
⼆⼾市プレミアム商品券　取扱店名簿
※「共・専」は共通券・専⽤券の両⽅が利⽤可能な店舗 Ｒ4.7.11日現在　240店舗
地　区 取扱券 店  舗　名 業　　種 店　舗　住　所 電 話 番 号
浄法寺 共・専 キッチンガ－デン 直売所 ⼆⼾市浄法寺町海上前⽥6-13 0195-38-4936
浄法寺 共・専 有限会社　佐久商事 ｶﾞｽ小売・水道工事 ⼆⼾市浄法寺町柿ノ⽊平23-3 0195-38-2436
浄法寺 共・専 ㈱山末モータース ⾃動⾞販売・修理 ⼆⼾市浄法寺町サイカツ⽥13-27 0195-38-2508
浄法寺 共・専 ㈱横浜石油　浄法寺給油所 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ⼆⼾市浄法寺町下前⽥1-2 0195-38-3311
浄法寺 共・専 有限会社　小船石油店 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ⼆⼾市浄法寺町下前⽥16-2 0195-38-2330
浄法寺 共・専 建築⼟⽊資材日⽤品　　佐藤⾦物店 小売業 ⼆⼾市浄法寺町下前⽥20-6 0195-38-2435
浄法寺 共・専 川又食堂 飲食店 ⼆⼾市浄法寺町下前⽥20-8 0195-38-2545
浄法寺 共・専 ドラッグふじや ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ⼆⼾市浄法寺町下前⽥27-5 0195-38-2108
浄法寺 共・専 浄法寺タクシー 旅客運輸業 ⼆⼾市浄法寺町下前⽥41-25 0195-38-2233
浄法寺 共・専 ローソン浄法寺駅前店 小売業(ｺﾝﾋﾞﾆ) ⼆⼾市浄法寺町下前⽥43 0195-38-2429
浄法寺 共・専 ファミリーショップ　はやし ⾐料小売 ⼆⼾市浄法寺町浄法寺29-1 0195-38-2426
浄法寺 共・専 山口呉服店 小売業 ⼆⼾市浄法寺町浄法寺5 0195-38-2407
浄法寺 共・専 ふぉとすぺーす　角⽥写真 サービス業 ⼆⼾市浄法寺町浄法寺71 0195-38-2926
浄法寺 共・専 中島理容店 理容業 ⼆⼾市浄法寺町浄法寺9 0195-38-3962
浄法寺 共・専 山本商店 小売業 ⼆⼾市浄法寺町樋口19-3 0195-38-3283
浄法寺 共・専 蛇口商店 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・小売 ⼆⼾市浄法寺町樋口19-9 0195-38-3029
浄法寺 共・専 白坂商会　株式会社 農業機械販売修理 ⼆⼾市浄法寺町樋⽥111 0195-38-2414
浄法寺 共・専 キッチンパル　たてやま 精肉店 ⼆⼾市浄法寺町樋⽥134-1 0195-38-2513
浄法寺 共・専 ケーアイマート 日⽤品小売業 ⼆⼾市浄法寺町樋⽥157-1 0195-38-2250
浄法寺 共・専 パナデン　メルシー 家電小売 ⼆⼾市浄法寺町樋⽥38 0195-38-2410
浄法寺 共・専 阿部農機　株式会社　浄法寺支店 小売業 ⼆⼾市浄法寺町樋⽥40-1 0195-38-2526
浄法寺 共・専 スーパーしんゆう 食料品小売 ⼆⼾市浄法寺町樋⽥45-3 0195-38-2001
浄法寺 共・専 稲庭交流センター　天台の湯 サービス業 ⼆⼾市浄法寺町野⿊沢133-1 0195-38-3222
浄法寺 共・専 まるわや栄寿し 飲食店 ⼆⼾市浄法寺町⼋幡舘8 0195-38-2440
浄法寺 共・専 理容　イワダテ 理容業 ⼆⼾市浄法寺町⼋幡舘9 0195-38-2371
浄法寺 共・専 ローソン浄法寺インター店 小売業(ｺﾝﾋﾞﾆ) ⼆⼾市浄法寺町漆沢中前⽥147 0195-39-1181
御返地 共・専 ポトラガーデン 製造業 ⼆⼾市似⿃字沖野60-1 0195-26-2363
石切所 共・専 有限会社　樋口⾦物機工 小売業 ⼆⼾市石切所字荒瀬46-1 0195-25-4131
石切所 共・専 有限会社　山⻑ミート 食肉卸売 ⼆⼾市石切所字荒瀬55-1 0195-23-6727
石切所 共・専 北のチョコレート工場＆店舗２door 製造販売 ⼆⼾市石切所字荒瀬65-3 0195-22-2222
石切所 共・専 マルイ家具サロン 小売業 ⼆⼾市石切所字⼤渕1-1 0195-23-3636
石切所 共・専 レストパ－ク馬渕川 飲食店 ⼆⼾市石切所字⼤渕3-1 0195-23-3339
石切所 共・専 エコリサイクルにのへ 小売業 ⼆⼾市石切所字⼤村47-1 0195-23-1866
