
事業所名 業種 取扱品目 事業所名 業種 取扱品目

株式会社 愛光 小売業 カラープリント、カメラ 株式会社きさらぎ 小売業 弁当製造及びコンビニエンスストア

安芸駅ぢばさん市場 小売業 生鮮食品、特産品、パン 喫茶 純 飲食店 喫茶

あき園 小売業 花 喫茶 またぎ 飲食店 喫茶

安芸観光情報センター 小売業 特産品 キッチン ココー心ー 飲食店 食堂

有限会社 安芸グループふぁーむ 小売業 アイスクリーム ㈲ギフトのさとう 小売業 贈答品、雑貨

安芸自動車学校 その他 運転免許教習所 くすりのイナガキ 小売業 医薬品販売（医薬品、健康食品等）

安芸しらす食堂 飲食店 食堂 国虎屋 飲食店 うどん他

安芸トラベル その他 旅行業 GREEN サービス業 美容室

有限会社 あき薬局 小売業 薬局販売品目全般 芸陽電業株式会社 小売業 家電製品販売

有限会社 あき薬局えきまえ店 小売業 薬局販売品目全般 ケーズデンキ安芸店 小売業 家電量販店

有限会社 あき薬局本店 小売業 薬局販売品目全般 元氣堂調剤薬局あき店 小売業 保険薬局

アニュームーン
飲食店
小売業

カフェ（飲食、雑貨類販売） 高園茶屋 飲食店 モーニング、コーヒー

有澤自転車店 小売業 自転車販売、修理 こうち生活協同組合 小売業 食品、日用生活雑貨等

アリサワ スタジオ サービス業 写真撮影一般 後楽園 飲食店 ミュージックパブ

有光自動車株式会社 その他 自動車整備、車検、部用品等 コーヒー館 ジャスト 飲食店 喫茶

有光薬品 小売業 医薬品、化粧品 コーヒーショップ ニルス 飲食店 喫茶

池川ホンダモータース
小売業
その他

自動車修理業
小僧寿し安芸店
（㈲東部フーヅ）

小売業 寿し製造販売（持ち帰り寿し、弁当）

有限会社 イケザワ 小売業 農機具販売、修理 小松海産 小売業 海産物

居酒屋 どん 飲食店 居酒屋 ㈲小松自動車工業所 その他 自動車販売、整備、板金塗装、車検

居酒屋 風来坊 飲食店 居酒屋 小松酒販株式会社 小売業 酒類

居酒屋 弁慶 飲食店 酒、魚、他料理 コマツ洋装店 小売業 学生服、婦人服

居酒屋 夜行虎 飲食店 居酒屋 こまどり温泉
飲食店
その他

飲食、温泉

居酒屋 ようちゃん 飲食店 居酒屋 コメリハード&グリーン花園店 小売業 ホームセンター

イタリア食堂 ピエノ 飲食店 食堂、居酒屋 近藤の芋けんぴ店 小売業 芋けんぴ

イタリアン Ｔiamo 飲食店 イタリア料理 栄産業有限会社 安芸店 小売業 包装資材、容器販売

株式会社 井上建築 その他 建設業（新築工事、リフォーム工事） 薩摩屋 飲食店 飲食（ちりめん定食、鹿児島産直の黒豚）

彩弁当 小売業 宅配弁当 佐藤定紙文具店 小売業 文具

有限会社 インテリア影山 小売業 インテリア用品販売、内装仕上工事 株式会社 佐野屋 小売業 酒、食品、菓子他

上田電器 小売業 電気店（家電販売） 三共電器安芸店 小売業 家電販売

ウエルネス その他 建設、設計
サンシャイン港町

（株式会社安芸ショッピングセンター）
小売業 生鮮食品

