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3,951 沖縄県 うるま市 マルサンランドリー　サンエー東恩納店 サービス その他サービス 5%

3,952 沖縄県 うるま市 マルサンランドリー　サンエー与勝シティ店 サービス その他サービス 5%

3,953 沖縄県 うるま市 みぃーかじ サービス 飲食業 5%

3,954 沖縄県 うるま市 宮脇書店　うるま店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,955 沖縄県 うるま市 宮脇書店　うるま店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,956 沖縄県 うるま市 宮脇書店うるま店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,957 沖縄県 うるま市 宮脇書店　うるま店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,958 沖縄県 うるま市 宮脇書店　具志川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,959 沖縄県 うるま市 メガネ１番石川店 小売業 その他小売 5%

3,960 沖縄県 うるま市 メガネ１番サンエー与勝シティ店 小売業 その他小売 5%

3,961 沖縄県 うるま市 メトリーゼスコットクラブ具志川 小売業 衣料品 5%

3,962 沖縄県 うるま市 メトリーゼ　スコットクラブ　具志川 小売業 衣料品 5%

3,963 沖縄県 うるま市 焼肉五苑　うるま店 サービス 飲食業 5%

3,964 沖縄県 うるま市 山城時計店　具志川メインシティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,965 沖縄県 うるま市 有限会社兼城自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

3,966 沖縄県 うるま市 有限会社中部三共電機 サービス その他サービス 5%

3,967 沖縄県 うるま市 有限会社宮城ミート 小売業 食料品 5%

3,968 沖縄県 うるま市 有限会社宮城ミート 小売業 食料品 5%

3,969 沖縄県 うるま市 有限会社ワコー貿易 小売業 衣料品 5%

3,970 沖縄県 うるま市 ライフ電子 小売業 電化製品 5%

3,971 沖縄県 うるま市 リシェリエ具志川メインシティ店 小売業 衣料品 5%

3,972 沖縄県 うるま市 リシェリエ具志川メインシティ店 小売業 衣料品 5%

3,973 沖縄県 うるま市 リシェリエ具志川メインシティ店 小売業 衣料品 5%

3,974 沖縄県 うるま市 琉球温熱療法院 サービス その他サービス 5%

3,975 沖縄県 うるま市 琉球温熱療法院株式会社 小売業 食料品 5%

3,976 沖縄県 うるま市 琉球くらしっく サービス 飲食業 5%

3,977 沖縄県 うるま市 ローソン　石川インター 小売業 その他小売 2%

3,978 沖縄県 うるま市 ローソン　石川曙三丁目 小売業 その他小売 2%

3,979 沖縄県 うるま市 ローソン　石川バイパス 小売業 その他小売 2%

3,980 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま石川 小売業 その他小売 2%

3,981 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま伊波 小売業 その他小売 2%

3,982 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま栄野比 小売業 その他小売 2%

3,983 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま川崎 小売業 その他小売 2%

3,984 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま川田 小売業 その他小売 2%

3,985 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま江洲 小売業 その他小売 2%

3,986 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま塩屋 小売業 その他小売 2%

3,987 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま市役所入口 小売業 その他小売 2%

3,988 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま赤道 小売業 その他小売 2%

3,989 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま田場小学校前 小売業 その他小売 2%

3,990 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま安慶名 小売業 その他小売 2%

3,991 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま与勝 小売業 その他小売 2%

3,992 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま与那城 小売業 その他小売 2%

3,993 沖縄県 うるま市 ローソン　うるま与那城照間 小売業 その他小売 2%

3,994 沖縄県 うるま市 ローソン　具志川高校前 小売業 その他小売 2%

3,995 沖縄県 うるま市 ローソン　具志川田場 小売業 その他小売 2%

3,996 沖縄県 うるま市 ローソン　中部病院前 小売業 その他小売 2%

3,997 沖縄県 うるま市 ローソン　与那城海中道路前 小売業 その他小売 2%

3,998 沖縄県 うるま市 ワープひが家具　北谷店 小売業 家具・調度品 5%

3,999 沖縄県 宮古島市 （株）インテリアショップみやび 小売業 家具・調度品 5%

4,000 沖縄県 宮古島市 ３８５じま△ストア サービス 飲食業 5%
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4,001 沖縄県 宮古島市 ＡｉｄＳｔａｔｉｏｎＳＴＲＯＮＧＭＡＮ 小売業 その他小売 5%

