
中新田 中治呉服店 加美町字南町142番地 0229-63-2014 第一日、第三日 9：00～18：00

中新田 ナカリ 加美町羽場字山鳥川原９－２８－４ 0229-63-3167 土・日・祭日 8：00～17：00

中新田 まるしん 加美町字南町51 0229-63-3077 不定休 8：00～19：00

中新田 居酒屋みっちい 加美町字矢越268-4 090-7560-9663 日・月 17：00～22：00

中新田 丸伊 加美町字南町100番地1 0229-63-3158 不定休 9：00～18：00

中新田 森スポーツ 加美町字南町115-1 0229-63-3059 第一、第三日 9：00～18：0０

中新田 染萬 加美町字西町84-1 0229-63-3302 日 10：00～18：00

中新田 高十商店 加美町字西町85-1 0229-63-3134 不定休 9：00～18：00

中新田 中新田タクシー 加美町字西町10番地1 0229-63-2120 不定休 7：30～21：00

中新田 くすりの本間本店 加美町字南町106-1 0229-63-2002 日 9：00～18：00

中新田 菅原精米工業 加美町字町裏９６ 0229-63-2170 土・日 8：30～17：30

中新田 すずぶん 加美町字南町８１ 0229-63-2371 日 9：00～18：00

中新田 中勇酒造店 加美町字南町166 0229-63-2018 土・日・祝 8：00～17：00

中新田 宮川とうふ店 加美町字赤塚214-4 0229-63-3377 不定休 7：00～19：00

中新田 中文 加美町字南町134-1 0229-63-3061 日・祝祭 月～金9：00～18：30　土9：00～17：00

中新田 鈴甚商店 加美町字南町89-1 0229-63-3137 日 10：00～18：00

中新田 まるはち 加美町字矢越278-1 0229-63-7620 不定休 9：00～18：00

中新田 IZAKAYAきたむら 加美町字町裏372-2 0229-63-5250 月・第三日 火～土17：00～23：00　日17：00～22：00

中新田 本宮製粉製麺所 加美町字百目木1-2-1 0229-63-2340 不定休 9：00～17：00

中新田 あかざわ 加美町字岡町13-1 0229-63-2013 第一日・第三日 9：30～18：00

中新田 瀬戸電化サービス 加美町南町139-2 0229-63-2344 不定休 9：00～19：00

中新田 西村魚店 加美真理字南町177-2 0229-63-2555 日・祝祭 11：00～18：30

中新田 メガネのワールド 加美町字町裏２３－３ 0229-63-2417 日 9：00～18：00

中新田 カフェあとむ 加美町字南町77 0229-63-9022 火 11：00～22：00　　日祝12：00～21：00

中新田 フラワリーたかの 加美町字南町154-1 0229-63-5282 不定休 9：00～18：30

中新田 鈴又商店 加美町字岡町2-2 0229-63-2306 日・祝・木PM・土PM 8：30～18：00

中新田 中央電気商会 加美町字町裏292-1 0229-63-3465 第一・三日 9：00～18：30

中新田 ひかり亭 加美町字矢越269-1 0229-63-2455 不定休 11：00～21：00

中新田 ひまわり整体院 加美町字町裏515-6 0229-63-4968 水 8：00～13：00　15：00～20：00

中新田 リベルテ 加美町字北町３番24-1 0229-63-2335 月 10：00～21：00



中新田 なんぶ家 加美町字南町62-1 0229-63-2203 月・第一・三日 昼11：30～14：00　夜17：00～20：30

中新田 うつわ村 加美町字西町40-1 0229-63-3751 第一日 9：00～17：30

中新田 パブリックカフェレストラン不思議 加美町字南町12-1 0229-63-3618 日 17：30～23：30

中新田 一馬屋酒店 加美町字西田１番31-4 0229-63-2233 不定休 8：30～18：30

中新田 エステサロンミナミナ 加美町字赤塚272-1 0229-25-4339 日 10：00～19：00

中新田 味楽 加美町字矢越328-1 0229-63-5203 木 昼11：00～14：00夜17：00～20：00

中新田 茶房　うちみ 加美町字町裏411-1 080-1835-3618 火 11：00～18：00

中新田 中勇分店 加美町赤塚1 0229-63-2235 ７・８月無し9月は第１・３日 7：00～21：00　　日9：00から19：00

中新田 関精肉畜産 加美町字西町12-3 0229-63-4129 第一・三日曜午後 9：00～19：00

中新田 米木クリーニング 加美町字南町127-1 0229-63-3310 日 8：00～19：00

中新田 永山手芸店 加美町字南町58-1 0229-63-3301 日 9：00～18：00

中新田 和風レストランまるまつ 加美町字矢越282-1 0229-63-8611 不定休 11：00～22：00

中新田 食事処はなや 加美町字町裏106-1 0229-63-3453 不定休

中新田 菓子職人 加美町字町裏90-3 0229-63-6380 水 9：30～19：30

中新田 中村印刷 加美町字一本杉215 0229-63-2008 土・日・祝 8：15～17：15

中新田 いさみや精肉店 加美町字大門220-2 0229-63-3669 不定休 7：00～19：00

中新田 金村屋 加美町字南町59-1 0229-63-3122 不定休 11：00～18：30

中新田 酒のもりか 加美町字南町108-2 0229-63-3030 不定休 9：00～20：30

中新田 栄進堂 加美町字南町33 0229-63-2148 日 8：00～19：30

中新田 エコサーブ加美給油所 加美町字赤塚1-1 0229-63-2477 日・祝 7：30～18：30

中新田 あゆの里物産館（食堂） 加美町字一本杉101 0229-63-5244 月・第二・四火曜 11：00～15：00

中新田 あゆの里物産館 加美町字一本杉101 0229-63-5244 月・第二・四火曜 9：00～17：00

中新田 ふれあいの森公園パークゴルフ場 加美町菜切谷字青木原28-283 0229-62-2233 第一・第三火曜 8：30～16：30※コロナ対策により当面の間16：00終了