内原野陶芸館
（㈱陽和工房）

小売業
その他

陶器、ガラス製品販売、各種体験
サンシャインランド

（株式会社安芸ショッピングセンター）
小売業 生鮮食品

英語教室 Ｓａｋａｉ サービス業 学習塾 サンフーヅ 小売業 ハンバーガー、たこ焼き

エール薬局 あき店 小売業 調剤薬局 株式会社JAエナジーこうち あき北給油所 小売業 ガソリンスタンド

大阪屋 飲食店 焼肉 株式会社JAエナジーこうち あき東給油所 小売業 ガソリンスタンド

大坪家具店 小売業 家具小売 株式会社JAエナジーこうち 東川給油所 小売業 ガソリンスタンド

大坪酒店 小売業 酒類小売販売 等
株式会社JAエナジーこうち

ほっとステーションあき
小売業 ガソリンスタンド

有限会社 大鳥 その他 出版、印刷（年賀状、名刺等）
JA高知県 安芸営農経済センター

赤野出張所
小売業 日用品、食品

大野自動車 その他 自動車整備、車検
JA高知県 安芸営農経済センター

あき北支所
小売業 日用品、食品

㈲岡松製パン店 小売業 パン製造・販売
JA高知県 安芸営農経済センター

あき東支所
小売業 日用品、食品

岡村文具店 小売業 文房具
JA高知県 安芸営農経済センター

穴内出張所
小売業 日用品、食品

オブジェ 飲食店 スナック JA高知県 安芸営農経済センター 購買課 小売業 日用品、食品

影山帽子・人形店 小売業 帽子、人形
JA高知県 安芸営農経済センター

東川事業所
小売業 日用品、食品

cagom 飲食店 喫茶
JA高知県 安芸営農経済センター

道の駅大山
小売業 日用品、食品

廓中ふるさと館
飲食店
小売業

飲食、販売
シェヌー

（㈲安岡重機）
飲食店 スープカレー

かどたカメラ店 小売業 カラープリント、写真用品 シェ・モンペール 飲食店 カフェ・ディナー

㈲カトレヤタクシー その他 ハイヤー しおん 喫茶と美容室
飲食店

サービス業
喫茶・美容室

カフェあんどレスト spoon 飲食店 喫茶店 chiffon Tomoko 小売業 菓子販売

café 想空間
飲食店

サービス業
カフェ、トリミング、ペットホテル ㈲住宅ケンコー社安芸 その他 シロアリ駆除予防

カフェレスト ノンノ 飲食店 喫茶 有限会社 シュシュ 小売業 子ども服、婦人服

カフェレストラン アップル 飲食店 喫茶・レストラン 食酒家　KITENA～きてな～ 飲食店 居酒屋

がまぐち 飲食店 居酒屋、アルコール ショップふじかわ 小売業 介護用品

㈲カメイクラブ安芸店 小売業 スポーツ用品 シルエット美容室 サービス業 美容室

カラオケＢＯＸ カラパラ 飲食店 カラオケ 須賀建材店 小売業 建築資材等

川谷商店 小売業 食品、酒類、お弁当、総菜など
すぎもと眼科

安芸コンタクトレンズ
小売業
その他

診療、コンタクトレンズ
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寿し処 白川 飲食店 寿司、一品料理 ヘアー・スタジオ・リラックス サービス業 理容業

