326 ⾃動⾞販売
⼩浜ヤンマー(株)美⽅店 若狭町能登野4-7 0770-45-0772 農機具⼩売
(有)野村⽯油店 ⼗村ＳＳ 若狭町能登野34-37 0770-45-1472 ガソリンスタンド
五湖⽯油 若狭町能登野36-14 0770-45-0744 ガソリンスタンド
お⾷事処 川とく 若狭町能登野35-14 0770-45-0706 飲⾷店
(有)⼋宝園 若狭町能登野33-2-2 0770-45-2618 飲⾷店
居酒屋 きんた 若狭町能登能38-13-1 0770-45-3023 飲⾷店
シルク・ルーム 若狭町能登野34-39 0770-45-0385 飲⾷店
(有)⽯⽥鉄建 若狭町能登野37-18-1 0770-45-0753 建設
藤原商店 若狭町横渡13-13 0770-45-0702 ⾦物⼩売
Ｎマート 若狭町横渡6-3 0770-45-1400 ⾷料品⼩売
アスカ⽇⽐ 若狭町横渡6-25 0770-45-0725 電化製品⼩売
おかもとでんき 若狭町横渡6-27-1 0770-45-1479 電化製品⼩売
(有)宇野商店 若狭町井崎49-28 0770-45-0340 酒類⼩売
むつみ介護タクシー 若狭町井崎泉保上44-2 090-3290-9013 タクシー
⼩堀けいしん商店 若狭町⾼岸58-22-10 0770-45-1689 ⾷料品⼩売
ラムサール「わかさ」 若狭町岩屋61-35 050-3565-5800 ⾷料品⼩売
(有)野村⽯油店 相⽥ＳＳ 若狭町相⽥31-4-1 0770-45-1225 ガソリンスタンド
千種パーク 若狭町相⽥59 0770-45-1351 飲⾷店
おとわ屋 若狭町相⽥37-7-1 090-1904-4139 弁当⼩売
古澤商店 若狭町藤井53-1 0770-45-0352 ⾷料品⼩売
吉⽥印刷 若狭町南前川32-7 0770-45-0577 印刷
ギフト館 みやび 若狭町北前川29-1-1 0770-45-3120 ギフト⼩売
⼭下ミート 若狭町北前川44-8-1 0770-45-1766 ⾷⾁⼩売
ランドスケープガーデン 若狭町北前川45-12 0770-45-0737 花苗⼩売
河原⽣花 若狭町北前川29-25 0770-45-2621 花苗⼩売
前豊製菓舗 若狭町北前川50-19 0770-45-0070 和菓⼦⼩売
加藤⾃動⾞ 若狭町北前川32-15-1 0770-45-0294 ⾃動⾞修理
(有)ホープ商事 若狭町北前川44-10-4 0770-45-1345 ガソリンスタンド
ＫＵＷＯＮ Ｃａｆｅ 若狭町北前川39-1 0770-45-0232 飲⾷店
中⻄建築板⾦(株) 若狭町向笠28-8 0770-45-1883 建設
(有)上野モータース 若狭町中央1-8-1 0770-45-1459 ⾃動⾞販売
みかた温泉きららの湯 若狭町中央1-6-1 0770-45-1126 温泉
(有)⼤橋呉服店 若狭町⿃浜60-1レピア内 0770-45-2711 ⾐料品⼩売
⾁のたかだ 若狭町⿃浜60-1レピア内 0770-45-2707 ⾷⾁⼩売
ハーツ三⽅五湖 若狭町⿃浜49-68 0770-45-3820 スーパー
江⼾っ⼦寿司 レピア店 若狭町⿃浜60-1レピア内 0770-45-2705 寿司⼩売
シューズショップ にほんまつ 若狭町⿃浜60-1 0770-45-2713 履き物⼩売
クローバーとスピカ 若狭町⿃浜60-1レピア内 0770-45-1500 パン⼩売
コメリ ハードアンドグリーン三⽅店 若狭町⿃浜60-1 0770-45-2785 ホームセンター