中新田 ふれあいの森公園パークゴルフ場（食堂）加美町菜切谷字青木原28-283 0229-62-2233 第一・第三火曜 11：00～14：00

中新田 中新田交流センター 加美町下新田字松木3 0229-63-3113 第一・三月曜　※祝日の場合は翌日 9：00～17：00

中新田 有限会社カ―サポート高橋 加美町菜切谷字菜切谷前13番地1 0229-63-5530 日・祝 9：00～17：30

中新田 こころ 加美町字西田3-1-2 0229-67-2481 木 18：00～24：00

中新田 セブンイレブン加美赤塚店 加美町字赤塚105-2 0229-63-6771 無し 24時間営業

中新田 セブンイレブン加美バッハホール前店 加美町字一本杉208-1 0229-63-5168 無し 24時間営業

中新田 砂金商店 加美町字岡町58-2 0229-63-3370 日 9：00～17：00



中新田 大崎電送 加美町字赤塚29番地2 0229-63-2643 日・祝祭 9：00～18：00

中新田 石川薬局 加美町字南町94-1 0229-63-3037 日・祝 8：30～18：30

中新田 いえん陶器店 加美町字西町92-1 0229-63-2113 第一・第三日 9：00～18：00

中新田 シブヤ自動車 加美町上狼塚字中北原8-1 0229-63-4572 日・祝 8：30～18：00

中新田 やっこ食堂 加美町字赤塚1-5 0229-63-3242 日 11：30～13：30

中新田 和・洋キッチンぶなの実 加美町大門59-3 0229-63-6456 火 11：00～15：00　17：00～21：00

中新田 サンパレスマルト 加美町字矢越293-1 0229-63-2700 無し 9：00～

中新田 ヘアーハウスシーケンシャル 加美町字町裏355-3 0229-63-3219 月、第一・三日 9：30～18：30

中新田 中華料理栄楽 加美町字矢越283-1 0229-63-7514 火 11：00～15：00

中新田 あさりん 加美町字南町97-1 0229-63-3261 水・第三日 9：00～17：00

中新田 梅花堂 加美町字西町9-1 0229-63-2150 日 9：30～18：00

中新田 フットウェアナガヤマ 加美町字南町82-1 0229-63-2749 日 9：00～18：00

中新田 宮城鮎工房 加美町字一本柳50-3 0229-63-5659 不定休 10：00～17：30

中新田 石川商店 加美町四日市場字岡ノ内68-2 0229-63-6507 無し 7：00～19：00

中新田 小金屋酒店 加美町字岡町5-1 0229-63-2039 日 7：00～18：00

中新田 小澤食堂 加美町字旧舘1-72-4 0229-63-2444 木 11：00～14：00

中新田 高橋洋品店 加美町字西町16-2 0229-63-2064 第一第三日 9：30～19：00

中新田 レストラン　えちご亭 加美町字町裏423-1 0229-63-5459 木 11：00～14：30（夜は予約制）

中新田 岡本酒店 加美町字西町74-1 0229-63-3317 日 7：00～18：00

中新田 和風キッチンはなまる 加美町一本杉518-3 0229-87-3525 日・祝 17：30～23：00

中新田 ゲームランドプレーゴ加美店 加美町字赤塚178　イオンスーパーセンター加美店内 080-1858-7130 無し 10：00～20：00

中新田 工藝藍學舎 加美町字西町78 0229-63-4739 月・第四日（不定休あり） 10：00～18：00

中新田 いろは 加美町字西町64-3 0229-63-2346 日 11：30～17：30

中新田 伊藤米穀店 加美町字岡町21-1 0229-63-3467

中新田 タカヨシ時計店 加美町字町裏9-30-3 0229-63-5425 第一・第三日 8：30～17：00

中新田 みやこ美容院 加美町字町裏17-2 0229-63-3307 月・第一・第三日 8：00～18：00

中新田 八百たつ商店 加美町字矢越342-2 0229-63-3162 8：00～18：00

中新田 木村生花店 加美町字町裏180-10 0229-63-5962 第一・第三日 9：00～17：00（19：00）

中新田 川名魚店 加美町字町裏22 0229-63-2401 日・最終水 10：00～18：30

中新田 カットサロンTOPS 加美町菜切谷堤下16-1 0229-63-4206 月・第一・第三日 8：00～18：30



中新田 三浦魚店 加美町字上川原1-71 0229-63-2447 日 12：00～19：00

中新田 天野商店 加美町字上川原1-36 0229-63-2215 7：00～19：00

中新田 居酒やおたる 加美町字町裏8-2 0229-63-7464 日（祝） 5：30～10：00

中新田 呑み処喰い処開花亭 加美町矢越320 0229-63-7675 不定休 17：00～23：00

中新田 たけや 加美町字大門104 0229-63-5601 水 11：00～15：00　17：30～20：00

中新田 浅野石油　中新田給油所 加美町字大門4 0229-63-2236 日 7：00～19：00

中新田 中新田体育館 加美町字一本杉58 0229-63-5880 無し 9：00～21：00

