








クーポンご持参で

①アイスケーキ100円引②クレープ20円引

サーティーワンアイスクリーム宮古島店20.12.31

※ 1枚1グループまで有効
※他サービスとの併用不可

0980-79-0507
宮古島市平良下里9番地
18:00～24:00（フードLO 22:30 ドリンクLO 23:00）
日　 無

★飲み放題3時間+
料理6～8品…3,500円
★飲み放題2.5時間+
料理5～6品…3,000円
　ご予約受付中！！　

県産地鶏の焼き鳥や宮
古島産の海鮮は泡盛や
日本酒のお供にぴった
り！老若男女問わず是
非ご利用ください。

▲フード・ドリンクメニューも豊富

居酒屋
和が家
最大25名様まで宴会対応可能！！

クーポンご持参で
お会計5％OFF！

居酒屋　和が家

※1枚でグループ全体に適用
※他サービスとの併用不可

20.12.31

0980-79-0998
沖縄県宮古島市平良字西里561  有（20台） 水
ランチタイム11:30～15:00

　 カフェタイム15:00～20:00 

◆シェフの気まぐれ
　　パスタ…1,000円
◆沖縄県産豚の　　　
　カツレツ…1,000円

パスタランチにはサラ
ダ・パン・スープが
付いているから満腹、大
満足！オリジナル焙煎
コーヒーもおすすめ！

▲モッツァレラチーズとバジルのトマトパスタ

Hotel385　Restaurant

珊瑚食堂
ゆったりお洒落ランチをしませんか？

090-4986-5577
宮古島市城辺字長間1167  有  不定休
11:30～14:00(LO),19:00～23:00（22:00LO)
instagram:@kugentatsu

久玄達 肉寿司　　  1,500円
自慢のからあげ　　   700円
キビまる豚ソーセージ800円
スペシャルカレー 　  900円
※夜の価格（メニュー日替わり）

城辺の新しい人気店。昼は
ランチやお持ち帰り弁当、
夜は居酒屋です。オードブ
ルもご予約受付中。家飲み
や年末イベントにも‼

香り高い赤身を、厳選山葵で味わって！(700円）

ランチ・居酒屋

Fine Dining 久玄達
本日のおすすめより1品サービス(クーポン）

0980-72-7683
宮古島市平良西里309-1
有　  年中無休 　　　
11:00～22:30　 http://no-mu-ra.com/

◆南風定食··············3,500円
（伊勢えび+天ぷら）
◆海風定食··············4,000円
（伊勢えび+和風ステーキ）
※テイクアウトできます！

おみやげ伊勢えび
（1,750円税別）
島外・県外への発
送も承ります！

▲伊勢えび島人定食　3,000円（税別）

伊勢えび料理

れすとらん　のむら
のむら自慢の香ばしいタレで焼きあげた伊勢えび料理！

0980-74-2358
宮古島市平良字西里570-2   17:30～22:00
 不定休（原則木曜）　　　 有（8台）
https://zumi-goya.com/

ラフテーゴーヤチャンプルー 750円
宮古焼きヤキソバ　680円
刺身盛り合わせ　1,580円
テビチの唐揚げ　　780円
ソーキのクース煮　750円

地産地消にこだわ
り、島の食材を活か
した創作料理など、
多数そろえてお待ち
しております。

▲ラフテーたっぷり！店主のおふくろの味

泡盛と沖縄料理

郷家
美味しいお料理とお酒を、島唄三線ライブと共に！

0980-72-0733
宮古島市平良下里570
18:00～25:00 (L.O.24:00)
月　 無

★飲み放題3h+
　     料理5品  … ￥3,000
★飲み放題3h+
　  　料理7品  … ￥3,500
☆飲み放題2h  … ￥2,000

地元の食材のみならず
熊本の馬刺しやあか牛
も。随時更新される
"ごきげんメニュー"も
要チェック！

▲種類豊富な"ごきげん"なフード＆ドリンク！

ひららバル

KOSUMI
今日もKOSUMIでゴキゲン乾杯！

0980-73-2620
宮古島市平良松原631　2階  有  年中無休 

11:00～21:30※ラストオーダー21:00
★広々客席（142席）★クレジットカード利用可能

◆かきフライ膳(3個) 1,380円
　　　　　　　(4個) 1,580円
◆かきロースかつ膳…1,780円
◆かきヒレかつ膳……1,580円
◆かき彩り膳　………1,280円　