(有)五井⼋⽂具店 若狭町⿃浜60-1 0770-45-0008 本･⽂具⼩売
(お⾷事)⼩堀商店（ペンギン村） 若狭町⿃浜60-1 0770-45-2702 飲⾷店



EverJewelry 若狭町⿃浜60-1レピア内 0770-45-0270 貴⾦属⼩売
ワッツ ウィズ レピア店 若狭町⿃浜60-1 0770-45-1500 100円ショップ
コレフォトスタジオ 若狭町⿃浜60-1レピア隣 0770-45-2712 写真
家具のかわら 若狭町⿃浜46-25 0770-45-0268 家具⼩売
⿃浜酒造(株) 若狭町⿃浜59-30 0770-45-0021 酒類⼩売
ゲンキー梅街道店  若狭町⿃浜55-34-3 0770-45-2160 ドラッグストア
直売所 ラムサールの⾵ 若狭町⿃浜55-65 0770-45-0778 農産物⼩売
道の駅 三⽅五湖 若狭町⿃浜122-31-1 0770-45-0113 道の駅
⿂三 若狭町⿃浜25-40 0770-45-0894 飲⾷業
美⽅・陽だまり 若狭町⿃浜44-6 0770-45-0058 飲⾷店
うなぎ料理 徳右エ⾨ 若狭町⿃浜44-18 0770-45-0039 飲⾷店
焼⾁ 吟ちゃん 若狭町⿃浜29-32-5 0770-45-3558 飲⾷店
うなぎ 淡⽔ 若狭町⿃浜127-13-4 0770-45-1158 飲⾷店
うなぎや 源与⾨ 若狭町⿃浜52-6 0770-45-0035 飲⾷店
ももｈａｎａ 若狭町⿃浜27-34-1 0770-47-6922 飲⾷店
cafe 縞 若狭町⿃浜122-12-1 0770-45-3039 飲⾷店
⽊下印刷 若狭町⿃浜61-20 0770-45-0615 印刷
丸岩呉服店 若狭町三⽅43-13-1 0770-45-0002 ⾐料品⼩売
⼭中⾦物店 若狭町三⽅31-50 0770-45-0056 ⾦物⼩売
プリュム 若狭町三⽅12-5-1 0770-45-2366 ケーキ⼩売
江南電器 若狭町三⽅40-15-1 0770-45-0293 電化製品⼩売
清⽔百貨店 若狭町三⽅39-16 0770-45-0025 ⽇⽤品⼩売
(有)五湖⾃動⾞商会 若狭町三⽅5-22-4 0770-45-1184 ⾃動⾞販売
(有)五井伴⽯油 若狭町三⽅32-30 0770-45-0120 ガソリンスタンド
ひばり 若狭町三⽅39-22-4 0770-45-2337 飲⾷店
来⼈館 若狭町三⽅12-10 0770-45-1835 飲⾷店
太良久 若狭町三⽅39-18-1 0770-45-0132 飲⾷店
⽵の⼦ 若狭町三⽅31-27 0770-45-1183 飲⾷店
コミュニティカフェ「きらやま茶屋」 若狭町三⽅39-5-3（JR三⽅駅舎内） 0770-45-1661 飲⾷店
みかた整⾻院 若狭町三⽅43-14-6 0770-45-2124 整⾻院
コワフュール・デ・ギャルソン 若狭町三⽅42-12-4 0770-45-3880 理容室
(有)オオギ観光タクシー 若狭町三⽅39-12-6 0770-32-6363 タクシー
(有)⿃居印刷所 若狭町三⽅45-1 0770-45-0010 印刷
天然温泉 岡三屋 彩かさね 若狭町⽣倉18-19-2 0770-45-3377 旅館
アルデーヌ カナモリ 若狭町気⼭275-2-3 0770-45-1171 ケーキ⼩売
(有)榎本⾃動⾞ 若狭町気⼭295-16-1 0770-45-0320 ⾃動⾞販売