石切所 共・専 オートショップ　ピース ⾃動⾞販売 ⼆⼾市石切所字⼤村51 0195-26-9888
石切所 共・専 ローソン⼆⼾石切所店 小売業(ｺﾝﾋﾞﾆ) ⼆⼾市石切所字川原34 0195-23-4578
石切所 共・専 福岡タクシー㈱ 旅客運送業 ⼆⼾市石切所字杉ノ沢13-1 0195-23-3161
石切所 共・専 セブン-イレブン　⼆⼾石切所店 小売業(ｺﾝﾋﾞﾆ) ⼆⼾市石切所字杉ノ沢4-1 0195-23-1711
石切所 共・専 ウメダドラッグストアー 薬局 ⼆⼾市石切所字栃ノ⽊49-4 0195-23-3301
石切所 共・専 典礼サ－ビス 冠婚葬祭業 ⼆⼾市石切所字荷渡18-10 0195-23-3333
石切所 共・専 ビュウテイサロン　ルミエール 美容業 ⼆⼾市石切所字荷渡18-3 0195-23-2616
石切所 共・専 ローソン⼆⼾市⽴図書館前店 小売業(ｺﾝﾋﾞﾆ) ⼆⼾市石切所字荷渡2-1 0195-22-1600
石切所 共・専 エクセル・ガーデン・カフェ 飲食店 ⼆⼾市石切所字荷渡22-13 0195-23-9775

石切所 共・専 美容室コラ－ジュ 美容業 ⼆⼾市石切所字荷渡22-13
エクセルガーデン1Ｆ 0195-23-6880

石切所 共・専 焼肉　冷麺　短角亭 飲食店 ⼆⼾市石切所字荷渡22-2 0195-23-0829
石切所 共・専 有限会社　カーネットワーク ⾃動⾞小売 ⼆⼾市石切所字荷渡22-3 0195-23-0474
石切所 共・専 日本料理　柏 飲食店 ⼆⼾市石切所字荷渡5-3 0195-23-1622
石切所 共・専 カットイン　ビーズクラブ 理容業 ⼆⼾市石切所字荷渡5-9 0195-23-7366
石切所 共・専 レストラン　ボヌール 飲食店 ⼆⼾市石切所字枋ノ⽊17-1 0195-26-9015
石切所 共・専 相馬美容室（駅前店） サービス業 ⼆⼾市石切所字枋ノ⽊17-1 0195-23-3425
石切所 共・専 菅原商店 食料品店 ⼆⼾市石切所字枋ノ⽊51-4 0195-23-5068
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石切所 共・専 味彩工房　逢坂 飲食店 ⼆⼾市石切所字枋ノ⽊63-66
JRバス東北　⼆⼾支店　1階 0195-23-7788

石切所 共・専 株式会社　小野養蜂場 養蜂業 ⼆⼾市石切所字前小路62 0195-23-8383
石切所 共・専 Salon・ｄｅ・Ｋ 美容業 ⼆⼾市石切所字前⽥28-3 0195-23-5505
石切所 共・専 南部せんべい乃巖⼿屋　⼆⼾本店 小売業 ⼆⼾市石切所字前⽥41-1 0195-23-2209
石切所 共・専 なにゃーと物産センター 小売業 ⼆⼾市石切所字森合68 0195-22-4395
石切所 共通 Honda　Cars　岩⼿北央　⼆⼾東店 ⾃動⾞整備業 ⼆⼾市石切所字下ノ平15-4 0195-23-6631
石切所 共通 薬王堂　⼆⼾店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ⼆⼾市石切所字荷渡1-12 0195-23-1055
石切所 共通 ユニバース　⼆⼾荷渡店 スーパーマーケット ⼆⼾市石切所字荷渡14-5 0195-23-4301
石切所 共通 和風レストラン　まるまつ⼆⼾店 飲食店 ⼆⼾市石切所字荷渡19-1 0195-22-5015

石切所 共通 銀河ダイニングへのへの 飲食店 ⼆⼾市石切所字森合68
カシオペアメッセなにゃーと2F 0195-43-3931

福岡 共・専 福岡写真館 写真業 ⼆⼾市福岡字五日町29 0195-23-2428
福岡 共・専 あか垣 飲食店 ⼆⼾市福岡字五日町58 0195-26-9260
福岡 共・専 ㈲⼋光堂 葬祭業 ⼆⼾市福岡字五日町62 0195-23-4191
福岡 共・専 ファミリ-ショップ　コクブンヤ 日⽤雑貨 ⼆⼾市福岡字五日町65 0195-23-2177
福岡 共・専 有限会社　⼤江堂 小売業 ⼆⼾市福岡字五日町71-2 0195-23-2431
福岡 共・専 モードやまぐち 婦人小売業 ⼆⼾市福岡字上町12 0195-23-2312
福岡 共・専 三五郎屋 飲食店 ⼆⼾市福岡字落久保11 0195-23-2314
福岡 共・専 メガネの浪岡 小売業 ⼆⼾市福岡字落久保14 0195-23-5201
福岡 共・専 ジョリ・エ　サゲン 小売業 ⼆⼾市福岡字落久保17-8 0195-23-2360