噛むほどに濃厚な
旨味が溢れ出すかき
フライ。一品追加で
ご一緒様とシェアで
もどうぞ。

▲大人気のかきフライ膳（季節限定）

宮古島とんかつ

琉宮　Ryuuguu
大粒肉厚ジューシーなかきフライをご賞味下さい！

0980-72-7077
宮古島市平良西里246番地
13:00～19:00　 無
https://www.31ice.co.jp

♦アイスクリームケーキ…3000円～
♦バラエティパック6コ …1550円～
♦アイスクレープ  …………430円～
♦シェイク  …………………580円～

アイスクリームを通
じてお客様に幸せを
お届けいたします。
We make people
happy !!

▲クリスマスパレット8  ￥4,500

サーティーワンアイスクリーム宮古島店
今年のクリスマスは31で☆

090-9632-2070
宮古島市平良字西里456-1  有　4台 火
18:00～22:30 

◆麻婆豆腐……860円
◆海老チリ……980円
◆焼き餃子（5個）
　　　　　……600円

熱々の麻婆豆腐は
辛さと旨味が絶
妙！一度食べたら
やみつきの大人気
メニューです♪

▲おすすめ！熱々の麻婆豆腐

中華ダイニング　なおじ
地元客の愛する、絶品！本格中華

クーポン持参もしくは「宮古ストーリー12月号見た」で

お会計から5％OFF

Hotel385 Restaurant 珊瑚食堂

※1枚でグループ全員に適用
※他サービスとの併用不可

20.12.31

クーポンご持参で
サラダバー サービス

泡盛と沖縄料理　郷家

※1枚でグループ全員に適用
※他サービスとの併用不可

20.12.30

クーポンご持参で

本日のおすすめより1品サービス

Fine Dining 久玄達20.12.30

※1グループに1品サービス（ディナーのみ）
※他サービスとの併用不可

クーポン持参もしくは「宮古ストーリー12月号見た」で

お会計から10％OFF

宮古島とんかつ 琉宮 Ryuuguu20.12.31

※1枚1グループ全体に適用
※他サービスとの併用不可

クーポン持参もしくは「宮古ストーリー12月号を見た」で

ソフトドリンクorビール（小）サービス！

れすとらん　のむら’20.12.31

※1枚でグループ全員に適用
※他サービスとの併用不可

クーポンご持参で

ごきげんおすすめメニュー1品サービス！

ひららバル　KOSUMI20.12.31

※1グループに1品サービス
※他サービスとの併用不可





宮古島市上野新里511-16
日、祝　 有
facebook.com/yoshiaki.

    miyara

090-3790-7877

総合格闘技・キックボクシング

BRUSH

▲男女問わずたくさんの人が通われています☆

初心者、経験者大歓迎！
あなたに合わせた指導を。
近年人気が急上昇しているキックボクシン
グ、総合格闘技。まずは、無料体験レッス
ンからお試しください。10歳から62歳ま
での幅広い年代の方が通っています。

♢指導トレーニング 月/水/金     20:00～22:00
♢フリートレーニング 月～金   11:00～16:30 
♢女性・キッズ 月/水/金          17:30～19:00
♦入会金（グローブ付）
　男性￥10,000　女性￥5,000
♦月謝
　男性￥5,000　　女性￥3,000
　中学生以下　￥3,000　　　体験無料‼

20.12.31 BRUSH

※1枚グループ全員に適用
※他サービスとの併用不可

無料体験レッスン

『誰でも気軽に宮古島の海を楽しめますように』
そんな思いから生まれたツアーを真心こめてご提供しています。
初めての海遊びや宮古島旅行での思い出作りのお手伝い、そして
大切な方とのひとときを演出致します。

来間島拠点のボートを使ったオリジナルツアー！
最高の体験と思い出を演出致します！

Re:kmui（レプンカムイ）

▲ウミガメにも会えるかも♡

▲宮古島の美しい海で最高の思い出作りを

◆来間島ボートシュノーケルツアー　
　　　　　　　　　　　※所要時間1.5H
・ゲスト様（4歳以上）　………8,000円
・ゲスト様（4歳未満）　………6,000円
・ゲスト様（4歳以上乗船のみ）4,000円
・ゲスト様（4歳未満乗船のみ）2,000円
　
◆ユニの浜上陸ツアー　※所要時間1H
・ゲスト様（4歳以上）　………6,500円
・ゲスト様（4歳未満）　………5,500円
◆来間島ボートシュノーケル
　　　　　　　＆ユニの浜上陸ツアー
・ゲスト様（４歳以上）　……11,000円
※他プランはお問い合わせください。

From Miyakojima to the World!!

