
大型

店舗名 業種 住所 TEL 地区

アケミ屋 ｓｕｍｉ 小売 光市室積2-9-9 74-0087 室積

アボシ時計店 小売 光市室積4-9-6 78-0178 室積

網重水産㈱ 小売 光市室積正木12-2 79-1116 室積

Ａｒｏｍａ ｂｒａｎｃｈｅ サービス 光市室積 080-2930-9525 室積

居酒屋 ⻄ 飲食 光市室積松原15-1 78-0011 室積

㈲いたくら 小売 光市室積3-7-26 78-1673 室積

いちのべ米穀店 小売 光市室積4-8-8 78-0053 室積

インテリアカネナガ 小売 光市室積中央町2-3 78-1295 室積

大型 ウォンツ 光室積店 小売 光市室積新開2-1-2 75-1030 室積

エディオン室積店 ㈲ヨシイデンキ 小売 光市室積松原5-3 78-0213 室積

㈱オートステーションＭＳ 小売 光市室積1-9-15 79-1425 室積

お食事処 風鈴亭 金魚 飲食 光市室積7-12-1 080-2947-1143 室積

海商館 サービス 光市室積5-3-30 79-3331 室積

かんぽの宿光 その他 光市室積東ノ庄31-1 78-1515 室積

木村家 小売 光市室積7-9-3 室積

くるみの樹 小売 光市室積東ノ庄11-7 79-1963 室積

化粧品のこうち 小売 光市室積3-9-6 79-3111 室積

コスメプラザこうち 小売 光市室積新開2-1-1 79-3111 室積

後藤商店 小売 光市室積4-9-2 79-3003 室積

酒やの山善 小売 光市室積新開2-7-17 78-1227 室積

十五万石 室積店 サービス 光市室積松原15-12 79-3023 室積

空逢 ｓｏｒａーａｉ サービス 光市室積3-9-27 48-5494 室積

たこやきまっちゃん 小売 光市室積神田9-16 78-1319 室積

㈲田原石油店 小売 光市室積東ノ庄14-23 79-0600 室積

ちどりだいにんぐ サービス 光市室積村冠山総合公園内 74-2001 室積

つぼい 室積本店 小売 光市室積中央町5-10 78-0018 室積

電器のタムラ 小売 光市室積4-10-5 78-0869 室積

トイランドさわい 小売 光市室積1-7-1 78-0276 室積

㈲ときよし鮮魚店 小売 光市室積4-15-5 79-1313 室積

㈱友松商店 小売 光市室積4-3-3 78-0475 室積

㈱中村商店 小売 光市室積4-11-1 78-0123 室積

日本料理 かな久 サービス 光市室積3-3-25 78-0330 室積

のお店では、小規模店舗 「専用券」 は、ご使用できません。

光市市⺠⽣活・地域経済応援商品券 取扱店⼀覧表（7⽉30日現在）

室積79-3308（店舗）
77-3371（事務所）

光市室積5-8-14小売Ｃ−ｃａｆｅ ささ乃や



はまや 小売 光市室積2-10-21 78-0070 室積

光ゴルフセンター サービス 光市大字室積村2034 72-2003 室積

ひかり花館 小売 光市大字室積村6288 48-8686 室積

ＦＥＬＩＺ サービス 光市室積東ノ庄11-5-2Ｆ 78-2900 室積

福祉メイキングスタジオ うみべ サービス 光市室積6-13-28 48-8232 室積

船⼾商店 小売 光市室積沖田3-30 78-0170 室積

フルール ア メーズ アミー 小売 光市室積新開2-1-1ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ店内 79-0878 室積

