
㈱大森 東栄2丁目4－8 クリーニング業
冨陽飯店 東栄2－2－1 飲食店（中華）
中華屋　昌華苑 黒磯653－26 飲食業
薄井自動車整備工場 黒磯6－464 自動車整備
木村酒店 安藤町19－23 酒類・食料品
有限会社　升忠酒店 安藤町40－357 酒類小売業
田辺理容 東豊浦1089－39 理容業
佐々木クリーニング店 東豊浦25－92 クリーニング
㈲アサノトラベル 豊浦93－1 旅行業
スーパービバホーム那須塩原店 豊浦12－1 ホームセンター
ユキ美容室 豊浦16－24 美容業
㈱タカダ黒磯店 豊浦12－1 文房具・包装資材小売
お菓子の店　ガトープリンス 豊浦122－2 洋菓子
ホームセンター　カンセキ黒磯店 豊浦93－19 ホームセンター
おしゃれの店　なかの 豊浦108－2 婦人衣料
スーパーセンタートライアル那須塩原店 豊浦12－1 小売業（食品・日用雑貨）
セブンイレブン黒磯豊浦店 豊浦北町69－82 小売業
ダスキン那須塩原支店 下厚崎97－53 サービス業（清掃用具レンタル・販売、お掃除サービス）
オートピットハウス 下厚崎264－194 小売店（タイヤ・ホイル・オイル他）
㈲栃木民報　松本印刷所 下厚崎267－20 印刷業
ダイニングカフェ　コショネ 下厚崎264－394 飲食店
麺房　勝や 下厚崎226－71　豊藤ビル1－E 飲食業（ラーメン）
ファッションハウス　べる 上厚崎371－1 婦人服　ベビー子供服
ATCフィットネス 上厚崎133－1 スポーツクラブ
㈲マルコー 上厚崎692－2 クリーニング業
旬味酒彩れん・てまひま工房REN 上厚崎458－3 飲食業および、湯葉・ドレッシング販売
hair shop BOSE 上厚崎600－35 理容業
カラオケ　メロディーランド 上厚崎371－3 カラオケ
ダイユー鍋掛店・中央店・豊浦店・若松店・東那須店 上厚崎406－16 スーパーマーケット
サロン・ド・YURI 上厚崎450－49 美容一般
菓子工房　ねむの樹　本店・若松店 上厚崎342－5 菓子製造　販売
和牛炭火焼肉　牛兵衛 上厚崎720－4 飲食業（焼肉）
㈲ダイソウ 上厚崎502－8 小売業（金物）
栃木トヨタ自動車㈱　黒磯店 共墾社96－6 車両販売及び整備
ABC美容室 共墾社95－7 美容室
カインズ黒磯店 共墾社字共墾場123－10 小売業
㈲相馬自動車商工 共墾社104 自動車整備・点検・車検・車輌・部用品
㈱オートアールズ　黒磯店 共墾社1－91－1 サービス業（カー用品）
にこにこ家 並木町116－46 弁当
R美容室 埼玉3－489 美容業
深谷建設㈱ 埼玉6－1059 建設業
敷島ファーム工場売店・那須高原黒毛和牛 敷島 埼玉2－37 黒毛和牛販売・飲食（焼肉他）
中華　百華園 埼玉823 飲食店
リフォームのことなら田建へ 埼玉6－102 建築・改修・解体、家・別荘・工場・店舗
むぎデザイン工房 埼玉325－20 プリザーブド・フラワーアレンジ
ドッグサロン遊 埼玉275－2 犬の美容
ファッションケア　サロン花車 埼玉403－12 クリーニング
マグロ屋㈱英進食品 埼玉350－9 鮮魚・冷凍食品
お食事処　わらべ、わらべの里 埼玉241－1 飲食業
K's hair美容室ケイズヘア 東原3－1240 美容室
㈲フローリスト花子 豊浦北町74－112 生花販売
黒磯総合法律事務所 豊浦北町74－151 法律相談等
アユミ家電 豊浦北町69－40 家電品小売
黒磯中央自動車学校 北栄町638－2 自動車教習所（自動車の運転免許）
星クリーニング 豊住町78－62 クリーニング業
焼肉ダイニング 東大和町1－9 飲食業
日本料理　つき邑 東大和町2－19 飲食業（和食、コース料理、食事、うなぎ、わっぱめし）
大野フトン店 桜町2－6 寝具
㈲荒井モータース 橋本町1－1 石油製品販売（ガソリン・軽油・灯油・重油）
藤交通㈱ 橋本町2－21 タクシー業
㈲大島材木店 橋本町1－5 建築業
