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建設・設備
まるみ屋 伊田 民宿たかはま（モーニングのみ） 伊田 酒井自動車 浮鞭 原建築（原勝則） 伊田 吉本一光建築設計事務所 下田の口

山﨑美枝子商店 伊田 ホテル海坊主 有井川 柿内自動車 入野 坂本　宏之（大工） 伊田 吉本水道工務店 下田の口

宮地和加子商店 有井川 土佐ユートピアＣＣ 浮鞭 上川口自動車 入野 小谷建築（小谷鋼平） 伊田 ㈱新清興業 御坊畑

酒井商店 上川口 道の駅ビオスおおがた 浮鞭 大方野村自動車 入野 KANEKO建築（金子文裕） 有井川 矢野左官 馬荷

島田鮮魚店 上川口 民宿ななさと（毎週土曜日ﾓｰﾆﾝｸﾞのみ） 加持 ㈲田の口自動車 入野 宮地建築（宮地道夫） 有井川 浜口電気 田野浦

林商店 上川口 ネスト・ウエストガーデン土佐 入野 板山自動車販売 四万十市 金子建築（金子悦治） 蜷川 浜田祥生建築事務所 田野浦

ショップベル 上川口 豚太郎大方店 入野 レジャー・教育 林　和光（大工） 奥湊川 ㈲浜田工務店 出口

橋田ストアー 蜷川 いろりや 入野 NPO砂浜美術館 浮鞭 島田建築（島田金一） 浮鞭 ㈱丸三建設 出口

田辺商店 奥湊川 (ﾋﾞｰﾁｺｰﾐﾝｸﾞ・ﾎｴｰﾙｳｫｯﾁﾝｸﾞ） 高橋建築（髙橋栄一） 浮鞭

林酒店 浮鞭 民宿・喫茶みやこ 上川口 土佐ユートピアＣＣ 浮鞭 植田建築（植田知和） 加持 天日塩
中川鮮魚店 浮鞭 喫茶　来夢 入野 幡多サーフ道場 浮鞭 楠目建築（楠目朝雄） 加持 ㈲海工房 上川口

鞭駐車場売店 浮鞭 喫茶　かきの木　　 入野 ザ・グリーンルーム（サーフィン） 入野 塩田建築（塩田充幸） 加持 その他
道の駅ビオスおおがた 浮鞭 喫茶　秋桜 入野 カズダンススクール 上田の口 田辺建築（田辺利幸） 加持 ともこ工房（米飴他） 加持

営団コーナー 入野 軽食＆喫茶からっと 入野 しのだ建築（篠田利明） 入野 黒潮町缶詰製作所 入野

ローソン大方店・入野店 入野 豊浦理容所 浮鞭 谷建築（谷栄一） 入野 道倉かまぼこ店 入野

黒潮ふれあい市 入野 石亭 浮鞭 サロンド　まちこ 加持 林建築（林員生） 入野 マルオ水産㈱ 入野

㈲サンシャイン大方 入野 お好み焼　まるや 入野 美容室フリーヘアー 入野 中沢建築（中沢一夫） 入野 マプロック（プリザーブドフラワー） 入野

永野精米所 入野 美容室ｎｉｃｏ 入野 松岡建築（松岡開） 上田の口 ㈲今倉商店（ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ） 下田の口

野並酒店 上田の口 一舟 入野 パール美容室 入野 金子建築（金子昭三） 出口 ジョブなしろ（生花・ジュース） 田野浦

平口商店 田野浦 真味 入野 美容室ｃｏｍｅｃｏｍｅ 入野 建設・設備 マルア海産（野村秋義） 田野浦

茶蘭花 入野 美容室ＡＮＫ 四万十市 平野住設 伊田 丸二海産（野村益雄） 田野浦

パンの店 入野 居酒屋ぽこぺん 入野 ㈲井ノ岬環境センター 伊田 カネジン（野村和子）（ 水産） 田野浦

ぷちど～る 入野 飲み処 ゆうゆう 入野 はりきゅうのちくぽか 奥湊川 光陽建設㈲ 伊田 マルタ水産（野村和美） 田野浦

ケーキの職人　やまもと 入野 Puamelia（ﾌﾟｱﾒﾘｱ） 入野 ㈲小松土建 上川口 フタヤマ水産（野村伸男） 田野浦

東吾 四万十市 ネスト・ウエストガーデン土佐 入野 ㈲橋田建設 蜷川 ヤマキュウ（野村敏夫）（ 水産） 田野浦

松山百貨店 伊田 一煎 四万十市 土佐ユートピアＣＣ 浮鞭 土居建具製作所 浮鞭 マルト野村海産（野村博和） 田野浦

松坂洋品店 入野 民宿・喫茶みやこ 上川口 エムテック 浮鞭 野村水産（野村邦比己） 田野浦
ＪＡ高知はた大方支所（購買） 入野 塩田商店（仕出し） 有井川 民宿 たかはま 伊田 大西設備 浮鞭 ヤマカ海産（野村善久） 田野浦
コーナンホームストック黒潮店 入野 みながわ農場 蜷川 ホテル 海坊主 有井川 ㈲本田工務店 加持 びんび屋（ 水産） 田野浦

コメリ黒潮店 下田の口 ㈱大方官材 入野 民宿 ななさと 加持 植田板金 加持 マルマン水産（山本見江） 田野浦

㈱谷建材 入野 朝比奈建具 入野 マル勇水産（吉尾綾乃） 田野浦

Grand velo（ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾛ） 入野 北山商店（仕出し） 入野 上川口マリーナ 上川口 谷口板金 入野 マルキヨ水産（吉田昭彦） 田野浦