ｈａｉｒ ともみつ サービス 光市室積1-3-22 78-0159 室積

ｂｏｎ ｃｌａｉｒ 小売 光市室積中央町2-1 090-4147-7853 室積

大型 マックスバリュ⻄日本㈱ 室積店 小売 光市室積新開2-1-1 79-1000 室積

三谷薬品 小売 光市室積⻄ノ庄23-23 79-1100 室積

みのりや種苗園芸 室積店 小売 光市室積3-7-1 78-0210 室積

みやもと 小売 光市室積3-2-20 78-0103 室積

室積市場食堂 小売 光市室積2-17-5 48-5456 室積

室積薬局 小売 光市室積大町22-16 78-1101 室積

リビングストアー モリタ 小売 光市室積1-3-27 78-1672 室積

Ｏｎｅ ｇｒａｉｎ 小売 光市室積7-2-2 080-3958-8610 室積

㈱アスリートムネスエ 小売 光市中央4-6-26 74-3230 光井

いづみ美容室 サービス 光市中央1-2-29 72-1267 光井

ＶＥＲＴ サービス 光市光井7-13-13 090-6412-0114 光井

㈲オオセト 小売 光市中央6-4-18 71-0502 光井

海鮮居酒屋 はせ川 飲食 光市中央3-1-23 72-4662 光井

カグリエ 小売 光市中央2-7-15 72-4545 光井

果子乃季 光井店 小売 光市光井3-7-27 72-7717 光井

かねなが書店 小売 光市中央3-5-28 71-2455 光井

かねなが電気 小売 光市中央3-3-25 71-1415 光井

カラオケ喫茶＆スナック和 サービス 光市中央2-14-26 72-7588 光井

カラオケ喫茶 花唄 その他 光市中央3-3-16 71-7277 光井

大型 クスリ岩崎チェーン 光井店 小売 光市光井3-8-48 74-2300 光井

サロン・ド・プチ サービス 光市光井2-4-6 71-0691 光井

Ｔｈｅ Ｇａｒｄｅｎ 飲食 光市光井9-20-1 080-6129-0253 光井

しあわせ サービス 光市光井1-12-11 44-9444 光井

しらい美容室 サービス 光市中央2-5-3 71-0537 光井

十五万石 光井店 サービス 光市中央5-1-3 71-0089 光井

整体田中 サービス 光市光井6-2-18 090-8358-1424 光井

セブンイレブン光市光井６丁目店 小売 光市光井6-1567-1 72-6557 光井

ＣＥＳＴＲＩＥ サービス 光市光井3-7-27 72-7744 光井



曽根商店 小売 光市中央5-2-5 71-0274 光井

武田薬品光工場厚和会 小売 光市中央2-5-28 71-1176 光井

第⼀ドライ 光市役所前店 小売 光市光井9-19-8 71-6362 光井

大型 ダイレックス 光井店 小売 光市光井3-9-39 44-9892 光井

ダスキンヘルスレント周南ステーション 小売 光市光井1-14-17 71-0360 光井

ダスキン 光井支店 小売 光市光井1-14-17 71-0360 光井

ｃｈａｒｍ サービス 光市光井9-20-3 070-3791-8581 光井

大型 ディスカウントドラッグコスモス 光井店 小売 光市中央2-9-28 74-5260 光井

東公商事㈱光支店 小売 光市中央1-3-3 71-1455 光井

Ｄｒｅａｍ ＨＡＩＲ ＣＡＲＥ サービス 光市光井1-28-6 78-0338 光井

⻄田時計店 小売 光市中央3-3-32 71-0354 光井

博東苑 小売 光市中央2-11-18 72-0305 光井

発信キッチン 小売
光市大字光井540-1 光ｽﾎﾟｰﾂ公園

ﾚｽﾄﾊｳｽ1F
72-7772 光井

バーバー ドリーム サービス 光市光井1-28-6 78-0338 光井

光・くすりの医心堂 小売 光市光井9-4-11 72-8885 光井

光スポーツ 小売 光市中央3-5-30 72-1620 光井

ひめ 飲食 光市中央4-7-17 090-1336-2529 光井

広沢印判店 小売 光市中央5-1-18 71-1268 光井