まかべ酒店 弥生町10－2 酒小売
辺見米店 弥生町5－25 米小売
澤田薬局 弥生町2－25 薬・化粧品・エステ
㈲上吉原モータース 弥生町11－19 自動車修理・販売
婦人服　ひらのや呉服店 高砂町1－3 呉服・洋品
さくらい写真館 高砂町6－28 写真撮影業
薄井製麺 高砂町1－6 米・乾麺の加工販売
chus 高砂町6－3 飲食業
㈲マルダイクリーニング 大黒町3－5 クリーニング業
デイリーヤマザキ　菅間記念病院店 大黒町2－5 コンビニ
エバス 若葉町7－6真島コーポ3－107 飲食業
サンフーズ 若葉町7－6 飲食業（仕出弁当）
㈲遊山 若葉町7－11 飲食店（中国料理）
美容室　カーム 若葉町1－19 美容室
くつろぎの居酒屋　あきしの 若葉町2－66 飲食業（居酒屋）
伊藤工業 若葉町3－13 指紋認証入館管理システム鍵
ラ・マドレ 材木町1－26 飲食店
MEGAドン・キホーテ黒磯店 材木町3－5 小売業
㈲中屋金四郞商店 材木町3－2 土木建築資材・機械工具販売
和光メガネMEGAドン・キホーテ黒磯店 材木町3－5MEGAドン・キホーテ黒磯店内 メガネ・補聴器販売
南洋舎 材木町8－3 クリーニング店
ファミリーレストラン五十番 材木町7－7 飲食業（レストラン）
フローリスト　ハナハル 材木町2－57 生花小売
生活工房・ブックセンター　りーぶる 材木町3－5 婦人衣料
㈲大野写真センター 豊町8－49 写真プリント・カメラ販売
㈱佐治商店 豊町4－15 建築資材（プラスチック）・光触媒フラワー
学生用品の店　わたり　 豊町4－12 学生用品・婦人洋品
鈴屋　黒磯本店 豊町1－18 貸衣営業・呉服小売販売・フォトスタジオ
ナンカイ 豊町8－33 婦人服
㈱新栄屋 豊町2－4 総合食料品
㈲平井タイヤ商店（ミスタータイヤマン黒磯店・西那須野店） 豊町2－6 タイヤ・ホイル・オイル・他カー用品
㈲こばやしミート 中央町4－7 精肉店（食肉・惣菜）
㈴君島薬局 中央町2－25 医薬品・化粧品・雑貨
ジュエル　キクチ 中央町1－1 宝飾・メガネ・時計・補聴器
シーブイディスプレイ 中央町3－8 デザイン・看板・印刷物
㈲ミートショップかなざわ 中央町2－24 精肉
㈲大野商店 中央町1－11 酒販店
㈲愛月堂本舗・黒磯中央店・黒磯駅前店・ヨークベニマル那須塩原店・西那須野店 中央町1－13 和・洋菓子製造販売
㈲木村洋品店 本郷町6－13 紳士・婦人洋品呉服
横山リビング 新朝日6－21 寝具インテリア
こばやし呉服店 宮町5－15 洋品・呉服小売
㈱なす野 宮町4－29 飲食業
インテリア　サワ 宮町6－8 カーテン販売・内装工事
ヘアーサロン　AZAMI 宮町6－4 理容業
㈲平山燃料店 宮町3－17 燃料販売（ガス・灯油）
平山シャープ電化センター㈱ 宮町3－17 家電小売
人形の明石屋 宮町6－6 ひな人形・五月人形・提灯・羽子板
㈲花金生花店 宮町4－28 生花・針物
㈱藤田液化燃料 本町6－14 燃料販売（LPガス・灯油・重油他）
洋品呉服さわぐり 本町8－2 衣料品小売
㈲村上運動具店 本町2－7 スポーツ用品販売
㈲ヨロヅヤ 本町6－29 メンズ洋品・婦人洋品
御菓子処司　明治屋 本町4－3 和洋菓子
松葉屋洋品店 本町6－16 婦人洋品・白衣・下着・ユニフォーム・雑貨
黒磯観光タクシー㈱ 本町5－7 タクシー業
和光メガネ黒磯本店 本町8－14 メガネ・補聴器販売
㈱植竹虎太商店 本町6－34 肥料・農業資材・米小売
㈲政喜屋酒店 本町7－2 酒類販売業
ルビアン 本町7－29 婦人服小売
西村青果店 本町9－23 小売業（野菜・果物・花）
中国料理　樓蘭 本町7－23 飲食業
印南銃砲火薬店 本町8－18 銃・猟具・釣具・スポーツ用品の販売、煙火の打ち上げ
㈲金華堂 本町7－2 医薬品・雑貨・資生堂化粧品
㈱ウエタケ 本町7－5 燃料油
渡辺時計カメラ店 本町9－31 小売業（時計・メガネ・宝飾品・カメラ）