矢野鮮魚店 入野 ㈲サザンウェーブ（PCｿﾌﾄ） 上川口 大方ガラス 入野 和田　未智男（水産） 田野浦

ｓｅａｓｏｎ 下田の口 マルイチ水産（水野正稔） 田野浦 デイサービスセンター浮鞭 浮鞭 河野電機設備 入野 イリイチ海産（和田貢） 田野浦

㈱魚彩 田野浦 幡多ストーン 浮鞭 西地塗装 入野

おなが薬品 入野 谷口防災メンテナンス 浮鞭 小橋基礎 入野

よどやドラッグ大方店 入野 四万十環境サービス（清掃） 加持 小松メンテナンス 入野

河野農機センター 入野 西部産廃 入野 ＧＯＲＩアルミ 入野

アトム電器黒潮店 入野 ＪＡ-ＳＳ　大方ＳＳ 入野 森クリーニング店 入野 村越設備 入野

クボタデンキ 入野 青い鳥大方衛生社（清掃） 入野 大石電気 入野

タニ電器商会 下田の口 つづきハイヤー㈲ 入野 大方公衛社（清掃） 入野 クロシオライフラインサービス 入野

よしもとでんき 下田の口 ミヅホ商会（自動車部品） 入野 （電気・水道）

㈱石の里おかべ（墓石） 下田の口 中平サッシ 入野

高知新聞大方東販売所 伊田 大方運送㈲ 下田の口 前田電工 入野

高知新聞入野販売所 入野 山沖軽運送 出口 ヤマモト建築設計事務所 入野
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明弘食品㈱（水産） 佐賀

石井食料品店 佐賀 めし酒処　むうん 佐賀 浜田石油店 佐賀 永野建築（永野浩幸） 佐賀 ㈲土佐佐賀水産 佐賀

河内酒店 佐賀 花積 佐賀 ㈲長嶋石油店 佐賀 矢野建築（矢野巧） 佐賀 明神水産㈱ 佐賀

田所酒店 佐賀 庄寿庵 佐賀 ＪＡ-ＳＳ佐賀ＳＳ 佐賀 今西建築 佐賀 ㈱明神食品（水産） 佐賀

土居（一）食料品店 佐賀 erba(エルバ） 佐賀 山下建築（山下正英） 市野々川 ㈱明神フーズ（水産） 佐賀

浜安商店 佐賀 道の駅なぶら土佐佐賀 佐賀 ㈲長嶋自動車商会 佐賀 森田建築（森田八郎） 藤縄

有光商店 佐賀 土佐佐賀温泉こぶしのさと 拳ノ川 佐賀自動車 藤縄 天日塩
ローソン佐賀店 佐賀 ドライブイン　ニュー白浜 白浜 ヤノファクトリー 荷稲 黒建工芸 佐賀 土佐のあまみ屋 佐賀

㈱みやたエイトさが店 佐賀 喜多工務店 佐賀 いごてつ 佐賀

舛耕水産 佐賀 コーヒーショップ駅 佐賀 Ｔｉａｒａ（ティアラ） 佐賀 谷口水道 佐賀 ㈲ソルティーブ 佐賀

有光米穀店 佐賀 カラオケ喫茶　幸 佐賀 わたなべ美容室 佐賀 前田タイル 佐賀 企業組合　ソルトビー 熊野浦

道の駅なぶら土佐佐賀 佐賀 ラコスタ 佐賀 te-et（テト） 佐賀 村上建具店 佐賀 その他
浜田鮮魚店 鈴 藤本商店 佐賀 Clair Dieu（ｸﾚｰﾙ ﾃﾞｭｰ） 佐賀 森田瓦工業 佐賀 西村食品(豆腐） 佐賀

宮崎酒店 伊与喜 aRm foR haiR 荷稲 渡辺建設（渡辺守英） 佐賀 ドレスアップカンパニー（縫製） 佐賀

鬼守家 佐賀 エムム美容室 伊与喜 幡東生コンクリート㈱ 佐賀 ㈲ファクトリーコスモ（縫製） 佐賀

シェルル 佐賀 小梅 佐賀 ㈲弘瀬建設 佐賀 ㈲土佐佐賀産直出荷組合 佐賀

森のパンやさん 川奥 Ｌｉｆｅ 佐賀 ほっと整骨院 藤縄 山本建設㈱ 佐賀 天日塩食品工房　嵯峨屋 佐賀

居酒屋いろり 四万十町 サガ住建 拳ノ川

喜多金物店 佐賀 土佐佐賀温泉こぶしのさと 拳ノ川 拳ノ川電工 拳ノ川

村上家具店 佐賀 民宿 白浜 白浜 西尾住建 不破原
ＪＡ高知はた佐賀支所（購買） 佐賀 金子石材㈲ 伊与喜

朝日丸（遊漁船） 佐賀 ㈱土居建設 伊与喜

でんきのしきち 佐賀 幡東骨材輸送㈲ 佐賀 ㈲西部総建 伊与喜

㈲シバサキ電器 佐賀 合同会社ハピネス（デイサービス） 佐賀 生駒建具製作所 藤縄
㈱黒潮環境クリエイト（清掃） 白浜 下元工務店 藤縄

メンズハウス・タナカ 佐賀 山下建材 熊井
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