中新田 ささや食堂 加美町字西町72-1 0229-63-2213 第一・第三日 10：00～17：00

中新田 薬局１０６ 加美町字町裏155-3 0229-63-5806 日・祝 9：00～19：00

中新田 肉のなりさわ中新田店 加美町字西町26-1 0229-63-3250 水 7：00～19：00

中新田 菓子心つきやま 加美町字西町69-1 0229-63-3314 元旦 8：00～18：00

中新田 今野醸造 加美町下新田字小原5 0229-63-4004 日・祝祭 8：00～17：00

中新田 そぶストアー 加美町字穴畑23 0229-63-2246 無し 8：00～20：00

中新田 中島設備工業 加美町城生字城生東5 0229-63-3020 日・祝 8：00～19：00

中新田 佐々木畳工業 加美町字西町47 0229-63-3565 日・祝 8：30～17：00

中新田 もります 加美町字南町63-1 0229-63-2372 日 10：00～17：30

中新田 アポロ菓子店 加美町字町裏8-73-1 0229-63-4115 第一・二・三日 8：00～19：30

中新田 秋田屋 加美町字町裏111-3 0229-63-2442

中新田 新堀順花店 加美町字南町87-1 0229-63-2356

中新田 加美自工 加美町羽場字山鳥280-1 0229-63-2834 日・祝・第二・四日

中新田 カラオケどりーむ 加美町矢越339-40229- 0229-25-7709 無し 12：00～24：00　土・祝前日深夜3：00まで

中新田 遠藤電化サービス 加美町字大門175-1 0229-63-3272 日 9：00～17：00

中新田 やすらぎホールよつば・菩提 加美町字町裏180-2 0229-64-5110

中新田 総合催事ホールよつば館 加美町字町裏180-2 0229-64-5110

中新田 JA加美よつば葬祭センター 加美町字町裏180-2 0229-64-5110

中新田 JA加美よつば自動車センター 加美町字矢越202 0229-63-3588

中新田 JA加美よつば東部農機中新田センター 加美町字矢越202 0229-63-2767

中新田 JA加美よつば中新田支店営農経済部 加美町字矢越202 0229-63-5500

中新田 JA加美よつばラドファ 加美町四日市場字中荒井24番地2 0229-63-5911

中新田 加美町スポーツ協会 加美町米泉字成瀬川16番地 0229-25-8188 月・年末年始 9：00～17：00



中新田 靴のささき 加美町字南町163-1 0229-63-3180 水・第一、三、五木 9：00～18：30

中新田 安行園＆風花の街 加美町城生字前田36-9 0229-63-7746 日 9：00～21：00

中新田 有限会社堀越モータース 加美町字大門70-1 0229-64-1750 火 9：00～19：00

小野田 味処　順平 加美町字新小路13-5 090-4552-3214 不定休 17：00～24：00

小野田 喜進堂 加美町字町屋敷1番21-1 0229-67-2028 不定休 8：00～19：00

小野田 かさ松 加美町字町屋敷2番19-1 0229-67-2002 不定休 11：30～14：00

小野田 佐々木総販エネオス小野田SS 加美町字南寺宿1-3 0229-67-2333 不定休 月～土7：00～20：00　　　　日9：00～18：00

小野田 工藤酒店 加美町字鹿原谷地袋9-2 0229-67-2415 不定休 6：00～19：30

小野田 ささき薬局 加美町字町屋敷2-12 0229-67-2048 日 9：00～19：00

小野田 藤自動車 加美町字中畑74-1 0229-67-6287 日・祝・第二土 8：30～17：30

小野田 レストラン　KAMIFUJI 加美町字味ケ袋薬莱原1-146 090-3646-9174 火 11：30～17：00

小野田 やくらいハイツ 加美町字味ケ袋薬莱原1-178 0229-67-3888 水 10：30～18：00

小野田 衣料のたかたま 加美町字新小路80-3 0229-67-2245 第一・三日 8：30～19：00

小野田 ヘアーサロンスズキ 加美町字新小路177-4 0229-67-6229 月・第三日 8：30～18：30

小野田 やくらいガーデン 加美町字味ケ袋薬莱原1-9 0229-67-7272 不定休 10：00～17：00

小野田 株式会社鈴勘 加美町字町屋敷2-25 0229-67-2006 第一・三・五日 9：00～18：30

小野田 原正　原会館 加美町字町屋敷2-8-1 0229-67-3322 日 9：00～22：00

小野田 小野田石油 加美町下野目雷北6-9 0229-67-2352 不定休 7：00～20：00

小野田 やくらいウォーターパーク（食堂） 加美町字味ケ袋薬莱原1-333 0229-68-1133 第二・四月曜　※祝日の場合翌日 11：00～15：00

小野田 やくらいウォーターパーク 加美町字味ケ袋薬莱原1-333 0229-68-1133 第二・四月曜　※祝日の場合翌日 平日13：00～20：00　　　　　　土日祝10：00～20：00　　　　　　夏期9：00～20：00※7月18日～8月23日

小野田 やくらい薬師の湯　キッチン木かげ 加美町字味ケ袋薬莱原1-76 0229-67-3388 第一・三月曜　※祝日の場合は翌日 11：00～19：00（土日祝20：00）