080-5593-8284
集合場所：来間漁港
来間漁港内に有り
8:00～20:00
年中無休（天候/海峡によ

り　ツアー催行中止有り）

▲人気のシュノーケルツアー

20.12.31 Re:kmui（レプンカムイ）

※他サービスとの併用不可

クーポン持参もしくは「宮古ストーリー12月号見た」で

お一人様　1,000円OFF

＜施工内容＞
・新築電気工事、設計
　（住宅・店舗・工場・ホテル）
・太陽光設備工事・設計、蓄電池工事
・オール電化工事
・内外装リフォーム全般
 
従業員・協力業者も募集中！！

埼玉県比企郡ときがわ町
玉川832-2（本社）
日
9:00～18:00

弊社は埼玉県に本社がある電気工事会社
で、宮古島での実績も多数あります。ど
んな細かい仕事でも、まずはお気軽にご
相談下さい。

080-4931-5537

株式会社 市川電設

お見積無料！！

▲若いスタッフが丁寧にご対応致します！

▲あなたのお気に入りがきっと見つかるはず！

KANA＋KANA

暮らしを楽しく、心豊かに！
自然素材のやさしい服、お気に入りの空間を演出す
るインテリア雑貨、食卓を豊かにする器類…
心地よい毎日を提案するセレクトショップです。

　〇アパレル
　〇服飾雑貨
　〇インテリア雑貨
　〇食器類
　〇KANAオリジナル商品

select shop

0980-75-3818
宮古島市平良西里985-6
有　15
月
10:00～20:00
https://www.kana-miyako.net/

▲一級技能士/品質管理者による丁寧な施工

宮古タタミ店

きれいな畳で　　　　　　　　
　新年を迎えてみませんか？

・沖縄県畳工業組合　理事
・グッドスキルマーク認定（畳）
・ものづくりマイスター（厚労省認定）
・畳ドクター/職業訓練指導員

【施工内容】
ふすま・障子・網戸の張り替え
畳、琉球畳、フローリング畳　
各種取り扱っております
各種クレジットカード、
電子マネー Edy使えます！

沖縄県建設業知事許可（般-58第5332号）

0980-72-1585
宮古島市平良下里603－103
有　　
年中無休
8:00～19:00　

 









オープンスタッフ大募集

宮古島市平良字西里233　野津ビル1F西

未経験者OK！キッチン急募

平良西里 西里大通り

担当■砂川
受付■9:00～20:00

090-5923-2793
あかがーら/小料理うるか

キッチン・ホールスタッフ
未経験者OK！元気がある方、募集中です！
居酒屋業務全般　キッチン・ホールスタッフ
15:00～ラスト　シフト制
あかがーら/小料理うるか　
社）23万～　ア）時給1000円　パ）時給800円
元気がある事　未経験者OK　 不定休
寮完備
まずはお電話にてご応募ください。

島唄ライブと沖縄家庭料理の店

未経験者 大歓迎！

宮古島市平良字松原521番地の6

正社員登用制度有り

宮古島市 イオンタウン宮古南店から車1分

担当■山里・香川
受付■09:00～17:00

0980-72-2668
ALSOK沖縄綜合警備保障株式会社

 警備スタッフ
安心のＡＬＳＯＫグループで働きませんか？
ALSOK警備業務全般
①8:00～17:00（実働8H・休憩１H）　　

　 ②17:00～翌8:00（実働11H・休憩４H）※深夜手当有り　
　※①と②のシフト勤務となります。
基本時給 ８００円　　　　 普通自動車免許
月８～１０日　　　 社保完備、マイカー通勤手当有り
お電話の上、履歴書を郵送又は持参ください。