レインボー三⽅給油所 若狭町気⼭230-10-1 0770-45-0292 ガソリンスタンド
軽⾷ おまっとさん 若狭町気⼭116-22-1 0770-45-1561 飲⾷店
まごころ弁当 若狭店 若狭町気⼭173-34 0770-45-3004 飲⾷店
虹岳島温泉 虹岳島荘 若狭町気⼭334-1-8 0770-45-0255 旅館
美容室 ｒêｖe（レーヴ） 若狭町気⼭135-18 0770-45-1505 美容室
メガネ・時計・ジュエリーのイワモト 若狭町上瀬1-2-12 0770-45-0115 貴⾦属⼩売
ハーブタイム 若狭町別庄 0770-47-6628 ハーブ⼩売
ドライブインやまだ 若狭町⽥井94-15 0770-46-1345 飲⾷店
⻄⽥梅加⼯場 若狭町⽥井107-1 0770-46-1421 梅⼲⼩売
ドライブインよしだ 若狭町海⼭70-3 0770-47-1438 飲⾷店



レストハウス湖畔 若狭町海⼭77-9 0770-47-1266 飲⾷店
ホテル ⽔⽉花 若狭町海⼭51-13 0770-47-1234 旅館
料理旅館 なが⽥ 若狭町海⼭52-22 0770-47-1363 旅館
(有)湖上館 若狭町海⼭64-4-1 0770-47-1727 旅館
若狭町観光船レイククルーズ 若狭町海⼭68-20 0770-47-1127 遊覧船
⼣⽇の宿 松喜 若狭町世久⾒13-17 0770-46-1559 旅館
若狭の宿 きよや 若狭町世久⾒39-11-1 0770-46-1511 旅館
清⾵荘 若狭町世久⾒40-3 0770-46-1364 旅館
きよしや 若狭町遊⼦11-10 0770-47-1725 旅館
三四郎 若狭町遊⼦6-21-1 0770-47-1524 旅館
だいらや 若狭町遊⼦5-36 0770-47-1501 旅館
やまや 若狭町遊⼦5-20 0770-47-1622 旅館
昭和館 若狭町遊⼦2-3 0770-47-1722 旅館
富⼠丸 若狭町⼩川4-2 0770-47-1259 海産物⼩売
徳兵衛 若狭町⼩川4-38 0770-47-1059 旅館
翁館 若狭町⼩川8-22 0770-47-1321 旅館
えびす屋 若狭町神⼦10-18 0770-47-1301 旅館
幸楽 若狭町神⼦4-11 0770-47-1316 旅館
⼤観 若狭町神⼦7-5 0770-47-1632 旅館
池の家 若狭町神⼦6-12 0770-47-1612 旅館
⽵中 若狭町神⼦7-7 0770-47-1402 旅館
潮屋 若狭町神⼦4-40 0770-47-1305 旅館
ふる⾥宿舎 メーンマスト 若狭町常神9-12-1 0770-47-1078 旅館
⻑松 若狭町常神1-53 0770-47-1133 旅館
(有)⼭下商店 若狭町常神1-76 0770-47-1103 旅館
橋本 若狭町常神1-38 0770-47-1106 旅館
市衛⾨ 若狭町常神1-6 0770-47-1345 旅館
お⾷事処 ぶっきらぼう 若狭町⼤⿃⽻25-12-1 0770-64-1211 飲⾷店
庄司旅館 若狭町⼤⿃⽻25-12-1 0770-64-1211 旅館
みつる美容室 若狭町⼤⿃⽻6-20-1 0770-64-1324 美容室
⼭⼝美容室 若狭町⼤⿃⽻36-2-1 0770-64-1207 美容室
(有)藤川設備 若狭町⼤⿃⽻13-48 0770-64-1278 建設
五味焼 若狭町⿇⽣野28-10 0770-52-4711 飲⾷店
(有)ウノ電気 若狭町⼭内33-16-1 0770-64-1637 電気⼯事