小野田 やくらい薬師の湯 加美町字味ケ袋薬莱原1-76 0229-67-3388 第一・三月曜　※祝日の場合は翌日 9：00～21：00

小野田 やくらいコテージ 加美町字味ケ袋薬莱原1－70 0229-67-3688 12月第一月～金 チェックイン15：00/チェックアウト10：00

小野田 やくらい林泉館 加美町字味ケ袋薬莱原1－70 0229-67-3688 12月第一月～金 チェックイン15：00/チェックアウト10：00

小野田 やくらい林泉館（日帰り） 加美町字味ケ袋薬莱原1－70 0229-67-3688 12月第一月～金 11：00～15：00

小野田 地ビールレストランぶな林 加美町字味ケ袋薬莱原1-81 0229-67-5211 毎月第一・三月※祝日の場合翌日 11：00～21：00

小野田 地ビール製造所 加美町字味ケ袋薬莱原1-81 0229-67-5211 毎月第一・三月※祝日の場合翌日 9：00～17：00

小野田 やくらいパークゴルフ場 加美町字味ケ袋薬莱原1-189 0229-68-4021 毎月第一・三月※祝日の場合翌日 4月～9月　8：30～17：00※10月～12月16：30

小野田 滝庭の関駒庄 加美町字鹿原山下3 0229-67-7275 4月～11月（無休）12月～3月（毎月第一・三月※祝日の場合翌日） 11：00～17：00（12月～2月は15時まで）

