
平成27年10月6日現在

店名 【広報掲載用】 取扱い品

うなぎ専門店　味 うなぎ料理

和食、鍋料理　味兆 飲食

会席料理　仕出し　東屋 飲食

アトダデンキ 家電販売

アトリエM-YUKO 婦人服

アトリエ節 婦人服注文仕立

有田運転代行 運転代行

有田ケーブル・ネットワーク ケーブルテレビ

㈱有田建設 建設

有田タクシー タクシー

有田中央モータース 自動車整備販売

有田ポーセリンパーク 酒類製造販売・観光

㈲有田モータース 自動車販売・整備・鈑金・車検

㈲有田木材センター 木材・新建材

あんくるふじや有田店 酒・食品販売

杏慕樹 洋菓子製造・販売

杏慕樹　（赤絵町店） パン・焼菓子その他　 (10月7日ＯＰＥＮ）

池尾電器 家電販売

池田カメラ DPE・写真館

㈱池田工業 建設

㈲池田セメント工業所 屋根工事業

池田屋 飲食

㈲一休舎 総合葬祭

井上酒店 酒類小売

今泉工業㈱ 建設

今泉商店 米穀　日用品

㈲岩崎鉄工 農機具販売修理・上下水道住宅設備・浄水設備等

岩高造園 造園

岩忠建設㈱ 注文住宅の建設請負と建設業

岩永化粧品店 化粧品・衣料品・駄菓子

岩永建築 建築

㈲岩永モータース 自動車修理・販売

うちのふうど 飲食

Ａコープ　ブリス店 食料品・日用品小売

㈲江口愛命堂薬局 薬局

江口薬局 薬局（医療品販売）

エトワールホリエ 菓子

えみちゃん写真館 写真館

ＡＵＴＯ　Ｍ 自動車整備・販売・車検

大曲鮮魚店 鮮魚

㈲大宅印刷 印刷

音羽寿し 飲食



輝 理美容

㈱華山 陶磁器製造・販売

㈱梶原建設 建設（新築・リフォーム・雑貨販売）

カットハウス友 理容

カムラ 焼肉・レストラン

すし料理専門店　亀井鮨 飲食　すし店

から揚げドンドン から揚げ

GARO 衣料品

㈲川口工務店 建設

㈱川口屋商店 陶磁器販売

川武陶器㈱ 陶磁器卸売

㈲川端自動車工業 自動車整備・鈑金

箸の喜栄 箸

喜栄本店　 箸

喜栄本町店 箸　まねき猫

インテリアサロン木家探　 家具・インテリア

岸川金物店 金物小売

喫茶GIG 飲食

㈲木寺ガラス店 ガラス・建具

ギャラリー有田 喫茶レストラン・陶磁器販売

協有石油㈱ ガソリンスタンド

金照堂 有田焼陶磁器販売

㈱草場卯一商店 陶磁器販売

㈱クリタ 住宅設備・機器の販売

呉葉鮨 寿し・海鮮丼セット他

ヘアーサロン・クロカワ 理美容

㈱香蘭社 陶磁器製造・販売

衣料品店コーダ 衣料品

古賀歯科医院 歯科

㈱小島芳栄堂 陶器販売

ディスカウントドラッグコスモス佐賀有田店 ドラッグストア

㈱小林産業 総合建設

小林和文堂印房 印章

カフェれすとらん　こぱん 飲食

こぺっと 子供服・婦人小物販売

シューズ　コマや 履物

コメリH＆G　有田店 ホームセンター

近藤生花店 生花

彩生陶器 陶磁器販売

西肥亀の井タクシー㈱有田営業所 タクシー

魚のつよしや 鮮魚販売

㈲佐々木建築 建築工事一式

佐藤酒店 全酒類小売

重富畳店 畳製造・販売



清水電機商会 家電販売

㈱下建設 総合建設

写真の石丸 写真館

白川精肉店 精肉販売

㈲信栄モータース 自動車整備

㈲しん窯 陶磁器製造・販売

スーパーウエスト有田店 食料品

手芸の店　すえまつ 手芸用品小売

積文館書店　有田店 書籍販売

麺処川sen ラーメン店

㈱鮮鼓堂　有田支店 食料品

創ギャラリー　おおた 飲食

うどん・そば　大ちゃん 飲食

陶芸　泰明窯 陶磁器製造

ヘアーサロン　タシロ 理容

舘林晃文堂 文具販売

田中陶器店 陶磁器販売

チャイナ・オン・ザ・パーク 磁器の製造・販売

辻スポーツ スポーツ用品

津の国屋酒店 酒類・食料品

ヘアーアンドフェイス　デュエット 美容

天狗堂 飲食