かみなか農楽舎 若狭町安賀⾥74-1-1 0770-62-2125 農産物⼩売
和⾵れすとらん くるま屋 若狭町安賀⾥75-1-6 0770-62-1236 飲⾷店
(有)ｶﾜﾍﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ まるかん 若さ店 若狭町下タ中35-9 0770-52-4949 栄養⾷品⼩売
ヤマザキショップ 上中店 若狭町下タ中11-27-1 0770-62-2590 コンビニ
北原⽂治商店 若狭町下⼣中17-17-1 0770-62-0518 酒類⼩売
岡本善七製菓 若狭町下⼣中7-6 0770-62-0530 和菓⼦⼩売
和⽥モ−タ−ス 若狭町下⼣中32-2-1 0770-62-0590 ⾃動⾞販売
(有)⽥中産業 若狭町下⼣中34-29 0770-62-0524 ガソリンスタンド
ロハスアヤ 若狭町下吉⽥8-24-7 0770-62-2111 コンビニ
カイロプラクティック 美楽 若狭町下吉⽥8-24-7 090-8097-5318 カイロプラクティック
LOHAS 若狭町下吉⽥8-24-7 0770-62-2050 美容室
PLANT−２ 上中店 若狭町脇袋11-12-1 0770-62-2500 スーパー



ぜんしろう⾖腐店 若狭町脇袋12-2 0770-62-0515 ⾖腐⼩売
(株)上中クリーニングプラント店 若狭町脇袋11-12-1 0770-62-2225 クリーニング
すし拓屋 若狭町⽠⽣37-11-13 0770-62-2900 飲⾷店
居酒屋 和（ＷＡ） 若狭町⽠⽣30-12-40 0770-62-0922 飲⾷店
御料理・お弁当 清⼋ 若狭町熊川37-10 0770-62-1064 飲⾷店
逸⾒酒店 若狭町熊川30-4-1 0770-62-0217 酒類⼩売
Ｎ２ＤＣ ヌクイ釣具店 若狭町熊川5-20-1 0770-62-0258 釣り具⼩売
鯖街道 熊川宿  四季彩館 若狭町熊川第11-1-1 0770-62-9111 道の駅
岩本商店 若狭町熊川21-4 0770-62-0226 ⼟産物⼩売
河内屋傳次郎 若狭町熊川19-3 0770-62-0878 ⼟産物⼩売
給⾷カフェ はな結 若狭町熊川38-25 飲⾷店
熊川宿 伍助 若狭町熊川16-28-1 0770-62-1818 飲⾷店
熊川宿 ひのきや 若狭町熊川39-25-1 0770-62-0087 飲⾷店
irodori Labo. 若狭町熊川39-5-3 0770-64-1374 飲⾷店
Saba Ｃａｆｅ 若狭町熊川12-16-1 0770-62-9048 飲⾷店
まる志ん 若狭町熊川39-11-1 0770-62-0221 飲⾷店
古⺠家 喫茶 勘兵衛茶屋 若狭町熊川30-3-1 0770-62-1095 飲⾷店
ミエ美容室 若狭町熊川35-7 0770-62-1095 美容室
(有)ＭＯＤＥＬ 若狭町新道71-15 0770-62-1882 製造
リフレステ やまびこ 若狭町河内1-4-5 0770-62-0256 旅館
上中ガス (株) 若狭町三宅92-2-12 0770-62-0092 ガス⼩売
ファミリーマート上中三宅店 若狭町三宅80-35-1 0770-62-2230 コンビニ
⼩⻄商店（藤兵衛） 若狭町三宅72-15 0770-62-0044 酒類⼩売
(有)吉村油店 若狭町三宅86-5-1 0770-62-0040 ガソリンスタンド
上中⽯油 (株) 若狭町三宅84-16-1 0770-62-1277 ガソリンスタンド
