
さくらや小美玉店 学生服販売 48-0237 ペットサロン　グレース ペット美容 46-3260 小塙瓦工業 屋根工事 58-2903

㈱あさひギフト ギフト品販売 49-1566 佐藤瓦工業 屋根工事 57-6408 真家電機 家電販売 46-0322 小松崎畳内装店 畳製造・内装工事 58-2910

安達建具㈱ 木製建具製造・襖・障子張替 46-0205 ㈲七福 和洋菓子製造販売 46-0017 桝屋 飲食業 36-7280 こんとく衣料店 衣料品販売・ギフト・学生衣料 58-2656

アバカスサンゴ 珠算・暗算教室 46-4135 Shadow Power GOLF ゴルフ用品販売 51-5321 待乳屋 学校衣料・婦人衣料・化粧品 48-0023 紺徳電機商会 家電販売・電気工事 58-2812

荒川電設㈲ 電気工事業 46-2772 旬彩　一菜一心 居酒屋 48-0933 マミー美容室 美容業 48-2575 佐川自動車整備工場 自動車整備・販売 52-1320

池田マイカーセンター 自動車販売・整備 47-0036 ㈱スズヤ 家電販売修理電気設備工事 46-0007 麺や千成 ラーメン・まぜそば専門店 48-0212 ㈱笹光建設 新築＆リフォーム 54-0618

井坂文具店 学用品事務用品文具販売 48-0237 炭火酒家八兵衛 飲食業 46-7680 焼肉 犇苑 飲食店 56-2941 佐藤鮮魚店 鮮魚販売 58-2120

㈲いちむら 衣料品販売 46-0638 セブンイレブン小美玉寺崎店 コンビニエンスストア 48-3277 八千代美容室 美容業 47-0311 サロンドセイリオス 美容業 56-3029

茨城マイカー販売㈱ 自動車販売・整備 48-1910 セブンイレブン美野里堅倉店 コンビニエンスストア 48-0213 ㈱柳川採種研究会 種苗・青果小売 46-0311 サンクリーナー田村商会 クリーニング 58-0123

㈲岩本石材 石材業 46-2145 セブンイレブン美野里羽刈店 コンビニエンスストア 46-6030 ㈲山田洋品店 学生衣料・一般洋品 46-0008 さんらいず 飲食・衣類・木工 58-4227

㈱ウエダデンキ美野里店 家電販売店 46-4880 セブンイレブン美野里張星店 コンビニエンスストア 48-1165 大和寿し 飲食店 46-1515 ㈲清水石油 ガソリンスタンド 58-1048

魚裕 鮮魚販売 47-0923 ㈱創和 印刷業・良いもの本舗 36-8871 山西自動車工業 自動車車検・整備・販売 47-0451 スカイアリーナ（茨城空港２階） 土産小売 37-2345

内田屋種苗店 種子・農薬・農業資材販売 48-0347 そば処　やまとや 飲食店 48-3506 よしの屋 衣料品・学生衣料 48-0021 ㈲すがなみ パン菓子製造 58-5228

㈲梅屋百貨店 ガス・石油製品・食料品販売 46-3333 竹内自動車 自動車鈑金・塗装・車検 48-1346 リカーショップヤスダ 酒・タバコ・食料品販売 48-1671 スクールショップ 学生服等販売 58-3743

Ecchan Cafe 飲食業 090-2333-4030 武田左官工業 左官・タイル工事 48-0205 レストランフレンチ 飲食店 46-1858 ㈲スズキ電設 電気工事・エアコン工事 56-2970

エフアイトラベル 旅行業 46-6076 タヤマ時計店 時計・メガネ・宝飾・印鑑・補聴器販売 46-0892 炭火焼鳥酒場　縁真～ENMA～ 飲食業 080-7510-1122

おおえだ商店 衣料品・学生衣料 47-0023 中華そば　光明軒 飲食店 070-2620-8707 ㈱アートフィールド ガラス加工・体験 58-5070 ㈲世紀２１サービス 旅行業 37-2755

大島屋 酒類販売 46-0043 中国料理　秀華苑 飲食業 46-2854 赤羽自動車工業 自動車修理・販売 58-3294 空のえきそ・ら・ら物産館 サービス業 37-1255

㈲小川屋酒店 酒類販売 46-3017 珍来小美玉店 飲食店 47-1151 浅野精肉店 食肉販売 58-2248 田村時計テレビ トケイ・メガネ・ユビワ 58-2316

お食事処　ながき 飲食店 47-0054 珍来美野里店 飲食店 48-1176 ㈱アダチ石油店 石油販売・ガソリン・LPガス 58-2019 長寿庵 飲食店 58-2660