小野田 もち処大滝（キャンプ場） 加美町字鹿原滝ノ原1-30 0229-67-5035 12月～3月休業 チェックイン10：00/チェックアウト10：00



小野田 もち処大滝 加美町字鹿原滝ノ原1-30 0229-67-5035 12月～3月休業 10：00～15：00※土日祝は16：00

小野田 工藤本店 加美町字町屋敷２番16 0229-67-2371 不定休 7：00～19：00

小野田 黒田旅館 加美町字町屋敷1-44-1 0229-67-2054 不定休 10：00～21：00

小野田 中川ホンダ 加美町字下原54-2 0229-67-3010 日祝・第二・四土 8：30～17：30

小野田 杣木商店 加美町長檀127-28 0229-67-2603 日・祝 9：00～18：00

小野田 佐藤洋・酒店 加美町字新小路129-3 0229-67-2324 不定休 8：00～20：00

小野田 両国電気 加美町字中畑12-2 0229-67-2152 木 9：00～18：00

小野田 佐藤商店 加美町字原街道端7-3 0229-67-2125

小野田 GENJIRO 加美町字鹿原坂下1-22-1 0229-67-3804 水 12：00～17：00

小野田 浅野石油　東小野田給油所 加美町字板橋13-1 0229-25-5175 無し 7：00～20：00

小野田 浅野石油　小野田給油所 加美町字原町南西屋敷67-1 0229-67-2328 日 7：00～19：00

小野田 小野田コミュニティセンター 加美町字内谷地29-2 0229-67-2115 無し 9：00～21：00

小野田 喫茶パル 加美町字下原75-1 0229-67-2983 月 17：00～23：00

小野田 肉のなりさわ小野田店 加美町字新小路174-6 0229-67-2985 水 7：00～19：00

小野田 新堀順花店　小野田店 加美町字南寺宿8-5 0229-67-7245

小野田 後藤自動車整備工場 加美町字下北浦16-1 0229-67-3327 日・祝 8：00～19：00

小野田 小山酒店 加美町字鹿原中野原5 0229-67-3839 不定休 7：00～20：00　7：00～19：30（冬季）

小野田 JA加美よつば宮崎支店営農経済課 加美町宮崎字屋敷5番11番地1 0229-69-5222

小野田 JA加美よつば西部農機宮崎センター 加美町鳥矢ヶ崎字倉沢道下68番地 0229-67-2423

小野田 JA加美よつば西部農機小野田センター 加美町字中の内38番地 0229-67-2423

小野田 タイヤショップ502 加美町字南小路16 0229-67-2502 不定休 8：30～19：00

小野田 やくらい土産センターさんちゃん会 加美町字味ケ袋薬莱原１番６７ 0229-67-3011 9：00～18：00

小野田 ボルダリングパークやくらいWALL 加美町字味ケ袋薬莱原1-81 0229-25-4544 月 平日13：00～21：00　土日10：00～19：00

宮崎 門眞菓子店 加美町宮崎字町54 0229-69-5151 水 8：00～18：00

宮崎 土田呉服店 加美町宮崎字町33 0229-69-5014 不定休 7：00～19：00

宮崎 おかしの越後屋 加美町宮崎字町100-1 0229-69-5109 不定休 8：00～19：00

宮崎 食彩市場　みやざきどどんこ館 加美町宮崎字町42 0229-69-5500 月 9：30～18：00

宮崎 門真モータース 加美町宮崎字東町75-7 0229-69-5250 日・祝 8：00～19：00