福岡 共・専 佐々⽊時計店 小売業 ⼆⼾市福岡字落久保21 0195-23-2361
福岡 共・専 くすりの天狗山　岩谷橋店 薬店 ⼆⼾市福岡字落久保22 0195-22-2135
福岡 共・専 利　増屋 ⾐料小売 ⼆⼾市福岡字落久保26 0195-23-2274
福岡 共・専 株式会社　玉川観光タクシ－　本社 旅客運送業 ⼆⼾市福岡字落久保6 0195-23-2121
福岡 共・専 株式会社　南部美人 酒類製造･販売 ⼆⼾市福岡字上町13 0195-23-3133
福岡 共・専 幸の蔵 飲食店 ⼆⼾市福岡字上町3-2 0195-23-4141
福岡 共・専 ホテル村井 旅館業 ⼆⼾市福岡字上町5 0195-23-7151
福岡 共・専 いとう呉服店 ⾐料小売 ⼆⼾市福岡字上町7 0195-23-2449
福岡 共・専 串揚げ居酒屋　⼀⽣ 飲食店 ⼆⼾市福岡字川又4-3 0195-23-0229
福岡 共・専 にのへ代⾏ 運転代⾏業 ⼆⼾市福岡字在府小路2-6 0195-23-7650
福岡 共・専 スナックBARON 飲食店 ⼆⼾市福岡字下川又4-3 0195-25-5522
福岡 共・専 髙村写真 写真業 ⼆⼾市福岡字下中町1 0195-23-4345
福岡 共・専 フルハウス 飲食店 ⼆⼾市福岡字下中町13 0195-23-8958
福岡 共・専 阿部農機　株式会社　本社 小売業 ⼆⼾市福岡字下中町23-1 0195-23-2181
福岡 共・専 三五郎下町店 寿司店 ⼆⼾市福岡字下町12-1 0195-23-4567
福岡 共・専 セブン-イレブン　⼆⼾福岡⽥町店 小売業(ｺﾝﾋﾞﾆ) ⼆⼾市福岡字下町22 0195-23-3007
福岡 共・専 沖村畳店 製造業 ⼆⼾市福岡字下町27 0195-23-2662
福岡 共・専 茜どき　⼆⼾店 飲食店 ⼆⼾市福岡字下町35 0195-23-3206
福岡 共・専 Ｔｉａｒａ 飲食店 ⼆⼾市福岡字下町35　⽶⻑ビル2Ｆ 0195-23-5905
福岡 共・専 パピヨン　２ 飲食店 ⼆⼾市福岡字下町35　⽶⻑ビル2Ｆ 0195-26-8330
福岡 共・専 フルダテ靴鞄店 靴・⾐料 ⼆⼾市福岡字下町7 0195-23-2436
福岡 共・専 沢倉印刷　株式会社 印刷業 ⼆⼾市福岡字城ノ外38 0195-23-3107
福岡 共・専 ほのぼ〜の 飲食店 ⼆⼾市福岡字城ノ外4-1 0195-22-1777
福岡 共・専 ⼆⼾商事　株式会社 建築資材販売 ⼆⼾市福岡字⼤明神平4-2 0195-23-0284
福岡 共・専 パナソニックのお店　New　Life　オカダ 家電販売 ⼆⼾市福岡字⽥町10 0195-23-2759
福岡 共・専 スナック　きずな 飲食店 ⼆⼾市福岡字⽥町16 0195-23-0235
福岡 共・専 菓子処　相馬屋 菓子製造販売 ⼆⼾市福岡字⽥町35 0195-23-2313
福岡 共・専 ローソン⼆⼾福岡店 小売業(ｺﾝﾋﾞﾆ) ⼆⼾市福岡字⽥町7 0195-43-3501
福岡 共・専 有限会社　辻村商店 ｶﾞｽ・⽶・燃料・設備工事 ⼆⼾市福岡字⽥町49-1 0195-23-2246
福岡 共・専 久慈源酒店 酒類・小売 ⼆⼾市福岡字中町2 0195-23-2030
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福岡 共・専 日香ぱん本舗　小桜屋 菓子製造小売業 ⼆⼾市福岡字中町28 0195-23-2430
福岡 共・専 相馬美容室 サービス業 ⼆⼾市福岡字⻑嶺29 0195-23-3857
福岡 共・専 ㈱丹野組 建設業 ⼆⼾市福岡字中村20 0195-23-6111
福岡 共・専 ⼆⼾スイミングスクール ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ ⼆⼾市福岡字中村8-1 0195-25-5858
福岡 共・専 中国料理　龍潭酒家 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場10-3 0195-43-3338
福岡 共・専 和ぎダイニング　京星 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場11-11 0195-25-4972
福岡 共・専 ⼆⼾　⼤吉 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場23 0195-23-3320