雀の宿 飲食店 スナック ㈲ベークショップフジムラ 小売業 パン製造・販売

すずや 小売業 洋品、化粧品 ポエム美容室 サービス業 美容室

スナック志乃 飲食店 スナック ホームセンターマルニ安芸店 小売業 ホームセンター

スナック乃り子 飲食店 スナック ぼちぼち屋 小売業 食品、雑貨

せんとう歯科 その他 歯科 Hotel 東風ノ家
宿泊業
その他

宿泊、レンタルスペース、イベント時の飲食

せんとう鍼灸院 サービス業 健康、医療 ホテルＴＡＭＡＩ
飲食店
宿泊業

レストラン、宿泊

仙頭石油店 小売業 ガソリンスタンド まあーりんしゅう 飲食店 中華料理店

その美容室
サービス業

小売業
美容室（カラーリング、シャンプー、パーマ）、店販
（シャンプー、トリートメント、化粧品） まえだ食堂 飲食店 食堂

大衆のれん 白牡丹 飲食店 居酒屋 松本酒店 小売業 酒類販売

台湾料理 鑫源 飲食店 台湾料理 Ｍａ Ｒｏｏｍ サービス業 エステティック、ネイルサービス

㈱竹内石油 小売業 ガソリンスタンド 丸岡商事株式会社 小売業 全酒類、食品販売

田中商店 小売業 パン製造・販売 丸十 飲食店 お好み焼き

谷川時計店 小売業 時計、宝石、眼鏡 マルナカ安芸店 小売業 生鮮食品ほか

有限会社 谷ハイヤー サービス業 ハイヤー 株式会社 まる弥企画
飲食店
小売業

飲食店、小売店

田渕水産 小売業 海産物 マルワデンキ 小売業 家電品小売り

有限会社 田渕電器商会 小売業 家電販売 ㈲丸和ハイヤー サービス業 ハイヤー

中華レスト 禮印房
（レインボー）

飲食店 レストラン
有限会社みやざき

ミスタータイヤマン安芸みやざき店
小売業 自動車タイヤ、関連用品

TSUTAYA安芸店
（株式会社 ウイル）

小売業 DVD・CDレンタル、販売、書籍、GAME販売 MIRACLE 飲食店 スナック

手づくりチーズケーキ工房 ちーず屋 小売業 菓子製造、生菓子 メガネのハマダ 小売業 眼鏡

鉄板焼 和 飲食店 お好み焼き メガネの丸善 安芸店 小売業 眼鏡、補聴器、光学品

鉄板焼 ねぎぼうず 飲食店 お好み焼き メガネの三城 安芸店 小売業 眼鏡等の販売

㈲寺尾商店 小売業 鮮魚、干、総菜 メリーガーデン
小売業
飲食店

園芸サービス、飲食、小売

どいや 飲食店 居酒屋 メルローズ 飲食店 スナック

トクヒサ株式会社
クリーニングトクヒサ サンシャインランド店

サービス業
一般ホームクリーニング取次、ワイシャツ・背
広上下など

安岡食堂 飲食店 食事、居酒屋

ドコモショップあき店
（イコピコモバイル株式会社）

小売業 携帯電話 弥っ太郎市 小売業 食品、雑貨

とっと家 小売業 総菜 山﨑建材店 小売業 建築資材等

トライ 飲食店 スナック 山﨑鮮魚店 小売業 鮮魚小売

ドラッグストアｍａｃ 安芸店 小売業 ドラッグストア
株式会社ヤマダ電機

テックランド高知安芸店
小売業 家電量販店

ドラッグセイムス安芸矢ノ丸店
（株式会社西日本セイムス）

小売業 ドラッグストア 山登家旅館
飲食店
宿泊業

飲食

中谷商店 小売業 米、ガス販売 遊食楽座 飲食店 居酒屋

中西さんのリラクゼーション サービス業 リラクゼーション 有限会社 洋菓子倶楽部 小売業 洋菓子販売（生ケーキ、焼菓子）

㈲中平金物店 小売業 家庭金物、建築金物等 洋品雑貨 フジヤ 小売業 衣料品販売

有限会社 並村石油店 小売業 ガソリンスタンド 養老乃瀧 安芸店 飲食店 居酒屋

西岡酒店 小売業 酒類販売 横井ストアー 小売業 食品小売

㈲西田屋薬局 小売業 薬局
株式会社よどや

（よどやドラッグ安芸駅前店）
小売業

ドラッグストア（医薬品、化粧品、日用品、食
品等）

ニューバッカス 飲食店 バー より道千里 飲食店 弁当、バイキング

㈲ニューひぐち 小売業 シューズ、バック 依光産業株式会社 小売業 ガソリンスタンド

のみくい処 はっしゃん 飲食店 居酒屋、弁当 ライフ イン ファッション オリーブ 小売業 婦人用品販売

八剣伝 安芸市役所前店 飲食店 居酒屋 ララ 小売業 バッグ、小物類

はっぴーリフォーム ㈲小原水道工務店
 住宅リフォーム事業部

その他
水廻りのリフォーム、耐震改修、外壁・屋根塗装、水道工
事、浄化槽工事、介護保険利用工事、バリアフリー工
事、オール電化

リカーショップアベ
（阿部酒店）

小売業 酒類、清涼飲料水他

有限会社 濵川商店
飲食店
小売業

カフェ、健康食品 リスボン 小売業 お好み焼き

浜幸 安芸店 小売業 お菓子 ㈲立仙種苗店 小売業 種、苗、農業資材

浜田モータース
小売業
その他

バイク・自動車販売、修理 リンダリンダ 飲食店 イタリア料理

ハマヤ 小売業 衣料品小売、学生服、体操服 Rumi © 飲食店 スナック

晴食堂 飲食店 食堂
レストラン矢流

（有限会社 川島製菓）
飲食店
小売業

レストラン、菓子製造

ビジネスホテル 弁長
飲食店
宿泊業

ホテル、飲食 レディファッション ueta 小売業 婦人服販売

美容室サザン サービス業 美容室 ローソン安芸伊尾木西店 小売業 コンビニエンスストア

合同会社 美容室 DELCO サービス業 美容室 ローソン安芸伊尾木東店 小売業 コンビニエンスストア

ファーマシー石建 小売業 薬局（調剤、薬品、化粧品etc販売） ローソン安芸庄之芝町店 小売業 コンビニエンスストア

ファイン 飲食店 バー ローソン安芸矢ノ丸店 小売業 コンビニエンスストア

peu a peu（プアプ）
飲食店
小売業

菓子、カフェ ろっぽん木 飲食店 居酒屋

ファミリーマート安芸矢ノ丸店 小売業 コンビニエンスストア 株式会社ワークウェイ 小売業 作業服、作業洋品等

ブティック沙羅 小売業 婦人服販売 和装のひぐち 小売業 衣料品小売

ヘアーサロン イケノウチ サービス業 理容業

ヘアーサロン ケイー２１ サービス業 理容業