4,002 沖縄県 宮古島市 ＡＩＲＦＩＴＮＥＳＳ＆ＷＥＬＬＮＥＳ サービス その他サービス 5%

4,003 沖縄県 宮古島市 ＡＮＴＥＮＮＡＲＯＯＭ サービス その他サービス 5%

4,004 沖縄県 宮古島市 ａｏ サービス 飲食業 5%

4,005 沖縄県 宮古島市 ＡＶＣとくみね 小売業 電化製品 5%

4,006 沖縄県 宮古島市 ＢｉｇＣｈｉｅｆ（有限会社ジャッカモ） サービス 飲食業 5%

4,007 沖縄県 宮古島市 ＢｌｕｅＢｅｅＭＩＹＡＫＯＪＩＭＡ サービス 理容・美容業 5%

4,008 沖縄県 宮古島市 Ｂｌｕｅ　Ｔｕｒｔｌｅ サービス 飲食業 5%

4,009 沖縄県 宮古島市 ＢＯＴＴＡ サービス 飲食業 5%

4,010 沖縄県 宮古島市 ｃａｆｅタソス サービス 飲食業 5%

4,011 沖縄県 宮古島市 ＤＥＳＬＩＥ 小売業 衣料品 5%

4,012 沖縄県 宮古島市 ＤｅｕｘＰｌａｎｎｅｒ サービス その他サービス 5%

4,013 沖縄県 宮古島市 ＤＯＵＧ’Ｓ　ＧＲＩＬＬ宮古島本店 サービス 飲食業 5%

4,014 沖縄県 宮古島市 ＥＮＥＯＳ　伊良部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,015 沖縄県 宮古島市 ＥＮＥＯＳ　砂川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,016 沖縄県 宮古島市 ＥＮＥＯＳ　大米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,017 沖縄県 宮古島市 ＥＮＥＯＳ　中休ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,018 沖縄県 宮古島市 ＥＮＥＯＳ　福里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,019 沖縄県 宮古島市 ＥＮＥＯＳ　宮古空港前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,020 沖縄県 宮古島市 ＥＮＥＯＳ　宮古第三ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,021 沖縄県 宮古島市 ＥＮＥＯＳ　宮古第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,022 沖縄県 宮古島市 Ｆｉｓｈ　ａ　ｇｏ　ｇｏ！ サービス その他サービス 5%

4,023 沖縄県 宮古島市 ｇｒａｎｄｆｅｓｔａ宮古島 小売業 衣料品 5%

4,024 沖縄県 宮古島市 ＧＲＯＷＮ サービス 理容・美容業 5%

4,025 沖縄県 宮古島市 Ｈｏｔｅｌハイビスカス サービス その他サービス 5%

4,026 沖縄県 宮古島市 ｉｎｎｅｒｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＯｌｕ’ｏｌｕ サービス 理容・美容業 5%