福岡 共・専 ヘアーショップ　ツキダテ 理容業 ⼆⼾市福岡字橋場23-2 0195-23-4251
福岡 共・専 来夢＊来人 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場6-5 0195-25-4973
福岡 共・専 HOUSE　OF　PICNIC 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場6-5 0195-23-7552
福岡 共・専 ビヨンド 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場6-5 0195-25-5025
福岡 共・専 夜來香 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場6-5　2Ｆ 080-9628-8978
福岡 共・専 ぐでん・ぐでん 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場7-3 0195-23-8949
福岡 共・専 ニュータンゴ2号店 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場7-3　マルモビル1F2号 090-3368-1065
福岡 共・専 ニュータンゴ1号店 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場7-3　マルモビル1F3号 0195-23-9562
福岡 共・専 海鮮居酒屋　わさび 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場7-3-101 050-1081-5573
福岡 共・専 ミカド 飲食店 ⼆⼾市福岡字橋場9-1 0195-23-3023
福岡 共・専 フォトスタジオ高山 写真業 ⼆⼾市福岡字⼋幡下20-3 0195-23-3851
福岡 共・専 古着とハンドメイド雑貨のお店　SQUARE 小売業 ⼆⼾市福岡字⼋幡下34-2 0195-43-3424
福岡 共・専 マルモ食堂 飲食店 ⼆⼾市福岡字⼋幡下42-1 0195-23-7910
福岡 共・専 スナック　茶房瑠 飲食店 ⼆⼾市福岡字⼋幡下42-1 0195-25-4949
福岡 共・専 食道　荒ヤ 飲食店 ⼆⼾市福岡字⼋幡下44 0195-23-7468
福岡 共・専 章月 小売業 ⼆⼾市福岡字⼋幡下59-3 0195-23-2457
福岡 共・専 ピザ＆喫茶　ＡＳＡ　ｃｌｕｂ 飲食店 ⼆⼾市福岡字⼋幡下59-3　章月ビル2Ｆ 0195-30-1011
福岡 共・専 きよかわ薬店 医薬品販売業 ⼆⼾市福岡字⼋幡下59-4 0195-23-3402
福岡 共・専 あっぷる美容室 美容業 ⼆⼾市福岡字⼋幡下68-6 0195-23-9458
福岡 共・専 松本理容舘 理容業 ⼆⼾市福岡字⼋幡下68-8 0195-23-3504
福岡 共・専 株式会社　⼆⼾パークホテル ホテル業 ⼆⼾市福岡字⼋幡下69-1 0195-23-5151
福岡 共・専 レストラン　山桜 飲食店 ⼆⼾市福岡字⼋幡下69-1 0195-23-5151
福岡 共・専 かんぶん⼋幡下SS ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ⼆⼾市福岡字⼋幡下69-4 0195-23-3084
福岡 共・専 小さな薪屋さん　byともやま 薪 ⼆⼾市福岡字⼋幡平44-1 070-8454-1093
福岡 共・専 アロマハウス　ピュア・カタン サービス業 ⼆⼾市福岡字⼋幡平88-4　シティブリッジＦ 090-1061-5808
福岡 共・専 三幸堂ビジネス本店 事務⽤品販売 ⼆⼾市福岡字町裏29-3 0195-23-8182
福岡 共通 タケダスポーツ⼆⼾店 スポーツ⽤品業 ⼆⼾市福岡字上町9-1 0195-23-4321
福岡 共通 ハッピ－・ドラッグ⼆⼾店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ⼆⼾市福岡字⻑嶺50-7 0195-22-5580
福岡 共通 岩⼿日報にのへセンター 新聞販売業 ⼆⼾市福岡字⼋幡下18-4 0195-22-1122
福岡 共通 きもの絹絵屋　⼆⼾店 呉服店 ⼆⼾市福岡字⼋幡下22-5 0195-23-9631
福岡 共通 薬王堂　⼆⼾福岡店 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ⼆⼾市福岡字⼋幡下69-3 0195-43-3199