ファミリーマート 光中央二丁目店 小売 光市中央2-5-24 74-1585 光井

藤村産業㈱ 小売 光市光井4-31-21 71-1336 光井

ブックハウス フルカワ 小売 光市中央2-4-3 71-0040 光井

ブティックおだ 小売 光市中央4-4-5 71-1756 光井

Ｂ.Ｌ.Ａ.Ｕ サービス 光市中央5-1-3 72-2362 光井

Ｈａｉｒ.Ｆｌｏｗｅｒ サービス 光市光井4-31-25 48-9223 光井

ほっともっと 光井店 小売 光市光井4-27-18 71-2545 光井

ほりたや 小売 光市中央3-3-33 71-0228 光井

大型 ㈱丸久 アルク光井店 小売 光市光井4-33-1 71-0433 光井

みつい治療院 サービス 光市光井3-9-6 71-3748 光井

みのりや種苗園芸 光井店 小売 光市中央2-16-17 71-0697 光井

珉珉 サービス 光市中央1-1-15 72-4445 光井

㈱守田 小売 光市中央3-1-12 71-0202 光井

やきとり与⼀ 小売 光市中央3-5-21 72-4648 光井

山口妙香園 小売 光市中央2-4-7 71-0897 光井

リカーポートヤマモト 小売 光市光井1-3-20 71-1454 光井

理容 松木 サービス 光市光井2-4-6 71-0691 光井

リラクリエイトとくやま サービス 光市光井7-23-12 72-3848 光井

㈲ワイ・エム・シー・インフォメーション 小売 光市中央5-4-8 72-2772 光井



秋本勇商店 小売 光市中島田2-17-1 77-0958 島田

アケミ屋 小売 光市島田1-11-7 74-0087 島田

イエローハット 光店 小売 光市島田1-3-25 71-0151 島田

居酒屋 晴ればれ 小売 光市島田1-10-1 AAﾋﾞﾙ 48-8916 島田

石焼ダイニング満⽉ 飲食 光市島田2-23-24 72-6634 島田

岡ちゃん 飲食 光市島田1-11-13 72-8832 島田

おしゃれの店 なかたに 小売 光市島田1-11-8 71-2327 島田

お茶と酒の店松本 ベスト店 小売 光市島田1-12-20 71-5533 島田

Ｃａｒ Ｒｉｓｅ Ｓｋｙ サービス 光市島田2-19-14 080-6320-1551 島田

Ｃａｆｅ Ａｇｏｒａ サービス 光市島田4-13-15 48-5022 島田

ｋｉｎｏ 小売 光市島田1-12-11 58-9038 島田

きなこＣＡＦＥ サービス 光市島田1-8-16 48-8261 島田

キャロット 小売 光市島田1-11-10 72-7011 島田

筋肉リミッター開錠術あしすと サービス 光市島田2-9-22 48-8475 島田

クーデクール 小売 光市島田2-12-1 74-0330 島田

Ｋ.ファクトリー サービス 光市島田1-2-26 74-1970 島田

コーヒーボーイ 光店 小売 光市島田1-11-8 74-1444 島田

㈲小蜂 飲食 光市島田1-14-1 72-4548 島田

⻄京酒場 萬天 光店 サービス 光市島田2-27-2 71-7115 島田

さかなのこやま 小売 光市島田1-12-32 72-3957 島田

ＣＰサロン Ｋｉｉｔｏｓ 小売 光市島田1-10-1 AAﾋﾞﾙD号室 48-6970 島田

島田薬局 小売 光市島田2-14-5 72-5300 島田

しゃぶしゃぶ立道 飲食 光市島田1-10-1 72-4883 島田

旬炉 山岡 飲食 光市島田2-16-7 74-0077 島田

食事処 百八治 サービス 光市島田2-16-5 080-1930-7324 島田

すず蘭 飲食 光市島田2-21-5 090-5268-8841 島田

スナック ＮＡＮＡ 飲食 光市島田2-17-11 ﾅﾎﾟﾚｵﾝﾋﾞﾙ105 71-1757 島田

炭火串焼き 縁 サービス 光市島田2-16-10 44-9626 島田

整体・ｉｎ Ｌａｂｏ サービス 光市島田5-14-43吉原ﾋﾞﾙ1F 090-1182-5076 島田

セブンイレブン 光市島田店 小売 光市島田2-12-7 72-8582 島田