4,027 沖縄県 宮古島市 Ｉｒａｙｏｉ サービス 飲食業 5%

4,028 沖縄県 宮古島市 ＪＡおきなわ伊良部支店　経済課 小売業 その他小売 5%

4,029 沖縄県 宮古島市 ＪＡおきなわ上野支店　経済課 小売業 その他小売 5%

4,030 沖縄県 宮古島市 ＪＡおきなわ下地支店　経済課 小売業 その他小売 5%

4,031 沖縄県 宮古島市 ＪＡおきなわ城辺支店　経済課 小売業 その他小売 5%

4,032 沖縄県 宮古島市 ＪＡおきなわひらら資材センター 小売業 その他小売 5%

4,033 沖縄県 宮古島市 ＪＭ／ＳＬＯＷＪＡＭ　Ｂ２Ｃ サービス 飲食業 5%

4,034 沖縄県 宮古島市 ＪＭ／ひかり自動車 サービス その他サービス 5%

4,035 沖縄県 宮古島市 ＪＯＪＯ 小売業 衣料品 5%

4,036 沖縄県 宮古島市 Ｋ８Ｚ 小売業 衣料品 5%

4,037 沖縄県 宮古島市 Ｌａｍａｈｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

4,038 沖縄県 宮古島市 Ｍａｒｉｎｅ　Ｓｈｏｐ　ヤビジ サービス その他サービス 5%

4,039 沖縄県 宮古島市 ＭＡＷ 小売業 衣料品 5%

4,040 沖縄県 宮古島市 ＭＡＷ 小売業 衣料品 5%

4,041 沖縄県 宮古島市 ＮＢＬＡＳＴ 小売業 その他小売 5%

4,042 沖縄県 宮古島市 ＮＣ電気 小売業 電化製品 5%

4,043 沖縄県 宮古島市 ＮＣ電気 その他業種 ― 5%

4,044 沖縄県 宮古島市 NK自動車 小売業 その他小売 5%

4,045 沖縄県 宮古島市 ＯＲＳＡ 小売業 衣料品 5%

4,046 沖縄県 宮古島市 ＰＡＩＢＡＳＥＲＥＳＯＲＴ サービス その他サービス 5%

4,047 沖縄県 宮古島市 Ｐｉｋｏ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｌａｂ 小売業 総合（非専門） 5%

4,048 沖縄県 宮古島市 ＰＯＭＡＲｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ その他業種 ― 5%

4,049 沖縄県 宮古島市 Ｒｅｌａｘｉｎ＇Ｈｅａｌａｌａ サービス 理容・美容業 5%

4,050 沖縄県 宮古島市 ｒｕｇｕ サービス 宿泊業 5%
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4,051 沖縄県 宮古島市 ｓｏｒａｎｉｗａｈｏｔｅｌａｎｄｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

4,052 沖縄県 宮古島市 Ｓｏｕｔｈ　Ｐａｒｋ サービス 飲食業 5%

4,053 沖縄県 宮古島市 ＳＴＥＰ１ 小売業 衣料品 5%

4,054 沖縄県 宮古島市 ＴＢＳ宮古島支店 サービス その他サービス 5%

4,055 沖縄県 宮古島市 Ｔｅｒｒａ サービス 理容・美容業 5%

4,056 沖縄県 宮古島市 ＴＨＥ　ＡＭＡＲＴＡ サービス 宿泊業 5%

4,057 沖縄県 宮古島市 Ｔｈｅ　　Ｇｒｅｅｎ　Ｔｅｒｒａｃｅ サービス 宿泊業 5%

4,058 沖縄県 宮古島市 Ｔｗｕｒｉｂａ　Ｒｅｓｏｒｔ サービス 宿泊業 5%

4,059 沖縄県 宮古島市 ＷＥＤＤＩＮＧＰＲＯＤＵＣＥＨＡＮＡＬｅｉＭｏｏｎ サービス その他サービス 5%

4,060 沖縄県 宮古島市 あーさぐー屋 サービス 飲食業 5%

4,061 沖縄県 宮古島市 アール サービス 理容・美容業 5%

4,062 沖縄県 宮古島市 アイランドワークス サービス その他サービス 5%

4,063 沖縄県 宮古島市 アクアストーリー 小売業 その他小売 5%

4,064 沖縄県 宮古島市 麻布十番犬猫クリニック宮古島分院 サービス その他サービス 5%

4,065 沖縄県 宮古島市 あたらす市場 小売業 食料品 5%

4,066 沖縄県 宮古島市 アトハリ サービス その他サービス 5%

4,067 沖縄県 宮古島市 アロハ堂 サービス 理容・美容業 5%

4,068 沖縄県 宮古島市 泡盛と沖縄料理　郷家 サービス 飲食業 5%

4,069 沖縄県 宮古島市 池間石油販売所 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,070 沖縄県 宮古島市 居酒屋ＢＲＯＷＮＳＵＧＡＲ サービス 飲食業 5%