⽶沢 共・専 麺ʼs倶楽部 飲食店 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-0133
⽶沢 共・専 美美　ニコア店 ⾐料小売 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-6327
⽶沢 共・専 フットギア　ニコア店 靴・鞄 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-0081
⽶沢 共・専 おふくろ亭　ニコア店 惣菜店 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-0155
⽶沢 共・専 魚心 鮮魚 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-2939
⽶沢 共・専 美容室リリー　ニコア店 美容業 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-5658
⽶沢 共・専 南部せんべい乃巖⼿屋　ニコア店 小売業 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-0151
⽶沢 共・専 フレンドショップ　芽吹き屋　ニコア店 小売業 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-0171
⽶沢 共・専 ビューティショップさげん　ニコア店 小売業 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-4740
⽶沢 共・専 ベスト電器　⼆⼾ガス店 家電小売 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-25-5454
⽶沢 共・専 肉のつきのき 小売業 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-6531
⽶沢 共・専 ㈲中舘商事　⼆⼾バイパスSS ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ⼆⼾市⽶沢字荒谷30-1 0195-25-4748
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⽶沢 共・専 ファミリーマート　⼆⼾⽶沢店 小売業(ｺﾝﾋﾞﾆ) ⼆⼾市⽶沢字下村136-1 0195-22-5156
⽶沢 共・専 ENEOS　⼆⼾ガス給油所 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ⼆⼾市⽶沢字下村131-1 0195-25-5550
⽶沢 共・専 くすりの天狗山　ニコア店 薬店 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-1093
⽶沢 共・専 つばめクリーニング　ニコア店 クリーニング業 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-23-1210
⽶沢 共・専 めんじゃ整骨院 療術業 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25　ニコア店 0195-43-4381
⽶沢 共通 ジョイス　⼆⼾店 小売業 ⼆⼾市⽶沢字荒谷25 0195-23-0162

上斗⽶ 共・専 ㈲⽶沢石油店　パナデンまいさわ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・電器販売 ⼆⼾市上斗⽶字小平46-1 0195-28-2221
堀野 共・専 栄宝堂　堀野店 菓子製造販売 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑102 0195-26-8763
堀野 共・専 食事処　⻑瀬屋 飲食店 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑105-1 0195-25-4944
堀野 共・専 Caf℮　Stand　Oli-Oli 飲食店 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑106-14 090-5351-4579