御食事処はるみ 飲食店 48-1754 鶴田商店 雑穀・落花生・乾燥いも製造販売 48-1090 イサミヤ 水まわり設備　交換・修理 58-2847 とんかつ美沢 飲食店 58-6716

㈱小美玉ふるさと食品公社 美野里売店 乳製品製造販売 48-3150 とうがさき写真館 写真撮影業 48-0075 岩渕モータース 自動車販売・整備 58-2153 とんかめ 飲み処　食べ処 58-4110

おらがそば　そばよし 飲食店 48-1025 トキワ園芸農協花木センター 花卉等の小売・卸売業 48-1511 ㈲上田タクシー タクシー 58-2014 ㈱内藤工務店 土木・建築・舗装工事 58-2050

貝塚自動車 自動車整備・修理・販売 46-0771 トップクリーニング クリーニング 46-2186 ㈱ウエダデンキ 家電及設備販売・電気工事 58-2139 ㈲永作設備 設備業 58-2819

偕楽亭 中華料理店 46-5796 とんかつの店　きむら 食堂 47-1129 うこっけいおみたまごファーム 烏骨鶏卵アローカナ卵販売 090-1212-4427 なかじま㈱ ガソリンスタンド 58-4766

学習塾　絆 学習塾 56-7677 永井モータース 自動車修理・販売 46-0521 ㈲内山家具店 家具販売・内装仕上 58-3161 ㈱中村 金物・建材の小売 58-3060

樫村商店 衣料品・学校指定用品販売 47-0014 仲屋石油店 ガソリンスタンド 48-0352 ㈲海老原建築 建築業 58-3097 中山クリーニング クリーニング 58-2856

㈲堅倉モータース 自動車整備業 48ｰ0077 ㈱naf パソコン・モバイル機器 56-7600 扇寿し小川支店 飲食店 58-4872 ㈲萩原燃料店 燃料販売・各種器具設備工事 58-2534

カットクラブ　メグミ 理容 46-3350 新堀輪業 自動車整備業 47-0228 近江屋食堂 飲食店 58-2351 ㈲橋本旅館 旅館業・飲食業 58-2038

㈲金子商店 ほしいも製造直売 46-2023 肉の久保田 精肉販売 48-0072 大山酒店 酒類販売業 58-2027 ㈱長谷川観光社 旅行業 58-2320

カフェギャラリー ベルデ 喫茶・軽食 46-4647 肉のシバタ 精肉販売 48-0038 小川印刷所 名刺・封筒・伝票・チラシ 58-2516 幡谷印刷㈱ 印刷製本業 58-3446

髪床呂　みやこ 理容業 57-1734 肉のハセガワ 精肉販売 46-2103 ㈱小川ガス ＬＰガス・ガス器具 58-6320 ㈱幡谷建築工房 建築業 58-6518

かめだや スーパーマーケット 47-0022 ㈱パシフィック 電気工事業・不動産賃貸業 48-0307 小沼電気㈲ 電気工事 58-2975 フーズマート・サポートタムラ 食品販売小売業 53-0068

㈱川又商会 農業機械販売・修理 46-0523 ㈲花の店タカタ 生花販売 46-3310 ㈱小美玉ふるさと食品公社 そらら売店ヨーグルトハウス 乳製品製造販売 56-6991 ㈲プールス ビルメンテナンス 58-6340

㈱木名瀬金重商店 商業 48-0017 バルバ イタリア料理 080-7895-8590 カースタジオボイス 自動車洗車業 58-5150 藤江輪業 二輪・四輪整備・販売 58-2246

㈲木村自動車 自動車修理・板金塗装 48-2233 ㈲バレン 印刷業 47-0277 海鮮食事処いしざき 飲食店 58-5524 ふじた美容室 美容業 58-2689

魚貝旬菜かなざわ 飲食店 46-3262 パン工房ＡＤＶＡＮＣＥ 小売り 57-2170 ㈱菓子のはしもと 菓子製造販売 37-1919 フジタフォトス 写真 58-2234

グレープガーデン　やま ぶどう直売 46-0616 美容室セット・アップ堅倉店 美容業 48-0304 ㈲金原石材 石材加工販売 58-2138 ㈲藤田屋 日用雑貨販売 58-2604

㈱K.N.S 自動車販売修理・車検 48ｰ0412 美容室セット・アップ羽鳥店 美容業 46-7333 栗又自動車工業 自動車販売・車検・修理 54-0015 ㈲フレッシュマートまつだ スーパー 58-2853

げんこつ屋ラーメン 飲食店 48-2431 廣木建具店 建具業 48-0403 郡司時計メガネ店 時計・メガネ・補聴器 58-2243 フローリスト花びじん 生花店 58-6653