那須合同自動車㈱ 本町2－6 タクシー業
㈲すずきや 本町6－30 靴・バッグ
生そば　富陽 本町4－4 飲食店
ヘアコンシェルジュ　Kazuko 本町2－7 美容室
田原商店 本町9－33 小売（茶・食器）
㈲平山釣具店 本町5－16 釣り具
黒磯駅前　カフェセントロ 本町5－2 飲食業
割烹石山 本町5－5 飲食店
髙松靴店 本町6－33 小売業（靴）
㈱佐川商店 黒磯幸町6－23 建築資材販売
ヤマグチ洋品店 黒磯幸町9－22 婦人洋品・学生用品
ヘアーサロン　大木 黒磯幸町6－18 理容業
ヨークベニマル黒磯店・那須塩原店 黒磯幸町2－1 スーパーマーケット
大島クリーニング 黒磯幸町6－2 衣類クリーニング
㈲エー・プリント 黒磯幸町9－12 印刷業
セルシオール㈱ 黒磯幸町6－17 建築業
大関寿司 錦町14－5 飲食業（寿司）
㈲菊地市郎商店 錦町2-39 食品製造業
小河原電気商会 錦町4－13 家電小売
㈲枝種苗本店 錦町5－2 種苗部　資材部　園芸部
㈲黒磯ホンダモータース 錦町5－3 自動車販売・修理
美容室　WIZE 錦町15－12 美容業
焼肉かづや 錦町2－10 飲食業（焼肉）
ルスティコ 錦町2－3 飲食店
ジュエリー　オスカー 末広町77－3 ジュエリー・メガネ・補聴器
㈱カワチ薬品　黒磯店 末広町65－2 小売業（ドラックストア）
白十商会 末広町77－91 クリーニング業
和処ダイニング暖や　黒磯店 末広町53－78 飲食店
いとうガラス店 末広町77－140 ガラス小売
㈲秀寿司 末広町64－37 飲食業（寿司）
ステーキ宮　黒磯店 末広町53－59 飲食店
足つぼビリケン 末広町53－44 足つぼ
紳士服のコナカ 末広町64－86 紳士　婦人の洋服小売業
サンキ　新黒磯店 末広町64－87 小売業
有限会社　一帖 住吉町6－19 畳
㈲すみよし電器 住吉町1－34 家庭電化製品
星野印刷 住吉町4－1 印刷業
梅寿司 住吉町4－36 飲食業（寿司）
カメラのキタムラ　黒磯店 住吉町6－21 カメラ、プリント、スタジオ撮影、証明写真
㈲豊浦石油 豊浦町100－483 ガソリンスタンド
きみ寿司 豊浦南町87－106 飲食店
㈲市川自動車商会 豊浦南町83－8 自動車整備・販売
紳士のごようきき 新緑町92－319 紳士衣料
伊能印房 清住町95－22 印鑑・ゴム印・シャチハタ
佐藤商店 新町115－47 食料品小売
エステサロン貴姫 新町115－151 サービス業（エステサロン）
シュブデザイン　クレイル黒磯店 新町115－14 美容室
エビス産業㈲ 新町115－17 精肉店・惣菜・弁当
ミスタータイヤマン那須店・東那須店 豊住町80－19 タイヤ・カー用品・車検・修理販売
㈲天野商事 豊住町80－43 建材販売
コジマ×ビックカメラ黒磯店 豊住町78－4 家電販売
スーパーオータニ黒磯店 豊住町78－1 スーパーマーケット
㈱ヤマダ電機那須塩原店 豊住町80－5 家電量販店
㈱ニットー 豊住町79－38 自動車整備業　車検・点検・整備
とりせん黒磯店 豊住町78－93 小売業（スーパーマーケット）
マツモトキヨシ黒磯店 豊住町78－5 ドラッグストア
伊藤酒店 豊住町80－4 酒小売
婦人洋品・学生衣料　わたなべ洋品店 豊住町80－109 婦人洋品・学生衣料
ヘアー・山野愛子どろんこ美容 豊住町80－18 美容一般
パティスリー　ポンポネット 阿波町113－83テナントFuji1F 洋菓子製造小売
ケーズデンキ那須塩原店 阿波町99－2 小売業（家電製品）
しまむら黒磯店、アベイル黒磯店、バースデイ黒磯店、シャンブル黒磯店 阿波町113－65 小売業（衣類、服飾雑貨、寝具インテリア）
スポーツプラザ 春日町121-440 スポーツ用品販売
あさの 春日町121－333 スーパーマーケット
ボリュームの幸華 西新町118－794 飲食店
アンデュルジャン 西新町117－555 小売業（洋菓子店）