4,071 沖縄県 宮古島市 伊良部ＬａｇｏｏｎＶｉｌｌａ龍星　ＬａｇｏｏｎＶｉｌｌａ龍星 サービス 宿泊業 5%

4,072 沖縄県 宮古島市 いらぶじまどるふぃん サービス 宿泊業 5%

4,073 沖縄県 宮古島市 ヴィラブリゾート サービス 宿泊業 5%

4,074 沖縄県 宮古島市 ヴィラブリゾート サービス 宿泊業 5%

4,075 沖縄県 宮古島市 ヴィラブリゾート サービス 宿泊業 5%

4,076 沖縄県 宮古島市 エコガイドカフェ サービス その他サービス 5%

4,077 沖縄県 宮古島市 エミナマリン サービス その他サービス 5%

4,078 沖縄県 宮古島市 縁の郷 サービス 飲食業 5%

4,079 沖縄県 宮古島市 オーシャンヴィラゆにの浜 サービス 宿泊業 5%

4,080 沖縄県 宮古島市 オープンゲート宮古島 サービス その他サービス 5%

4,081 沖縄県 宮古島市 おきなわ雑貨市場わとわと 小売業 その他小売 5%

4,082 沖縄県 宮古島市 おばんざいｂａｒ 桜家 さくらや サービス 飲食業 5%

4,083 沖縄県 宮古島市 オリックスレンタカー宮古島空港店 サービス その他サービス 2%

4,084 沖縄県 宮古島市 オリックスレンタカー宮古島マンゴー店 サービス その他サービス 2%

4,085 沖縄県 宮古島市 オリックスレンタカーみやこ下地島空港ターミナル店 サービス その他サービス 2%

4,086 沖縄県 宮古島市 海鮮酒家中山本店 サービス 飲食業 5%

4,087 沖縄県 宮古島市 ガイド屋さん サービス その他サービス 5%

4,088 沖縄県 宮古島市 株式会社Ｌ サービス その他サービス 5%

4,089 沖縄県 宮古島市 株式会社ＬＥＥＨＯＭＥ サービス その他サービス 5%

4,090 沖縄県 宮古島市 株式会社しもさと商会 小売業 その他小売 5%

4,091 沖縄県 宮古島市 株式会社 新家 宮古島焼肉 火神 サービス 飲食業 5%

4,092 沖縄県 宮古島市 株式会社　新家　琉球王国　さんご家 サービス 飲食業 5%

4,093 沖縄県 宮古島市 株式会社フジ冷凍食品 小売業 食料品 5%

4,094 沖縄県 宮古島市 カルトマリーヌ サービス その他サービス 5%

4,095 沖縄県 宮古島市 カルトマリーヌ サービス その他サービス 5%

4,096 沖縄県 宮古島市 カルトマリーヌ サービス その他サービス 5%

4,097 沖縄県 宮古島市 ガレージＵ 小売業 その他小売 5%

4,098 沖縄県 宮古島市 革工房Ｌａｍｐ その他業種 ― 5%

4,099 沖縄県 宮古島市 キッチンＴＡＮＴＯ サービス 飲食業 5%

4,100 沖縄県 宮古島市 キャプテンメリアン サービス 飲食業 5%
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4,101 沖縄県 宮古島市 空港レストラン　ぱいぱいのむら サービス 飲食業 5%

4,102 沖縄県 宮古島市 串カツ錦 サービス 飲食業 5%

4,103 沖縄県 宮古島市 城辺支店経済課 小売業 その他小売 5%

4,104 沖縄県 宮古島市 くつろぎ処癒家 サービス その他サービス 5%

4,105 沖縄県 宮古島市 クラブ有楽町 サービス 飲食業 5%

4,106 沖縄県 宮古島市 ゲストハウスあやぐやー サービス 宿泊業 5%

4,107 沖縄県 宮古島市 ゲストハウスあやぐやー サービス 宿泊業 5%

4,108 沖縄県 宮古島市 ゲストハウス　ブーズ サービス 宿泊業 5%

4,109 沖縄県 宮古島市 ゲストハウス宮古島 サービス 宿泊業 5%

4,110 沖縄県 宮古島市 郷家　はなれ サービス 飲食業 5%

4,111 沖縄県 宮古島市 合同会社ＢＩＧＨＯＬＩＤＡＹ サービス その他サービス 5%

4,112 沖縄県 宮古島市 合同会社エムエアー サービス その他サービス 5%

4,113 沖縄県 宮古島市 コテージほしずな サービス その他サービス 5%

4,114 沖縄県 宮古島市 サーティワンアイスクリーム宮古島店 サービス 飲食業 2%

4,115 沖縄県 宮古島市 ササキバー＆カレー サービス 飲食業 5%

4,116 沖縄県 宮古島市 雑貨店ザクザク 小売業 その他小売 5%

4,117 沖縄県 宮古島市 サンライスポーツ 小売業 総合（非専門） 5%

4,118 沖縄県 宮古島市 サンライスポーツ 小売業 その他小売 5%

4,119 沖縄県 宮古島市 島海空 その他業種 ― 5%

4,120 沖縄県 宮古島市 島宿いら風 サービス 宿泊業 5%

4,121 沖縄県 宮古島市 島宿いら風 サービス 宿泊業 5%

4,122 沖縄県 宮古島市 島日和 サービス その他サービス 5%

4,123 沖縄県 宮古島市 下地支店経済課 小売業 その他小売 5%

4,124 沖縄県 宮古島市 昭和シェル　城辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,125 沖縄県 宮古島市 スカイレンタカー　宮古営業所 サービス その他サービス 5%