堀野 共・専 カシオペアタクシー 旅客運送業 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑152-1 0195-22-5505
堀野 共・専 Hair　make　Soh'z サービス業 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑4-2 0195-22-5020
堀野 共・専 ファミリーハウス　せとる 飲食店 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑52-2 0195-23-8929
堀野 共・専 ローソン⼆⼾病院前店 小売業(ｺﾝﾋﾞﾆ) ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑60 0195-23-2393
堀野 共・専 有限会社　カーランド 小売・ｻｰﾋﾞｽ業 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑61-1 0195-23-7770
堀野 共・専 プラム工芸 製造業 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑74 0195-23-4883
堀野 共・専 堀野調剤薬局 薬局 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑89-1 0195-25-5016
堀野 共・専 すし福とみ 飲食店 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑92-12 0195-23-6747
堀野 共・専 介護センタ-　カシオペア 福祉⽤具　販売･ﾚﾝﾀﾙ ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑92-9 0195-25-4878
堀野 共・専 カシオペア調剤薬局 薬局 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑95-1 0195-22-1150
堀野 共・専 FFマートさとう 食料品店 ⼆⼾市堀野字⼤畑13-1 0195-23-4188
堀野 共・専 ヘアサロンＡＳⅰＮ 理美容業 ⼆⼾市堀野字⼤畑7-4 0195-23-5220
堀野 共・専 ギフト　北岡 ギフト販売 ⼆⼾市堀野字⼤谷地31-2 0195-23-3104
堀野 共・専 ㈲佐藤ランドリー　ユニバース⼆⼾堀野店 サービス業 ⼆⼾市堀野字⼤谷地39 0195-22-3327
堀野 共・専 藤原建築 建設業 ⼆⼾市堀野字下タ川原13 0195-26-8687
堀野 共・専 Daikumanʼs　caf℮　Dolce 飲食店 ⼆⼾市堀野字下タ川原13 0195-26-8687
堀野 共・専 つばめクリーニング　堀野店 クリーニング業 ⼆⼾市堀野字下タ川原9-1 0195-23-2566
堀野 共・専 南部煎餅本舗　志賀煎餅 菓子製造販売 ⼆⼾市堀野字⻑瀬57-1 0195-23-4231
堀野 共・専 スズキアリーナにのへ 小売業 ⼆⼾市堀野字⻑地28-2 0195-23-2211
堀野 共・専 マツダオ-トザム⼆⼾ 小売業 ⼆⼾市堀野字⻑地31-2 0195-23-8111
堀野 共・専 高村書店 小売業 ⼆⼾市堀野字⻑地71-1 0195-22-3411
堀野 共・専 丼丸　こだわり海鮮丼　⼆⼾店 飲食店 ⼆⼾市堀野字⻑地71-1 0195-43-3797
堀野 共・専 ミツワスポ－ツ　堀野店 小売業 ⼆⼾市堀野字⻑地72-5 0195-43-3303
堀野 共・専 ホームセンターかんぶん　⼆⼾店 小売業 ⼆⼾市堀野字⻑地75-4 0195-23-7676
堀野 共・専 かんぶん堀野SS ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ⼆⼾市堀野字⻑地75-4 0195-23-4135

堀野 共・専 菅文建材センター
（菅文リフォーム工事・設備工事） 小売業 ⼆⼾市堀野字⻑地75-4 0195-23-5115

堀野 共・専 かんぶん便利くん　⼆⼾店 小売業 ⼆⼾市堀野字⻑地75-4 0120-019-586
堀野 共・専 ｈａｉｒ　ａｐｉｓ　⼆⼾店 理美容業 ⼆⼾市堀野字⻑地9-1 0195-25-5538
堀野 共・専 小森酒店 酒類・小売 ⼆⼾市堀野字馬場3-10 0195-23-7672