那須ガーデンアウトレット 塩野崎184－7 アウトレット
㈱星野アルミ建材 上郷屋98－55 アルミサッシ・ガラス工事・カーポート・テラス取付工事
株式会社アルシス 唐杉100－7 太陽光・電気工事業・住宅リフォーム・新築
シェレンバウム黒磯店 沓掛626－6 パン・洋菓子・カフェ
和光メガネ那須塩原本店 前弥六57－1 メガネ・補聴器販売
なすの斎場グループ全店 前弥六208－2 葬祭業（線香・仏具・仏壇）
那須塩原西口産直会 前弥六51 野菜・加工品
SNOWBOARD　SHOP　熊屋 佐野89－9 スノーボード
㈲室越電材 下中野913 家電
㈱パン・アキモト　石窯パン工房きらむぎ/㈱パン・アキモト　スマイル店 東小屋295－4 パン製造販売
㈲玉木商店 東小屋462－3 ガソリンスタンド
コモリ印店 東小屋194－2 実印・銀行印・認印・ゴム印
Ginger Dining「にぃ～ず」 東小屋473－8 飲食
㈲友喜 東小屋427－4 飲食業
やきとり鳥芳 東小屋166－3 やきとり
シャトレーゼ東那須店 東小屋448-7 小売（洋菓子、和菓子、アイス）
マルキ屋東那須野店 東小屋453-4 飲食（ラーメン、餃子）
㈱渡辺自動車 北和田867－3 自動車販売、車検、板金
ザ・ビッグエクストラ那須塩原店 島方455 各種小売業
ツーリストセンター那須塩原店 島方455ザ・ビッグエクストラ那須塩原店1F 旅行業
アスビーファム　那須塩原店 島方455　ザ・ビッグエクストラ店内 靴
博文堂書店　那須塩原店 島方455　ザ・ビッグエクストラ店内 書店
Mac-House 島方455　ザ・ビッグエクストラ店内 衣料品の販売
ビューティーサロンMafune 島方659－1 美容業
銀のさら釜寅　那須塩原店 島方545－21 宅配・寿司　宅配釜寅
星商事㈱オートピア那須店 島方23－1 ガソリンスタンド
小林内装 島方588 室内装飾
LANAII beauty place 島方551－26 美容室
サンキ　那須塩原店 島方456－10 衣料品
㈲吉野屋 大原間436 洋品・呉服・寝具
渡邉呉服店 大原間415 衣料品小売
渡辺宏商店 大原間434 プロパンガス・灯油
ヘアーサロン　わたなべ 大原間545－11 美容室
㈲まつもとクリーニング 大原間396－6 クリーニング
荒井家具電器店 大原間西1－12－12 家具・電気
イタリア料理　ヴィンチ 大原間西1－13－13 飲食業
㈲藤田呉服店 大原間西1－12－9 婦人洋品・学生衣料
みなや呉服店 大原間西1－6－10 呉服・寝具・洋品・学校用品・一般品