4,126 沖縄県 宮古島市 砂川鉄工ヤンマー 小売業 その他小売 5%

4,127 沖縄県 宮古島市 整体・アロマセラピーＰａｎａｐａｎａ サービス その他サービス 5%

4,128 沖縄県 宮古島市 ダイビングサービス　サンアイランド サービス その他サービス 5%

4,129 沖縄県 宮古島市 ダイブハウス南風〔ぱいかじ〕 小売業 その他小売 5%

4,130 沖縄県 宮古島市 タウンプラザかねひで　宮古店 小売業 食料品 5%

4,131 沖縄県 宮古島市 タウンプラザかねひで宮古店 サービス 宿泊業 5%

4,132 沖縄県 宮古島市 ダグズ・バーガー宮古島本店 サービス 飲食業 5%

4,133 沖縄県 宮古島市 中央ツーリスト　宮古島店 サービス その他サービス 5%

4,134 沖縄県 宮古島市 中央ツーリスト　宮古島店 サービス その他サービス 5%

4,135 沖縄県 宮古島市 追風丸　宮古島店 サービス 飲食業 5%

4,136 沖縄県 宮古島市 ティダファクトリ サービス 飲食業 5%

4,137 沖縄県 宮古島市 トヨタレンタリース沖縄　下地島空港店 サービス その他サービス 2%

4,138 沖縄県 宮古島市 トヨタレンタリース沖縄下地島空港店 サービス その他サービス 2%

4,139 沖縄県 宮古島市 トヨタレンタリース沖縄宮古島店 サービス その他サービス 2%

4,140 沖縄県 宮古島市 トヨタレンタリース沖縄　宮古島店 サービス その他サービス 2%

4,141 沖縄県 宮古島市 虎猫家 サービス 飲食業 5%

4,142 沖縄県 宮古島市 なないろ　宮古店 サービス 理容・美容業 5%

4,143 沖縄県 宮古島市 南海部品商会宮古営業所 小売業 その他小売 5%

4,144 沖縄県 宮古島市 肉バル　ギャートルズ サービス 飲食業 5%

4,145 沖縄県 宮古島市 日建 小売業 その他小売 5%

4,146 沖縄県 宮古島市 農業生産法人株式会社　栄福果樹園 サービス 飲食業 5%

4,147 沖縄県 宮古島市 農業生産法人宮古アイランドファーム株式会社 その他業種 ― 5%

4,148 沖縄県 宮古島市 パイナガマビーチハウス サービス 宿泊業 5%

4,149 沖縄県 宮古島市 パイナガマリゾート サービス 宿泊業 5%

4,150 沖縄県 宮古島市 パインレンタカー下地島空港店 サービス その他サービス 5%
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4,151 沖縄県 宮古島市 パナプラザ　新城店 小売業 電化製品 5%