堀野 共・専 鮨処　たけ⽥ 飲食店 ⼆⼾市堀野字馬場46-4 0195-22-3988
堀野 共・専 阿部農機　株式会社　⼆⼾支店 小売業 ⼆⼾市堀野字馬場9 0195-23-8910
堀野 共・専 出光興産特約店　岩食工業　株式会社 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ⼆⼾市堀野字東側11-1 0195-23-2443
堀野 共・専 藤⽥薬店 薬店 ⼆⼾市堀野字東側15 0195-25-4994
堀野 共・専 ダスキン⼆⼾ サービス業 ⼆⼾市堀野字東側17-1 0195-23-4420
堀野 共・専 こもり⼿作りパン教室 パン製造販売 ⼆⼾市堀野字東側36-2 090-9034-2689
堀野 共通 ユニバース　⼆⼾堀野店 スーパーマーケット ⼆⼾市堀野字⼤谷地39 0195-22-3270

堀野 共通 平禄寿司　⼆⼾店 回転寿司 ⼆⼾市堀野字⼤谷地54
⼆⼾ショッピングタウン内 0195-22-2566

堀野 共通 スーパードラッグアサヒ⼆⼾店 小売業 ⼆⼾市堀野字⼤谷地57-1 0195-22-3390
堀野 共通 ケーズデンキ⼆⼾店 小売業 ⼆⼾市堀野字⼤谷地61-1 0195-22-3600
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堀野 共通 伊吉書院　BOOK・NET・ONE　⼆⼾店 小売業 ⼆⼾市堀野字⻑地11-1 0195-22-2522
堀野 共通 ミスタードーナツ　⼆⼾ショップ 飲食店 ⼆⼾市堀野字⻑地11-1 0195-22-2288
堀野 共通 薬王堂　⼆⼾堀野店 小売業 ⼆⼾市堀野字⻑地44-1 0195-26-8195
堀野 共通 マルホンカウボーイ　⼆⼾店 小売業 ⼆⼾市堀野字⻑地72-1 0195-23-7521
堀野 共通 ローソン⼆⼾堀野店 小売業(ｺﾝﾋﾞﾆ) ⼆⼾市堀野字⻑地73-1 0195-23-4816
堀野 共通 紳⼠服　コナカ　⼆⼾店 小売業 ⼆⼾市堀野字馬場44-10 0195-23-2929
堀野 共通 ラグノオ　ユニバース⼆⼾堀野店 和洋菓子販売 ⼆⼾市堀野⼤谷地39 0195-23-0201

仁左平 共・専 カフェレストラン　よしの 飲食店 ⼆⼾市仁左平字横⼿8-1 0195-43-3399
⾦⽥⼀ 共・専 音工房　シマキ カーナビ・オーディオ販売 ⼆⼾市⾦⽥⼀字荒⽥44-2 0195-27-4164
⾦⽥⼀ 共・専 有限会社　カーサービス山本 ⾃動⾞整備業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字上⽥⾯80 0195-27-3232
⾦⽥⼀ 共・専 ㈲佐藤ランドリー　本店 サービス業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼤釜69-1 0195-27-3125
⾦⽥⼀ 共・専 熊野商店　酒店（駄菓子） 小売業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼤釜70 0195-27-3521
⾦⽥⼀ 共・専 さわだ靴店 靴・履物 ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼤釜88-13 0195-27-3451
⾦⽥⼀ 共・専 仙養舘 宿泊業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼤沼24 0195-27-2231
⾦⽥⼀ 共・専 ラーメン　宝介　⼆⼾店 飲食店 ⼆⼾市⾦⽥⼀字上平89-1 0195-27-2930
⾦⽥⼀ 共・専 小岩井⽜乳⼆⼾販売店 乳類販売業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字上⽥⾯180-6 0195-27-2552
⾦⽥⼀ 共・専 支那そば　幸道 飲食店 ⼆⼾市⾦⽥⼀字上⽥⾯220-2 0195-27-2161
⾦⽥⼀ 共・専 かんぶんSS⾦⽥⼀ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ⼆⼾市⾦⽥⼀字上⽥⾯78 0195-29-1717
⾦⽥⼀ 共・専 クリーニング工藤 クリーニング業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字駒焼場15-25 0195-27-2053
⾦⽥⼀ 共・専 藤萬商店 菓子製造販売 ⼆⼾市⾦⽥⼀字駒焼場15-9 0195-27-2440