田中治療院 サービス 光市島田1-12-11 72-3669 島田

鉄板⾶龍ʼｓ 小売 光市島田1-10-3 48-8505 島田

ディーズ ガーデン 小売 光市島田2-1-10 72-7310 島田

㈱友松商店 ビーストリート店 小売 光市島田1-12-14 72-7003 島田

㈲ニコニコドラッグ 小売 光市島田1-16-11 72-3271 島田

八剣伝 島田店 サービス 光市島田2-23-2 71-0863 島田

パン工房 ハーヴェスト 小売 光市島田1-10-1 74-0058 島田



美容室ヘアーマーケット サービス 光市島田2-8-1 71-6323 島田

フォト・オフィス・マザーリーフ サービス 光市島田5-11-40 48-8112 島田

フォトみやはら 小売 光市島田2-15-27 72-5506 島田

福龍園 サービス 光市島田6-13-6 71-5438 島田

ＢＬＡＮ−ＣＯ ＨＡＩＲ サービス 光市島田3-3-8 74-1186 島田

ペーパームーン サービス 光市島田1-15-34 72-4441 島田

㈱宝迫家具店 小売 光市島田1-10-25 71-1057 島田

保のか 小売 光市島田2-22-12 松本ﾋﾞﾙ1F南側 72-4001 島田

ＢＯＮＤ 飲食 光市島田2-21-5 57-4558 島田

大型 ㈱丸久 アルク光店 小売 光市島田1-12-20 72-7111 島田

水本時計店 小売 光市島田1-11-10 71-2322 島田

ミヤタスタジオ（ミヤタカメラ） 小売 光市島田1-12-14 71-2323 島田

ｍｏｎｏｕｎｉｖｅｒ ものゆにば 小売・製造 光市島田1-11-6 48-9390 島田

守田家具 小売 光市島田3-11-47 71-3300 島田

焼肉 源 飲食 光市島田1-11-24 71-3015 島田

焼肉 ニュー千里 サービス 光市島田1-5-31 72-4014 島田

リガール 飲食 光市島田1-10-1 A･AﾋﾞﾙH号 72-7092 島田

Ｌｉｎｄｏ サービス 光市島田1-16-7 71-7178 島田

レディスツボイ 光店 小売 光市島田1-11-7 71-2321 島田

童子 サービス 光市島田4-11-6 72-3913 島田

アステールおかむら 小売 光市木園1-12-16 71-0736 浅江

アルソアロマン 小売 光市浅江2-6-3 71-3165 浅江

大型 イオン 光店 小売 光市浅江木園1756-1 71-2922 浅江

居酒屋 酒仙洞 サービス 光市虹ヶ浜3-4-1 71-0775 浅江

和泉時計店 小売 光市浅江2-11-18 71-2023 浅江

大型 ウォンツ 光浅江店 小売 光市浅江5-4-1 74-0321 浅江

大型 エディオン 光店 小売 光市虹ヶ浜1-4-15 72-6611 浅江

㈲小田商店 小売 光市虹ヶ浜3-4-16 71-0317 浅江

お茶と酒の店松本 本店 小売 光市浅江2-4-6 71-0187 浅江

温活リラクゼーションサロンあかり サービス 光市虹ヶ浜3 080-5077-1474 浅江

果子乃季 浅江店 小売 光市浅江4-4030 71-4020 浅江

かしわや薬局 きぞの店 小売 光市大字浅江1340-1 72-9370 浅江

かしわや薬局 本店 小売 光市浅江1-9-11 71-0103 浅江

金森鍼灸院 サービス 光市中村町13-21 72-3254 浅江

兼清外科 サービス 光市浅江3-1-25 71-0800 浅江

カフェステージ ドンク 飲食 光市浅江3-25-3 72-4465 浅江

カフェテラス二十番地 サービス 光市虹ケ浜2-4-20 72-7766 浅江



カフェ・ラ・シェール 飲食 光市浅江2-8-17 71-3665 浅江

カメラのキタムラ 光店 小売 光市浅江1-11-12 71-5757 浅江

カラオケ Ｊａｃｋ ａｎｄ Ｂｅｔｔｙ サービス 光市虹ヶ浜3-4-1 2Ｆ 71-0665 浅江

㈲ギフト大和屋 小売 光市浅江5-14-29（移転予定） 71-0579 浅江