4,152 沖縄県 宮古島市 パナプラザ　ノヒナ店 小売業 電化製品 5%

4,153 沖縄県 宮古島市 パナプラザ　みなもと店 小売業 電化製品 5%

4,154 沖縄県 宮古島市 パナレンタカー サービス その他サービス 5%

4,155 沖縄県 宮古島市 浜口水産　公設市場店 サービス 飲食業 5%

4,156 沖縄県 宮古島市 パラボラッチョ サービス 飲食業 5%

4,157 沖縄県 宮古島市 ハンドメイドアクセサリーｕｔａｔａｎｅ 小売業 衣料品 5%

4,158 沖縄県 宮古島市 美ぎ島雑貨　がじゅまる 小売業 その他小売 5%

4,159 沖縄県 宮古島市 ピザパルコ宮古島店 サービス 飲食業 5%

4,160 沖縄県 宮古島市 ビッグワン　宮古店 小売業 総合（非専門） 5%

4,161 沖縄県 宮古島市 びようしつｙｕｌａ サービス 理容・美容業 5%

4,162 沖縄県 宮古島市 ひらら資材センター 小売業 その他小売 5%

4,163 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古伊良部店 小売業 その他小売 2%

4,164 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古鏡原店 小売業 その他小売 2%

4,165 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古久貝店 小売業 その他小売 2%

4,166 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古工業高校前店 小売業 その他小売 2%

4,167 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古市場通り店 小売業 その他小売 2%

4,168 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古下里ぱいぱい店 小売業 その他小売 2%

4,169 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古下里南店 小売業 その他小売 2%

4,170 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古下地店 小売業 その他小売 2%

4,171 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古砂山店 小売業 その他小売 2%

4,172 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古センチュリー２１店 小売業 その他小売 2%

4,173 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古中休店 小売業 その他小売 2%

4,174 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古西里大通り店 小売業 その他小売 2%

4,175 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古パイナガマビーチ前店 小売業 その他小売 2%

4,176 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古東仲宗根店 小売業 その他小売 2%

4,177 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古文教通り店 小売業 その他小売 2%

4,178 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古マクラム通り店 小売業 その他小売 2%

4,179 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古松原店 小売業 その他小売 2%

4,180 沖縄県 宮古島市 ファミリーマート宮古松原南店 小売業 その他小売 2%

4,181 沖縄県 宮古島市 ファミリーレストラン　あさしお サービス 飲食業 5%

4,182 沖縄県 宮古島市 フィシングサポート海遊 小売業 その他小売 5%

4,183 沖縄県 宮古島市 フェリスヴィラスイート伊良部島・佐和田 サービス 宿泊業 5%

4,184 沖縄県 宮古島市 フェリスヴィラスイート伊良部島・佐和田 サービス 宿泊業 5%

4,185 沖縄県 宮古島市 フェリスヴィラスイート宮古島・上野 サービス 宿泊業 5%

4,186 沖縄県 宮古島市 フォルテ 小売業 衣料品 5%

4,187 沖縄県 宮古島市 ふく薬品西里店 小売業 総合（非専門） 5%

4,188 沖縄県 宮古島市 ふく薬品みやこ店 小売業 総合（非専門） 5%

4,189 沖縄県 宮古島市 豚しゃぶせいろ蒸し豚匠宮古島邸 サービス 飲食業 5%

4,190 沖縄県 宮古島市 プラネット サービス その他サービス 5%

4,191 沖縄県 宮古島市 ブルーライン　宮古島 小売業 その他小売 5%

4,192 沖縄県 宮古島市 ぽうちゃたつや サービス 飲食業 5%

4,193 沖縄県 宮古島市 ホテル・デ・ラクア宮古島 サービス 宿泊業 5%

4,194 沖縄県 宮古島市 ホテル　てぃだの郷　フロント サービス 宿泊業 5%

4,195 沖縄県 宮古島市 ホテル八城 サービス 宿泊業 5%

4,196 沖縄県 宮古島市 ホリカワ その他業種 ― 5%

4,197 沖縄県 宮古島市 マリンセンターインカディイラブジマ サービス その他サービス 5%

4,198 沖縄県 宮古島市 宮古空港前店 サービス その他サービス 5%

4,199 沖縄県 宮古島市 宮古島エアエレンタカー サービス その他サービス 5%

4,200 沖縄県 宮古島市 宮古島営業所 小売業 食料品 5%
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4,201 沖縄県 宮古島市 宮古島思い出アート サービス その他サービス 5%

4,202 沖縄県 宮古島市 宮古島空港レンタカー サービス その他サービス 5%

4,203 沖縄県 宮古島市 宮古島空港レンタカー サービス その他サービス 5%

4,204 沖縄県 宮古島市 宮古島コッペ サービス 宿泊業 5%

4,205 沖縄県 宮古島市 宮古島のジェラート屋さん サービス 飲食業 5%

4,206 沖縄県 宮古島市 宮古島ボディケア サービス 理容・美容業 5%

4,207 沖縄県 宮古島市 宮古島リラクゼーションサロンＵｍｉ サービス 理容・美容業 5%

4,208 沖縄県 宮古島市 宮古島令和ホテル サービス 宿泊業 5%

4,209 沖縄県 宮古島市 宮古第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,210 沖縄県 宮古島市 みやこ屋 小売業 その他小売 5%