道の駅「明治の森　黒磯」 青木27 販売・飲食
㈱小畑工業社 青木17－29 管工事業
藤原商店 箕輪592－5 食料品・酒・たばこ
フードショップしおや 高林104－9 酒・食料品
源泉ほたるの湯　那須フィッシュランド 板室46 釣り・バーベキュー・日帰り温泉・宿泊
板室温泉　あったか～い宿　勝風館 板室1136 宿泊業（旅館）
加登屋旅館 板室859 宿泊業（旅館）
手打ち蕎麦・柏屋 板室599－5 飲食業（そば・かつ丼）
そば処　やしお 板室844－41 そば・うどん・定食
ONSEN RYOKAN 山喜 板室844 宿泊業（旅館）
山あいの宿　きくや一望館 板室841－100 宿泊業（旅館）
㈲池上ストアー 戸田2 一般総合食品小売
奥那須・大正村　幸乃湯温泉 百村3536－1 宿泊業（宿泊・日帰り入浴休憩・大型犬貸湯（足湯）シーズンのみ）
那須高原ガラス工房館 百村3536－1 ガラス製品販売・製作体験
㈲田代商店 木綿畑620 食料品店
高林産直食堂 木綿畑425－1 ラーメン・餃子

那須塩原市プレミアム
商品券発行事業 取扱加盟店一覧

■使用期限

平成29年8月27日（日）～
平成30年1月31日（水）まで

黒　磯

東 那 須 野

高　林

那須塩原市商工会／西那須野商工会



【お問合わせ】　那須塩原市商工会本所　TEL:0287（62）0373／塩原支所　TEL:0287（32）3767／西那須野商工会　TEL:0287（36）0697