大型 クスリ岩崎チェーン 光浅江店 小売 光市浅江3-23-22 74-1411 浅江

コワーキングスペース ヒカリバ サービス 光市浅江1-4-14ｱｲｵｲﾋﾞﾙ3F 71-3650 浅江

㈱三知 小売 光市虹ヶ浜3-4-8 71-0251 浅江

サンピット 光 小売 光市大字浅江1337-6 72-6031 浅江

ＣＰサロン アクター サービス 光市浅江3-14-22 74-1820 浅江

シェ・ヒロダン 小売 光市大字浅江954-1 71-0707 浅江

七輪焼ホルモンえび壽 サービス 光市虹ヶ浜1-11-3 72-8929 浅江

下倉薬店 小売 光市虹ヶ浜3-11-31 71-0507 浅江

シャトレーゼ 光店 小売 光市宮ノ下町12-25 71-5214 浅江

大型 ㈱ジュンテンドー 光店 小売 光市浅江4-1-7-3 74-0070 浅江

Ｓｗｅｅｔ Ｈｏｍｅ 小売 光市浅江2-6-3 72-3419 浅江

菅原獣医科医院 サービス 光市浅江2-12-11 72-5960 浅江

㈲⻄部光タクシー その他 光市浅江5-7-17 71-0001 浅江

瀬⼾内ラーメン大島 飲食 光市浅江3-23-29 71-4447 浅江

セブンイレブン 光市木園店 小売 光市木園1-1900-7 71-0822 浅江

セブンイレブン 光市虹ヶ丘店 小売 光市虹ヶ丘1-11-31 72-7631 浅江

大将 小売 光市浅江2-1-7 71-3187 浅江

タイヤ館 光 小売 光市浅江3-22-16 71-1112 浅江

高山石油ガス㈱ 光営業所 小売 光市浅江5-14-18 71-0770 浅江

ダイハツひかり 兼清自動車 小売 光市虹ヶ浜1-5-19 71-0043 浅江

大型 ダイレックス 光店 小売 光市浅江1351-1 74-3121 浅江

ＣＨＡＮＯＯＲＩ 小売 光市虹ヶ丘2-11-4 58-9030 浅江

中華そば ⼀光 小売 光市虹ヶ浜3-4-1 71-7900 浅江

ツナグ自転車店 小売 光市大字浅江1350 48-8388 浅江

大型 ディスカウントドラッグコスモス 虹ヶ浜店 小売 光市虹ヶ浜1-6-28 74-5670 浅江

大型 ディスカウントドラッグコスモス 光店 小売 光市木園1-5-38 74-2010 浅江

でんきのミヤモト 小売 光市丸山町15-12 72-1895 浅江

冨田食料品店 小売 光市浅江7-17-18 71-0588 浅江

とんかつＫ屋 飲食 光市虹ヶ浜3-13-3 72-8600 浅江

中津から揚げ もり山 小売 光市虹ヶ丘2-11-6 050-6869-5014 浅江

ナチュラル美容室 サービス 光市虹ヶ丘1-16-16 71-4569 浅江

虹の文具館 小売 光市虹ヶ浜3-4-10 71-0251 浅江

ｈａｎａ 小売 光市浅江5-2-24 71-8780 浅江



花と緑のお店 くにきよ イオン光店 小売 光市浅江木園1756-1ｲｵﾝ光店1F 71-2960 浅江

原田酒店 小売 光市浅江3-24-21 71-0626 浅江

原田時計宝飾 小売 光市浅江3-19-22 72-5114 浅江

大型 明屋書店 光店 小売 光市虹ヶ浜1-4-10 74-0700 浅江

パティスリーミヤオ 小売 光市浅江2-1-10 71-1446 浅江

光あけぼの園 はんぷ工房 結 小売 光市木園1-14-1 74-3333 浅江

㈱光ギフトセンター 小売 光市浅江3-9-8 72-7000 浅江

㈲光通信システム設備 小売 光市浅江3-25-21 72-4554 浅江

光ブラザー 小売 光市浅江4-1-7-4 MV浅江店敷地内 72-8788 浅江

ひかり横丁 小売 光市浅江4-1-7-1 050-6869-5014 浅江

大型 ファッションセンターしまむら 光店 小売 光市浅江3-22-10 74-0086 浅江

ファミリーマート 光浅江五丁目店 小売 光市浅江5-28-1 74-1840 浅江

ファミリーマート 光虹ヶ浜店 小売 光市虹ヶ浜3-24-12 74-0815 浅江