宮崎 鈴木診療所 加美町宮崎字屋敷5-21-2 0229-68-2121

宮崎 山城屋 加美町宮崎字町102 0229-69-6031 日 7：00～19：00



宮崎 竹中石油店 加美町宮崎字町84 0229-69-5119 第二・第四・第五日 平日7：00～20：00　　日7：00～17：00

宮崎 宮崎呉服会 加美町宮崎字町125-7 0229-69-5047 不定休 8：00～19：00

宮崎 はやさか屋 加美町宮崎字町125-7 0229-69-5047 不定休 8：00～19：00

宮崎 工藤商店 加美町宮崎字町113 022969-5031 不定休 7：00～19：00

宮崎 早文商店 加美町宮崎字町98 0229-69-5117 水 8：00～19：00

宮崎 にるばな 加美町宮崎字屋敷6-20-2 0229-69-5034 不定休 18：00～23：00

宮崎 竹中呉服店 加美町宮崎字町43 0229-69-5042 第二・四日 7：00～19：00

宮崎 陶芸の里ゆ～らんど　陶芸館 加美町宮崎字切込3-2 0229-69-6600 第二・四月曜　※祝日の場合翌日 10：00～16：30

宮崎 陶芸の里ゆ～らんど 加美町宮崎字切込3-2 0229-69-6600 第二・四月曜　※祝日の場合翌日 9：00～21:00

宮崎 陶芸の里ゆ～らんどたんぽぽ 加美町宮崎字切込3-2 0229-69-6600 第二・四月曜　※祝日の場合翌日 11：00～14：00

宮崎 陶芸の里ゆ～らんどコテージ 加美町宮崎字切込3-2 0229-69-6600 第二・四月曜　※祝日の場合翌日 チェックイン15：00/チェックアウト10：00

宮崎 陶芸の里ゆ～らんどキャンプ場 加美町宮崎字切込3-2 0229-69-6600 第二・四月曜　※祝日の場合翌日 チェックイン14：00/チェックアウト11：00

宮崎 お手当てあんまの治療院ゆるまる～む 加美町宮崎字東町84 0229-69-6107 不定休 10：00～18：00（予約制）

宮崎 パルファン美容室 加美町宮崎字屋敷6-20-1 0229-69-5486 月・第三日 9：00～18：00

宮崎 丸大屋 加美町宮崎字屋敷6-14-2 0229-69-6006 水 11：00～19：00

宮崎 三嶋八百屋 加美町宮崎字町24 0229-69-5048 不定休 7：00～18：30

宮崎 檜野商店 加美町宮崎字三本木1-6 0229-69-5080 不定休 7：00～19：00

宮崎 東華 加美町宮崎字町108 0229-69-5076 土・日・祝 11：00～14：00

宮崎 はやさか床や 加美町宮崎字町117 0229-69-5316 月・第一・第三日 9：00～18：30

宮崎 早坂指圧院 加美町谷地森字百目木23-5 0229-69-5817 不定休 9：00～18：00

宮崎 陶芸の里スポーツ公園 加美町宮崎新土手浦1 0229-69-6555 無し 9：00～21：00

宮崎 畠山鮮魚店 加美町宮崎字町63-3 0229-69-5136 無し

宮崎 松泉堂 加美町宮崎字町101 0229-69-5029 不定休 7：00～18：00

宮崎 本田理容所 加美町宮崎字町133-2 0229-69-5153 月 8：00～18：00

宮崎 鈴浅商店 加美町宮崎字町34-2 0229-69-5008 第一・第三日 8：00～19：00

宮崎 JA加美よつば小野田給油所 加美町字照井浦30番地 0229-67-2314

宮崎 JA加美よつば小野田支店営農経済課 加美町字長檀5番地1 0229-67-7111