有田からの贈りもの　陶元 陶磁器販売

陶舗今泉　 陶磁器小売

やさいくだもの店　徳久商店 青果物・鮮魚販売

ドコモショップ有田店 携帯電話・関連機器の販売

とみば写真館 写真館

富村商店 鮮魚・野菜

朝重商店 茶・珈琲・調味料

とよ工房 陶磁器製造

韓国家庭料理・焼肉「トラジ」 韓国家庭料理・焼肉

ドラッグストアモリ　有田店 ドラッグストア

中島ラジオ店 家電販売

中樽フードセンター 食料品小売

ホームプラザナフコ　有田店 ホームセンター

なべじゅう 居酒屋

肉のとみなが 精肉販売

㈱西有田土木 総合建設

西松浦通運㈱　商事部 ガス関連器具・家電製品等の販売

西山食糧 米穀・牛乳

有田焼アクセサリー小物　二宮閑山 有田焼アクセサリー小物

ヘアーサロン・ノグチ 理容

パナパナ大串 家電修理販売

パナパナ奥村 電気店



パナパナ生活館 家電品販売

馬場商店 酒類ガス日用品の販売

馬場時計店 時計・眼鏡・宝飾・補聴器

馬場モータース 自動車販売・整備

秀ふとん店 寝具全般

ひとふし ラーメン店

㈲樋渡生花店 生花販売

ファミリーマート有田三代橋店 コンビニエンス

深川製磁本店 陶磁器販売

深野印堂 印刻（印章）

深海三龍堂 陶磁器販売

富貴屋本店 着物

㈲福川設備 上・下水道　住宅設備

趣芸工房ふじさき 手芸店

ふじせ商店 食品（販売・製造）

ふじ美容室 美容

渕上陶磁器 陶磁器小売

ブティック　ベル 衣料・雑貨販売

ブリスにしやま 衣料品

ヘアーサロン　コマドリ 理容

Ｈａｉｒ　Ｂｅａｎｓ 理容

ヘアトークス　バックヤード 美容室

ポーラ・エステインわかな 化粧品・ボデーファッション・アパレル・食品

ポーラ化粧品　有田営業所 化粧品小売

ボナ　リーベ 衣料品

ボンパン　ビューティサロン 美容

マエダ建築 建設

前田食品工業㈲ 高菜漬全般

㈱益田商店 建築資材卸売

松尾商店 たばこ・切手等

松尾建具店 アルミサッシ・建具取付

マックスバリュ有田店 食品　スーパーマーケット

㈱松葉屋　有田店 食料品

レストラン　まるいし 飲食

㈲マルトにしやま 衣料・寝具・ギフト

㈱丸二商会　有田出張所 ガソリンスタンド

マルニモータース 整備工場

㈲南電気工業社 電気工事

タイヤショップ　ミヤザキ タイヤ販売

蕎麦　美吉 飲食

美容室ミラーレ 美容室

ファミリーファッションむらい有田店 衣料品

村岡総本舗　有田店 羊羹・和菓子販売

㈱銘壷堂 陶磁器販売



㈱銘品堂 化粧品

メガネの三光堂 メガネ・補聴器

ｍｏｕｓｏｕの森ショップ 菓子製造販売

モーターワールドクリエイト オートバイ販売・修理

㈱森商会 ＬＰガス販売・住宅設備機器販売

森清 飲食

京料理「八百和」 飲食

日本料理　保名 飲食

㈲山口印刷 印刷

山口家具ガラス店 家具・ガラス・建具販売

山﨑金物店 金物

㈲山下精肉店 食肉小売

大和一心庵　雪月花 飲食

ヤマト陶磁器㈱ 陶磁器販売

㈱山中建設 一般土木・建築

㈱友愛石油　有田SS ガソリンスタンド・石油販売

㈱友愛石油　有田バイパスSS ガソリンスタンド・石油販売

㈱友愛石油　西有田SS ガソリンスタンド・石油販売

㈱遊天セラミックス 漆喰壁材製造

ホームセンター　ユートク有田店 DIY・雑貨

祐徳旅行㈱ 旅行

よきもの家 きもの・和装品・リサイクルきもの・手芸品

吉永菓舗 菓子製造販売

吉永酒店 酒類・タバコ・食料品

ｈａｉｒ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｌａ Ｐｏｌｋａ 美容室

ハーブ＆喫茶ランランラン 喫茶

龍水亭 飲食

㈲龍泉荘 飲食

稜 飲食

良酒倉庫　佐賀有田店 酒・米・タバコ・食料品

Yショップかしまや ミニストアー