福十 小売 光市浅江5-8-1 71-2910 浅江

服のお直し屋さん Ｍａｒｉｓ サービス 光市浅江7-11-12 080-3055-2302 浅江

冨士機工㈱ 卸売 光市虹ヶ浜1-5-23 71-1167 浅江

Ｆｌｏｗｅｒ Ｓｈｏｐ ｈａｎａｐｌｕｓ 小売
光市浅江3-22-10 浅江レッツ光

ショッピングセンター1Ｆ
090-4142-1795 浅江

プロレス＆ファーストフードＤＲＯＰＫＩＣＫ サービス 光市花園1-12-12 48-9184 浅江

ヘアーサロン やぎはし サービス 光市浅江2-5-2 71-2511 浅江

ホテル松原屋 サービス 光市虹ヶ浜3-9-16 71-0047 浅江

ホビーショップ タムラ 小売 光市浅江木園1756-1ｲｵﾝ光店1F 71-2982 浅江

ホンダカーズ光東 光店 小売 光市浅江1-14-1 74-5000 浅江

ポーラ ザ ビューティ 光店 小売 光市浅江3-20-6 48-9873 浅江

㈱前田商店 小売 光市浅江3-24-26 71-0233 浅江

大型 マックスバリュ⻄日本㈱ 浅江店 小売 光市浅江4-1-7-1 72-5000 浅江

㈲松本ホームガス 小売 光市中村町20-3 71-0748 浅江

大型 ㈱丸久 浅江店 小売 光市浅江3-22-10 71-0909 浅江

まんまる（ケーキのはりまや） 小売 光市浅江2-11-16 71-0450 浅江

㈲ミルクセンター・健康 光店 小売 光市浅江7-2-2 71-1027 浅江

メガネ２１ 光店 小売 光市浅江3-19-22 72-5114 浅江

メガネの三城 光店 小売 光市虹ヶ浜3-16-1 72-4269 浅江

メガネのヨネザワ イオン光店 小売 光市浅江字木園1756-1 1F 48-8728 浅江

焼肉牛太 光店 飲食 光市浅江2-11-15 72-7650 浅江

㈱ヤマウチスポーツ 光店 小売 光市浅江3-24-4 72-2500 浅江

山小屋 光店 サービス 光市虹ヶ浜3-7-28 72-7211 浅江

山田石油サービス㈱ 光給油所 小売 光市浅江2-8-12 71-0572 浅江

ユニクロ 光店 小売 光市浅江4-1-7-2 71-6133 浅江



よつば鍼灸整骨院 サービス 光市浅江3-20-7 71-0428 浅江

ＬＩＯＮ ＣＡＦＥ サービス 光市和田町4-12 71-0567 浅江

ラッキークローバー サービス 光市浅江3-24-1 44-9698 浅江

りんごの森 サービス 光市浅江3-23-29ｾﾙﾍﾞｰﾙ光103 090-4143-8212 浅江

ｌｏｋｋｉ 飲食 光市浅江1-2-11 72-8666 浅江

和平 光店 サービス 光市浅江1350 44-9989 浅江

ウッドペッカー サービス 光市三井6-10-18 77-2527 三井・上島田

⻲本商店 小売 光市三井1-16-10 77-0461 三井・上島田

浩苑書道教室 サービス 光市三井5-22-12 090-7125-6681 三井・上島田

ＪＡ山口県 菜さい来んさい！光店 小売 光市三井5-3-10 77-0004 三井・上島田

ＪＡ山口県 光購買店舗 小売 光市三井5-3-10 77-0004 三井・上島田

大型 ⽣鮮食品館 ミコー島田店 小売 光市上島田2-2-14 77-1111 三井・上島田

セブンイレブン 光市上島田店 小売 光市上島田2-4-3 77-5513 三井・上島田

セブンイレブン 光市三井店 小売 光市三井5-20-15 77-4552 三井・上島田

卓球倶楽部 サービス 光市三井2-4-3 77-1989 三井・上島田

ダスキン上島田 サービス 光市上島田6-9-8 76-1777 三井・上島田

内藤酒店 小売 光市三井6-4-1 77-0103 三井・上島田

中本電器㈱ 小売 光市上島田4-2-11 77-0041 三井・上島田

㈱ＰａｔｈＧａｔｅ Ｊａｐａｎ 小売 光市三井5-22-12 61-1227 三井・上島田

ヘアーサロン髪ｉｎｇ サービス 光市三井6-16-24 77-4111 三井・上島田

ママタルト 小売 光市三井7-3-25 77-3120 三井・上島田