⾦⽥⼀ 共・専 株式会社　玉川観光タクシ－　⾦⽥⼀営業所 旅客運送業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字駒焼場34-5 0195-27-2121
⾦⽥⼀ 共・専 中村工務店 建設業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字駒焼場48-6 0195-27-3341
⾦⽥⼀ 共・専 仕出し　さとう 仕出し ⼆⼾市⾦⽥⼀字駒焼場6-4 0195-27-3056
⾦⽥⼀ 共・専 佐藤呉服店 総合⾐料店 ⼆⼾市⾦⽥⼀字馬場110-3 0195-27-2831
⾦⽥⼀ 共・専 細沼薬店 薬店 ⼆⼾市⾦⽥⼀字馬場47-5 0195-27-2333
⾦⽥⼀ 共・専 まるしょうストア 小売業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字馬場47-5 0195-27-3222
⾦⽥⼀ 共・専 むらまつ⽣花店 ⽣花店 ⼆⼾市⾦⽥⼀字水梨並⽊敷地 0195-27-4023
⾦⽥⼀ 共・専 熊野商店　ガレージくまの 板⾦・塗装 ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼋ツ⻑109-1 0195-27-2962
⾦⽥⼀ 共・専 和風レストラン蔵 飲食店 ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼋ツ⻑126-1 0195-27-3316
⾦⽥⼀ 共・専 熊野商店　⾦⽥⼀給油所 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼋ツ⻑165 0195-27-2251
⾦⽥⼀ 共・専 レストラン　パピコ 飲食店 ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼋ツ⻑275 0195-27-3033
⾦⽥⼀ 共・専 熊野商店　⾦⽥⼀アヴェニュー給油所 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼋ツ⻑296-1 0195-27-2238
⾦⽥⼀ 共・専 有限会社　イシダ 小売業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼋ツ⻑37-1 0195-27-3035
⾦⽥⼀ 共・専 ファミリードラッグ　たきじゅう ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼋ﾂ⻑125-1 0195-27-2666
⾦⽥⼀ 共・専 Kenny's Coffee　Stand ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼋ツ⻑271-1 0195-26-8332
⾦⽥⼀ 共・専 パナデン　ジョイフル 家電販売 ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼋ツ⻑277-1 0195-27-3121
⾦⽥⼀ 共・専 カダルテラス⾦⽥⼀ ホテル業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字湯⽥41 0195-26-8533
⾦⽥⼀ 共・専 ⾦⽥⼀温泉郷㈲　スパドーム 公衆浴場・宿泊業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字湯⽥53 0195-27-2511
⾦⽥⼀ 共・専 きたぐに 飲食店 ⼆⼾市⾦⽥⼀字湯⽥70-5 0195-27-2960
⾦⽥⼀ 共・専 ゆきはな　cafｅ 飲食店 ⼆⼾市⾦⽥⼀湯⽥59-14 0195-26-8105
⾦⽥⼀ 共通 ヤマダデンキ　テックランド　⼆⼾店 家電販売 ⼆⼾市⾦⽥⼀字上⽥⾯302-1 0195-43-3600
⾦⽥⼀ 共通 トマト⾐料館　⼆⼾⾦⽥⼀店 小売業 ⼆⼾市⾦⽥⼀字⼋ツ⻑126-1 0195-29-1010

◎この名簿の商品券取扱店舗は期間中に変更になる事があります。ご利⽤の際には取扱店に利⽤の可否のご確認をお願い致します。
◎店舗ごとに商品券の利⽤できる商品・サービスを限定する事があります。ご利⽤の際に取扱店にご確認ください。
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