㈱小林工業 建築リフォーム・外構工事 48-2375 ファンデーション小松 学生衣料販売 46-0888 源兵衛本舗・東屋産業㈲ 菓子製造・卸 58-2013 真家金物店 金物小売業 58-3100

サイクルショップ　ナガイ 自転車・バイク販売修理 46-1042 古谷美容室 美容室 46-0531 国利農機具㈱ 農業機械販売 58-2705 ㈱松坂屋 農業資材販売 58-3121

桜井内装畳店 畳工事・ふすま・障子張替 46-0502 HAIRふじみ 理容店 46-1144 小月庵 飲食店 58-2103 マルサ洋品店 学生衣料販売 58-2551
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ミスタータイヤマン平戸 タイヤ販売 58-2941

㈲丸正石油店 ガソリンスタンド 58-3101 みらく 飲食業 58-4434

みすず 飲食店 58-2782 リフォームほしの 洋服仕立て・寸法直し 58-5897

みどりや 化粧品・雑貨販売 58-3515 理容幡谷 理容 58-2333

㈲三代田自動車工業所 自動車整備・販売 53-0017

㈱山西商店 肥料販売 58-2601 i+labo モバイルデバイス修理 57-1520

リオ美容室 美容業 58-3755 茨城交通㈱茨城空港営業所 旅行業 37-0227

理容タサキ 理容業 58-2529 INFINITE バルーン製作・販売 57-1520

理容ナカジマ 理容業 58-2005 ウエルシア薬局小美玉玉里店 ドラッグストア 37-1106

理容はなり 理容 58-2394 ウエルシア薬局小美玉羽鳥店 ドラックストア 46-0578

ウエルシア薬局小美玉美野里店 ドラックストア 28-7710

朝倉輪業 自転車・バイク修理販売 26-5461 ㈱エコス小川店 スーパーマーケット 37-1313

浅野自動車工業 自動車整備 26-0305 ㈱エコスTAIRAYA美野里店 スーパーマーケット 36-9500

旭川らぁめん　としまる 飲食店 56-2262 カインズ石岡玉里店 ホームセンター 36-3333

梅久 弁当仕出し・御食事処 26-3600 カスミＦＳ小川店 スーパーマーケット 37-1233

菓子工房ｎａｇａｉ 菓子製造・販売 58-2131 (株)カワチ薬品アスタ玉里店 ドラッグストア 58-6890

カットハウスユアーズ 理容業 26-8864 コメリハード＆グリーン小美玉店 ホームセンター 35-7511

香取商会 自動車整備・販売 58-2981 コメリハード＆グリーン上吉影店 ホームセンター 37-3252

鎌倉モータース 自動車整備 58-2608 コメリハード＆グリーン玉里店 ホームセンター 37-1133

(合)君島商会 農業器具・販売・修理 090-2450-9978 コメリハード＆グリーン美野里店 ホームセンター 28-7230

㈱ＫＴＳ 塗装工事 58-2960 JA新ひたち野産直売所みのり 農産物直売所 48-1307

光栄商会 農業機械販売・修理業 58-2236 しまむら小川玉里店 衣服販売 37-1001

シューズショップリブ玉里店 靴・小物・衣料品販売 58-7112 しまむら羽鳥店 衣類販売 36-9000

鈴木建材工業㈲ 建設業 58-2598 ㈱セイミヤアスタ玉里店 スーパーマーケット 58-7211

鈴木材木店 木材・建材・住設機器 58-3149 ㈱セイミヤ小美玉店 スーパーマーケット 56-5511

住まいのReform狩谷商事 網戸硝子販売リフォーム一式 26-5406 空のえきそ・ら・ら農産物直売所 農産物直売所 56-5200

㈱関川畳商店 畳・襖・リフォーム 58-4327 ㈱タイヨー美野里店 スーパーマーケット 36-7878

玉里観光バス㈱ 貸切バス・観光 58-6611 ツルハドラッグ茨城小川店 ドラッグストア 37-1755

㈲玉里クリーン 一般廃棄物収集運搬 26-6447 ツルハドラッグ羽鳥店 ドラックストア 28-8228

㈲玉里タイヤ商会 タイヤ販売 58-2783 農家の店しんしん 農業資材販売店 48-1100

中國菜館　森海 飲食業 56-3555 ヨークベニマル羽鳥東店 スーパーマーケット 46-3515

中嶋石材店 石製品・墓石・外柵工事 58-2255

根崎解体工事(株) 建物の解体 26-1030

ファミリーマート小美玉田木谷店 コンビニエンスストア 37-0221

ヒデ美容室 美容室 26-5879

日の出自動車工業 自動車整備販売 58-3870

玉里地区
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