4,211 沖縄県 宮古島市 民宿島人 サービス 宿泊業 5%

4,212 沖縄県 宮古島市 民宿島人 サービス その他サービス 5%

4,213 沖縄県 宮古島市 メガネ１番コンタクトセンター宮古店 小売業 その他小売 5%

4,214 沖縄県 宮古島市 メガネ１番宮古店 小売業 その他小売 5%

4,215 沖縄県 宮古島市 もりやす 小売業 その他小売 5%

4,216 沖縄県 宮古島市 焼肉屋 サービス 飲食業 5%

4,217 沖縄県 宮古島市 焼肉屋 サービス 飲食業 5%

4,218 沖縄県 宮古島市 野菜巻きと沖縄炉端　炭島 サービス 飲食業 5%

4,219 沖縄県 宮古島市 やまかさふぁい実之和 サービス 飲食業 5%

4,220 沖縄県 宮古島市 山本大司潜水案内 サービス その他サービス 5%

4,221 沖縄県 宮古島市 有限会社池田冷凍食品 その他業種 ― 5%

4,222 沖縄県 宮古島市 有限会社伊沢商会 サービス 公共料金 5%

4,223 沖縄県 宮古島市 有限会社菊之屋 小売業 食料品 5%

4,224 沖縄県 宮古島市 有限会社ぽぷら 小売業 その他小売 5%

4,225 沖縄県 宮古島市 有限会社宮古マルヰ 小売業 その他小売 5%

4,226 沖縄県 宮古島市 有限会社夢好海 ＳＥＡＤＡＮＣＥＲ 小売業 衣料品 5%

4,227 沖縄県 宮古島市 ゆくいる サービス 宿泊業 5%

4,228 沖縄県 宮古島市 ゆくいる サービス 宿泊業 5%

4,229 沖縄県 宮古島市 楽園の果実 ｃａｆｅ ＆ おみやげ館 サービス 飲食業 5%

4,230 沖縄県 宮古島市 琉球居酒屋　あぱら樹 サービス 飲食業 5%

4,231 沖縄県 宮古島市 琉球ザッカ青空 小売業 その他小売 5%

4,232 沖縄県 宮古島市 琉球ダイニングふぁいみーる サービス 飲食業 5%

4,233 沖縄県 宮古島市 レストラン　のむら サービス 飲食業 5%

4,234 沖縄県 宮古島市 ロータス東和オート 小売業 その他小売 5%

4,235 沖縄県 宮古島市 わとわ　宮古島 サービス 飲食業 5%

4,236 沖縄県 宮古島市 ワンズレンタカー宮古空港店 サービス その他サービス 5%

4,237 沖縄県 南城市 ７５レンタカー　南城店 サービス 運輸業 5%

4,238 沖縄県 南城市 Ｂｉｌｌ＆ＬｉｎｄａＣａｒＲｅｎｔａｌ サービス その他サービス 5%

4,239 沖縄県 南城市 ＣＡＦＥ　ＱＵＡＬＩＴＡ サービス 飲食業 5%

4,240 沖縄県 南城市 ＣＡＦＥＴＥＲＲＡＣＥ１６６３ サービス 飲食業 5%

4,241 沖縄県 南城市 ＥＮＥＯＳ　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　南部大里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,242 沖縄県 南城市 ＥＮＥＯＳ　親ヶ原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,243 沖縄県 南城市 ＦＬＹＳＯＬＯ サービス その他サービス 5%

4,244 沖縄県 南城市 ＪＡおきなわ佐敷経済店 小売業 その他小売 5%

4,245 沖縄県 南城市 ＪＡおきなわ玉城経済店 小売業 その他小売 5%

4,246 沖縄県 南城市 ＪＡおきなわ知念経済店 小売業 その他小売 5%

4,247 沖縄県 南城市 ＪＡおきなわ南城支店　経済課 小売業 その他小売 5%

4,248 沖縄県 南城市 ＭＩＨＡＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

4,249 沖縄県 南城市 ＰＩＮ・ＵＰ サービス 理容・美容業 5%

4,250 沖縄県 南城市 Ｗｉｎｅ　Ｇａｒｄｅｎ　Ａｃｂ サービス 飲食業 5%
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