和伊和伊亭 若狭町三宅93-4-1 0770-62-2611 飲⾷店
HOW嶺南こころの病院店 若狭町市場24-18-1 0770-62-0655 ⾷料品⼩売
マツヤ・ワークマン 若狭町市場19-16 0770-62-2002 ⾐料品⼩売
仕出し／⾷堂部 善司郎 若狭町市場21-9-1 0770-62-0091 飲⾷店
⽟井友七商店 若狭町市場85 0770-62-0324 ⾦物⼩売
ベルサロンきしもと 若狭町市場20-15-24 0770-62-2212 化粧品⼩売
ＴＥＣ タナカ 若狭町市場20-14 0770-62-0034 電化製品⼩売
⼩浜ヤンマー(株)上中店 若狭町市場22-1 0770-62-1177 農機具⼩売
⽇本料理 いち福 若狭町市場8-33 0770-62-0073 飲⾷店
あじさい⾶喜丸（PIKIMARU) 若狭町市場18-2 0770-62-0001 飲⾷店
居酒屋 さき 若狭町市場21-8-3 0770-62-2289 飲⾷店
はる美容室 若狭町市場85-9-2 0770-62-1021 美容室
武⽥燃料店 若狭町井ノ⼝35-20 0770-62-0164 ガス⼩売
サラダ館上中店・ギフト美ゆき 若狭町井ノ⼝36-7 0770-62-1471 ギフト⼩売
Pub art 若狭町井ノ⼝36-3ハッピータウンビル 0770-62-1667 飲⾷店
ポーラ化粧品 エステインkokoro 若狭町井ノ⼝29-33 0770-62-0322 化粧品⼩売業
スーパー丸笑 若狭町井ノ⼝37-8-6 0770-62-2504 ⾷料品⼩売
キマタデンキ 若狭町井ノ⼝37 0770-62-1511 電化製品⼩売
ゲンキー上中店 若狭町井ノ⼝29-16 0770-62-0061 ドラッグストア
和菓⼦処 菊⽔堂 若狭町井ノ⼝36-8-1 0770-62-0024 和菓⼦⼩売
モーモー亭 若狭町井ノ⼝29-32-1 0770-62-2770 飲⾷店



秋吉上中店 若狭町井ノ⼝ 0770-62-1688 飲⾷店
茶居夢 若狭町井ノ⼝29-33 0770-62-0047 飲⾷店
居酒屋じろう 若狭町井ノ⼝26-5-9 0770-62-2626 飲⾷店
美容color 若狭町井ノ⼝44-13-1 0770-62-1670 美容室
たにがわ理容院 若狭町井ノ⼝37-4 0770-62-1617 理容室
（株）井ノ⼝電気 若狭町井ノ⼝28-7 0770-62-0310 電気⼯事
うりわり亭 若狭町天徳寺34-13-1 0770-62-1984 飲⾷店
焼⾁ ⼤島⾷堂 若狭町天徳寺53-20-4 0770-62-0084 飲⾷店
めし処万福 若狭町天徳寺34-13-1 090-1133-3183 飲⾷店
(株)上中クリーニング本店 若狭町天徳寺24-9-6 0770-62-0086 クリーニング
髪切り屋 若狭町⽇笠68-30-2 0770-57-1517 理容室
尾崎ファーム農賊団 若狭町杉⼭36-7 0770-62-1552 農産物⼩売
たいしたもん屋（若狭物産協会） 若狭町兼⽥1-30-2 0770-62-0282 農産物⼩売
みつ⼦美容室 若狭町上野⽊47-18 0770-57-1897 美容室
整体院 ⾃然舎 若狭町下野⽊21-4 090-6997-0984 整体
(株)⽇本旅⾏ツーリスト 敦賀市中央町2-4-15 0770-20-0147 旅⾏会社
⼤和交通(株)上中営業所 ⼩浜市遠敷8丁⽬502-12 0770-56-3333 タクシー