社会の『安全・安心』を守る

未経験者 大歓迎‼

宮古島市平良字荷川取593-5

元気のある方 大歓迎‼

宮古島市 荷川取漁港

担当■伊良部
受付■09:00～17:00

0980-72-2029
宮古島漁業協同組合

 もずく加工作業
宮古の冬の風物詩 もずくのお仕事です！
もずくの集荷・加工作業等

　（期間限定：１月～５月）
8:00～17:00　  週休2日制
1,000円～1,200円
普通自動車免許
お電話の上、履歴書持参・郵送 

今シーズンのもずくは豊作予報！

未経験者歓迎

南店：平良字松原551-3／まてぃだ通り店：平良字西里781-1

シフト相談可！

平良松原・平良西里 【1】南店:イオンタウン宮古南店敷地内【2】まてぃだ通り店：宮古郵便局向かい

   担当■川満
受付■9:00～18:00 ほっともっと　南店/まてぃだ通り店

調理・接客

高校生・主婦大歓迎‼未経験者もしっかりサポート‼

お弁当調理、接客（レジ対応等）
①8:00～13:00　②9:00～14:00

　③10:00～15:00  ④16:00～20:00
【１】宮古島南店　【2】まてぃだ通り店
840円～900円　 1日～3日(※週3回勤務も可)
お電話でご連絡下さい！その後面接となります！

南店：0980-73-1164/まてぃだ通り店：0980-73-6453

ミキサー車運転手
8:30～17:00
応相談
普通免許可、大型免許優遇
第2・第4土曜、日祝
社保完備、制服貸与
お電話の上、履歴書をお持ちください

0980-72-1381
担当■田名（たな）
受付■8:30～17:00

宮古島市平良字下里3107-403

元気がある方、大募集！
ミキサー車運転手

日本産業規格表示認証工場

株式会社協栄生コン

宮古空港から車7分宮古島市 

勤務時間相談OK！

宮古島市平良字下里108-11　平良港ターミナルビル4階

勤務日相談OK！

平良下里 平良港ターミナルビル内

担当■採用係
受付■9:00～17:00

0980-72-4988
宮古ビル管理株式会社

清掃・警備・塵芥 スタッフ募集
年齢不問！未経験者歓迎！
空港、病院の清掃・警備・塵芥収集業務
8:00～17:00　※シフトにより、変動有り
宮古空港、宮古病院、その他宮古島市内
出勤日に通勤手当有り
時給790円～　※業務内容による　
シフトによる　 子供手当、社会保険等
電話連絡の上、面接となります※履歴書要

人にやさしい環境・創り

丁寧な指導で安心！

宮古島市平良字下里1173-18

未経験者　大歓迎！

平良下里 宮古空港から車9分

担当■伊波
受付■9:00～17:00

0980-72-1449
株式会社宮通企画

【正社員募集】営業・エンジニア
充実の福利厚生！　未経験者も歓迎
①複合機・PC等OA機器保守販売全般

　 ②オフィスネットワーク管理（接続・設定等）
平日8:30～17:30/土曜隔週8:30～17:00
月給：184,000円～　他各種手当有　※研修期間有
普通運転免許　　　　 隔週土曜日・日曜・祝祭日
通勤手当・昇給・賞与年2回、社保完備・退職金共済
電話連絡の上、履歴書持参・面接　　 車通勤可

OA機器保守販売・各種保険取扱い

ダブルワークOK

宮古島市平良字松原631

週1回、2時間～OK！

平良松原 イオンタウン宮古南店敷地内

担当■篠塚
受付■10:00～20:00

0980-73-2620
琉宮　Ryuuguu

ホール・キッチンスタッフ
シフト相談可だから働きやすい♪
レストラン業務全般
9:00～23:00　※勤務時間は2時間から相談可
マイカー通勤可
社員：月給220,000円～
アルバイト・パート：時給900円

   ※高校生850円（～22:00までの勤務）
シフト制  お気軽にお電話ください！

宮古島とんかつ

ホールスタッフ急募

宮古島市平良字下里9番地

週1～でもOK

平良下里

担当■上地
受付■15:00～24:00

0980-79-0507
和が家

ホール・キッチン
元気で明るい対応の出来る方◎

ホール・キッチン
18:00～24:00(時間相談可能)
社）18万円～　ア）時給900円～
日
お電話にてご応募ください

居酒屋






