
みーや まもる君 パーントゥ ぴんざ かつお

あぐ家の横ちゃん アジチャ屋 Island　Sweets　Cona アイスクリンカフェ Mi-ma あき酒店

あずき屋 いろは亭 AOSORA PARLOR 居酒屋　五鉄 あぱら樹

林檎亭 うまいもの畑　さとうきび アメリカンズバー・レストランニューヨークニューヨーク 居酒屋　四季・菜々 泡盛と沖縄料理　郷家

居酒屋　シノワーズ武ちゃん 海の居酒屋　次男 ALOHAS 居酒屋　でいりぐち ensemblecoffee　miyakoIsland

居酒屋くろべぇ 海人の店ゆ～かり あんなの家 居酒屋　和が家 居酒屋　でいりぐち下里通り店

居酒屋とんとん MYK café 居酒屋　一本 居酒屋まずがーと食堂 居酒屋　なみ吉

いらぶ大橋海の駅 沖縄酒場　ろく 居酒屋＆郷土料理　壱番座 芋の専門店 魚幸

ヴィラブリゾート お食事処　あーさぐー屋 うなぎ料理　しきしま inBLU, A&W　宮古空港店

ウォーターショップ　かきはな お食事処　割烹　竹 A&W うなぎ　たいよう エメラルドコーストリンクス

ウォーターショップ　ほりかわ お食事処さしば Aコープ　城辺店 海の見えるカフェレストラン　ロコまんじぇ お～ばんまい食堂

うまりずま おふくろ亭 海鮮悟空 Ａコープ　うえの店 オーシャンリンクス宮古島

Ａコープ 　さらはま店 お弁当のブリッジ 割烹　くになか Ａコープ　下地店 沖縄そば　まるかみ

M's　Kebab　宮古島 海鮮酒家　中山 割烹　浜 沖縄大衆串酒場　錦 お弁当工房　ひまわり

おきなわ雑貨市場　わとわと 風見鶏 カフェ　タソス久貝店 おくだいら商店 株式会社　ティダファクトリ

沖縄宮古島ラーメン　天晴 割烹　魚宮楽尚 株式会社　いちば 割烹居酒屋　すえひろ 亀寿司

お好み・てっぱん　をぎん カデカリ菓子店 カラオケ　たんと café　azzurro カラオケパブ　だんらん

お食事処　島時間 café 373 ＆ spices カラオケ居酒屋三四郎 カフェ　ウエスヤ 喫茶スナック　まるこちゃん

海鮮バーベキュー　ゆいゆい 株式会社　しまとうふ カラオケバー　海 カフェ　タソス キッチン　みはら

café　cocoikoi 韓国居酒屋マンナン カラオケBarダイヤモンド カラオケピーチピット/居酒屋　桃太郎 KUUSU

カフェ　ニュイス 喫茶キンコンカンコン 喫茶　がじゅまる 観光農園　ユートピアファーム宮古島 くになか食堂

café Bom te tu ケンタッキーフライドチキン　宮古店 喫茶 キースポット キッチン　たんと 腰原食堂

カフェとレストラン　グローリーハウス 珈琲豆屋倉庫　豆房（ばんぼう） キッチン＠まんが館 キャプテンメリアン サウス・パーク

カフェレストラン　カラカラ 氷家カフェ　入江 ケーキ屋洋菓子店　ポエジ GOODLUCK! 酒のダイタク

カラオケスタジオ　星の王子さま さかばじかん　ダリ coffee shop Majya クラブ　オーシャナス 島唄楽園　美ら美ら

カラオケバー・ムーンボウ さるぅ ササキバー＆カレー Grab&Go 島のパン屋さん　MaRin

キッチン　みほりん 島カフェ 紗慕里点心坊 ぐりーんりーふ（宮古空港売店） 島和食　郷家～はなれ～

小料理　舞 島café　とぅんからや 珊瑚食堂 小料理　ペアー 旬処　都

サーティーワンアイスクリーム　宮古島店 島茶家ヤッカヤッカ 島唄居酒屋　喜山 the kitchen 食彩亭　むつ美

肴菜処　しょか ジャングル飯店 島尻パーントゥ購買店 酒場　奏 じんく屋

三線ライブ居酒屋美琉太陽 ジュース屋　うる 島バール　Sanufa 雑貨＆カフェ　TAWATAYA 寿しけん

シーサイドカフェ海遊（宮古島海中公園内） 酒食処うるか 島野彩カフェ　龍(ホテルてぃだの郷) さつきらーめん 鰻処　浅草

しま食堂湧泉家 ステーキハウス　ビックリ大将 ジョイフル宮古店 島唄楽宴　ぶんみゃあ 寿し正

島の駅みやこ Slowtime　Van SUPER STAR 島大衆酒場　たけし写真館 SUBAKO