ミルデリス 小売 光市三井5-18-22-D 77-3173 三井・上島田

リプレイ 小売 光市上島田2-2-14 48-7009 三井・上島田

大型 クスリ岩崎チェーン 光小周防店 小売 光市小周防1650-1 76-0010 立野・周防

セブンイレブン 光市小周防店 小売 光市大字小周防1104-10 77-0088 立野・周防

テシマ電機 小売 光市大字小周防2188-1 77-3772 立野・周防

㈲トキオ（ガソリンスタンド） サービス 光市大字小周防1650-6 77-2929 立野・周防

光自動車学校 その他 光市大字立野843 77-3600 立野・周防

レストラン虹川 サービス 光市小周防1642-6 77-2255 立野・周防

あおと美容室 サービス 光市大字束荷2515 0820-48-9848 大和

あっぷる 小売 光市岩田2349-12 0820-48-3951 大和

ａｎｇｅ 小売 光市三輪1554-2 080-6310-6843 大和

いまい電器 小売 光市岩田2346-11 0820-48-2443 大和

㈲うめもと化粧品店 小売 光市大字岩田2504-47 0820-48-2655 大和

エディオン ひかり大和店 小売 光市岩田1032-7 0820-25-3415 大和

エネオス 岩田駅前給油所 小売 光市岩田2504-37 0820-48-2719 大和

オートガレージ フジモト サービス 光市三輪1549-1 0820-48-2165 大和



㈲オートハンズ 小売 光市大字岩田2502-17 0820-48-3000 大和

おかむら自動車 サービス 光市大字岩田1503 0820-49-3339 大和

お侍茶屋彦右衛門 光店 サービス 光市大字束荷2391-19 0820-48-5182 大和

オムライスカフェ 桂花茶房 飲食 光市大字束荷2326 0820-48-5545 大和

カイロプラクティックＲｉｃｏ サービス 光市岩田2497-9 090-7591-4279 大和

金坂商店 小売 光市大字三輪35-2-2 0820-48-2380 大和

ごはん家 久庵 飲食 光市塩田3427-1 0820-48-4185 大和

里の厨事業協同組合 小売 光市大字束荷2391-19 0820-49-0831 大和

シャインしげさわ 小売 光市岩田2504-49 0820-48-3914 大和

センターほりを サービス 光市大字岩田2302-4 0820-48-2528 大和

つかりの里 小売 光市大字束荷1421-5 080-1943-5629 大和

ツカリベリーズ 小売 光市束荷2463-3 0820-48-1577 大和

ｎａｃｈｅ サービス 光市大字塩田3491-3 0820-50-4040 大和

ニューソーイング谷 小売 光市岩田2488-28 0820-48-2670 大和

パンコッペ ＰＡＮＣＯＰＰＥ サービス 光市大字束荷2391-19里の厨内 0820-49-0831 大和

ひかりバナナ森林の里 岩田直売店 小売 光市大字岩田宮重1517 0820-48-4560 大和

ビューティサロンしばの サービス 光市岩田2493-1 0820-48-4016 大和

美容室Ｓ・Ｔ サービス 光市岩田2411-3 0820-48-4896 大和

美容室ＳＵＮＮＹ サービス 光市大字岩田2505-7 090-5378-3785 大和

フジイ時計店 小売 光市岩田2504-17 0820-48-4888 大和

Ｐｅｃｏｌａ サービス 光市三輪1065-53 0820-48-1020 大和

マリルボーン 飲食 光市束荷2484-3 090-4659-6919 大和

㈱丸久 岩田店 小売 光市大字岩田2299番地 0820-48-3909 大和

ミルキー・サナエ美容室 サービス 光市大字塩田2624-1 0820-48-2368 大和

吉宗デンキ 小売 光市大字岩田2496-1 0820-48-2998 大和

読売センター 周防大和 小売 光市大字岩田2504-31 0820-48-2935 大和