㈲光陽社 東町2－4 チラシ、パンフレット、会報、名刺
村島酒店 東町4－4 酒類
南郷クリーニング店 東町6－1 クリーニング業
和厨房遊膳 東町5－6 飲食店（和食）
有限会社立場佐藤商店 東町7－20 酒、LPガス、灯油販売
有限会社小林モータース 東町11－4 自動車修理・車検・販売・保険
ヒルトップ倶楽部 井口531 ゴルフ練習場
西那須野温泉　大鷹の湯 井口548 宿泊業（旅館）
ファミリーマート那須塩原井口店 井口1176－121 コンビニエンスストア
ぴっころもんど 石林317－13 飲食業（レストラン、軽食）
ゴルフ5西那須野店 石林318－8 ゴルフ用品
和居酒房らびーた 石林666－5 飲食業
セブンイレブン西那須野南店 一区町311 コンビニエンスストア
ダスキン西那須野支店 一区町317－55 清掃用品の販売、レンタル
ステーキ　万葉 一区町237－22 飲食業
スワストア　西那須野南店 一区町264－16 スーパーマーケット（食料品及び雑貨）
小滝肥料店 扇町12－2 米穀、肥料、農薬、農業資材
UNOYA　KITCHEN　ウノヤキッチン 扇町1－3サンマートプラザ103 飲食業
大竹薬局 扇町2－23 薬品販売
橋本ガソリンスタンド 扇町3－9 ガソリン
柴田金物店 扇町4－7 リフォーム全般
㈱アートキノ宝飾 扇町6－16 宝飾品
珈琲舘　純 扇町6－17 飲食店
とんかつ高田 扇町10－1 飲食
季節料理　いとう家 扇町7－12 飲食業（日本料理）
竹清食堂 扇町4－5 飲食店
吉田屋商店西那須野インターチェンジ給油所 上赤田238－471 石油製品販売（ガソリン、軽油、灯油、タイヤ、各種オイル）