食パンのニシザト soraniwa hotel and café スパイスドラゴン 島パスタ　ナポリターナ そばと定食のお店　あぐに家

庶民の味処　金吾 ダグズ・グリル ダグズ・カフェテリア スナック　ザガール ダグズ・コーヒー

新和食堂 小さな幸せSakuri 超特選宮古牛・アグー豚専門店　しゃぶ庵 炭火焼げんじん たまご家 おかん

スイーツカフェ　りーちゃん家 ちょうじ屋 鉄板　Dining　かぎすま ダイニングバー　Line 中華風居酒屋どうとんぼり

スナック　アフリック 鶴亀弁当 ドンコリism 太平山　じんふくる 鉄板居酒屋　美らら～

スナヤマカフェ ツンフグ牧場 中休味商店 taka's parlor デュエット

そらの屋 ニットカフェ　Fika NaNa CAFÉ 小さな島のお菓子屋さん　huit 友利かつお加工場

SOLT Bar Sundays 飲み処　安 友しび 南国酒場　来留来琉

大丸パーラー Bar　ボックリーのチョッキ Bar　ジャングルカフェ 鳥道楽　稲村 日本料理　吉祥　来間島店

ダグズ・バーガー バーベキュー　マイパマ バーニーズダイニング NATURAL　PROTEIN 野原食堂

ちえちゃんそば ビーチハウスレストランkissho PAINAGAMA　BLUE　BOOTH 南国キッチン　ぱいんみ 呑み処　めしざんまい

2525cafe宮古島 久松天ぷら屋 ぱいぱいのむら バーニーズクレープ はるきや

バー　ムーンシェル PIZZERIA CROWN 畑の中のジュース家さん パーラーレッドドラゴン Big Chief

HARRY'S Shrimp Truck ひららバル　ＫＯＳＵＭＩ 波止場食堂 ばっしらいん 英寿司

BISTROT PIERROT ファミリーレストラン　あさしお Piano Lounge 有楽町 Hamburger&Bar insula 日と月

フードセンターぷから寿 fish taverna sambo BLUAL ビストロ　ファミーユ Fine　Dining　久玄達

福八 Blue　Turtle ブルーシール　宮古島店 ふれあい ぷちまあとⅡ

ぷちまあと ぽうちゃ　たつや 北琉笑店　いころ 弁当総菜のお店　あぐに家 ホライズンカフェ

BEAR'S ましな珈琲 MAD　RABBIT まいぱり宮古島熱帯果樹園 みゃーくDiningZUZU

ポークランチョンミート 縁寛(まるかん) 皆愛屋 宮古農場　愛楽友 宮古島　あつ

MIPAMA ES CASA 385じま△ストア 宮古島焼肉 火神 めーめー麺 宮古島　幸蔵

まごとうふ 宮古島とんかつ琉宮 宮バール　PEACE めんば～る 宮古ぜんざいと家めしの店　眞茶屋

まるきスーパー メシバル　パイナテラス モンテドール 麵屋　サマー太陽 めっちゃうま　たこ源　城辺店

満や 焼鳥　tan 焼肉589 焼肉　こてつ 麺と雑貨とかき氷　ぐるぐるめんや

みきの店　んきゃぎさまち 焼肉なかお 焼肉バカ一代宮古島店 焼肉大将 もだんたいむ

みなと食堂 焼肉ホルモン　ガっつ　宮古島店 やまかさふぁい実之和 やさいカフェ モンテドール（マックスバリュ宮古南店内）

ミュージックバー　K馬2 焼肉屋 有限会社　池田冷凍食品 YUKAALA 野菜巻きと沖縄炉端　炭島

めっちゃうま　たこ源 ゆう家 遊食彩　楽晞 (有)楽園の果実 RAVE'S

モスバーガー リッコ ジェラート lino Café ラポール 琉球王国　さんご家

洋食てぃん レストラン　のむら レストラン・バー　Zero リエコノ酒場 琉球ダイニング　ふぁいみーる

料理屋　一刀 Lemon＆Garlic　Restaurant　SOUR＆B ロワン・ディシー 琉球海鮮旬菜　酒坊 レストランとんかつ一番

レストラン　ニライカナイ Y's Green Café わん レストランバー　soi LOCUS TABLE

レストラン入江 和風ダイニング　やえびし んまがぬ家 和風亭宮古 わとわ宮古島店

http://www.miyakojima-furusato.com/


んまや～