鈴木測量設計事務所 上赤田321－1172 測量、農転、開発許可申請
㈲ケイアイケイフーズ 北二つ室350 食品製造（餃子、生麺）
シャトレーゼ西那須野店 北二つ室350 小売（洋菓子、和菓子、アイス）
おいしいお肉と揚げ物のお店　サトウ精肉店 五軒町2－23 精肉、揚げ物、菓子、野菜他
居酒屋食堂　いずみ家 五軒町3－29 居酒屋
吉田屋商店西那須野配送センター 五軒町4－23 石油製品販売（灯油、重油、軽油、ガソリン）
WILD－1西那須野店 五軒町5－41 アウトドア用品
グルメ　ハラダ 五軒町7－1 精肉小売業
双葉堂時計店 五軒町7－6 時計・メガネ・宝飾
ヘアーサロンインナミ 五軒町7－7 理容業
豊かな明日をサポートする　SEKIYA 五軒町7－9 酒類及び飲料水
株式会社タカダ　西那須野本店 五軒町6－12 小売業（文房具、包装資材）
㈲星野製麺 五軒町1－24 麺類製造業
農家の店みのり　西那須野店 三区町510－2 小売（農業資材、農薬、肥料、花・野菜苗、園芸用品）
㈲阿久津左官店 三区町594－18 左官・タイル・石・ブロック
そすいの郷直売センター 三区町656－2 農畜産物直売所
和光メガネ　西那須野本店 下永田1－1006－24 小売業（眼鏡及び補聴器の販売）
とんかつれすとらん　たちばな 下永田1－1008－2 和食（とんかつ）
㈲大野屋 下永田1－1012－12 学生用品・婦人服
パンツショップアベニュー 下永田1－1012－12 カジュアル用品
割烹錦鮨 下永田1－995 飲食店
焼肉レストラン　チキンハウス 下永田2－1020－3 焼肉レストラン
アジアン食堂　たかよし 下永田2－1044－39 飲食店
株式会社　蛭畑肥料店 下永田2－929 肥料、農薬、米穀小売
割烹居酒屋　鮮国　弐しき 下永田3－4－612 飲食業
フードオアシスオータニ永田店 下永田5－1342－3 スーパーマーケット
鈴木クリーニング店 下永田6－1245－2 クリーニング業
㈱塩原屋バイパス店 下永田1－988－1 食品スーパー
㈱カワチ薬品　下永田店 下永田1－1003－1 ドラッグストア
コメダ珈琲店西那須野店 下永田1－1003－2 飲食店
吉田屋商店西那須野バイパス給油所 新南163－637 石油製品販売（ガソリン、軽油、灯油、タイヤ、各種オイル他）
日本料理　うめ野 新南163－941 飲食店
ウエルシア薬局　西那須野南郷屋店 新南163－12 医薬品、化粧品、食品、雑貨
宇都宮餃子館　西那須野店 新南163－35 飲食店（餃子）
ソエヤ金属工業 新南163－16 手すり、門扉等鉄溶接全般
ホウライカントリ－倶楽部 千本松793 ゴルフ場
千本松牧場 千本松799 総合レジャー施設
西那須野カントリー倶楽部 千本松804－2 ゴルフ場
silve jewelry shop CLOVER店 太夫塚1－195 アクセサリー
クライミングジムGAN’S 太夫塚1－195 クライミングジム
サンドラッグ西那須野店 太夫塚6－232－31 小売業　ドラッグストア
中華　南地楼 太夫塚3－204－16 飲食業
人形の宝山 太夫塚3－204－3 節句人形
五番街 太夫塚6－232－213 美容一般
ドコモショップ　西那須野店 太夫塚6－232－8－2 携帯電話販売業
扇寿司 太夫塚1－195－8 寿司、さしみ
マチ美容室 太夫塚2－198 美容業
㈱ヨークベニマル西那須野店 太夫塚6－232－6 スーパーマーケット（食品、衣料品）
赤みそ家太夫塚店 太夫塚6－232－7 飲食（ラーメン、餃子）
株式会社ムロイハウジング 太夫塚6－233－96 住宅リフォーム一式
有限会社シモカワ機器 槻沢287－10 住宅設備機器販売
有限会社　大野茶店 永田町10－1 茶、海苔、茶道具
岡埜屋酒店 永田町12－4 日本酒、ビール、ワイン、洋酒、リキュール、飲料水他
プリントショップ　山光堂 永田町2－17 撮影及びプリント（加工含む）
おしゃれの店　アライ 永田町3－5 化粧品、化粧雑貨、アクセサリー、袋物
コーヒー＆サンドウィッチ　HOPE 永田町3－6 喫茶店
お食事・酒処　食べごろ 永田町3－9 各種定食、唐揚げ他酒類（飲食店）
㈲小島屋呉服店 永田町4－15 呉服、和装小物、婦人洋品、盆提灯、ギフト
中華食堂　新洪記 永田町6－16 飲食店
山三茶店 永田町8－7 茶小売
スクールショップあかばね 永田町9－18 学生衣料（学生服・セーラー服・小学校中学校運動着）
ねだや模型 永田町9－2 模型、教材、イベント用品、花火、ラジコン
旭書店 永田町9－5 書籍
オカモト靴店 永田町9－8 紳士靴、女性靴、学校上履
磯履物店 永田町11－13 履物小売（学校上履、草履、サンダル、下駄）
小滝輪業 永田町14－17 自転車、バイク
Yショップ　しおかわ 永田町3－4 食品、雑誌、雑貨、タバコ、酒
㈲やつか商店 永田町14－20 一般食品
中江文具店 永田町2－6 文具、事務用品
本田青果店 永田町2－11 野菜、果物、食料品
ジェイアールバス関東㈱西那須野支店 永田町1－7 バス事業、乗車券（回数券）、周遊きっぷ
そば処　くろ麦 二区町322 飲食業、洋菓子販売
ファミリーマート那須塩原二区町店 二区町492－3 コンビニエンスストア
㈲ショーエイ通信 二区町498－64 建設、通信機器、防犯カメラ
白洗舎の涼洗い 西朝日町6－43 クリーニング業
クアトロクルーカラーズ 西朝日町8－14 飲食業（レストラン）
手塚電化サービス 西朝日町2－29 家電品
有限会社　吉田屋商店 西栄町1－8 石油製品販売（灯油、LPガス、ガス器具）、荒物、雑貨、際物販売
山内園 西栄町2－9 茶、器、茶器、雑貨
こだき洋品店 西栄町4ー6 学生衣料品（制服・運動着）その他学校指定品及び実用衣料品
大谷畳店 西栄町1－9 畳工事一式
ふとんの岡田屋 西栄町3－17 寝具
美代志食堂 西栄町3－4 飲食店
ヒヤマ種苗店 西栄町3－16 種苗小売業（種、苗、農薬、肥料）
㈲那須石油 西富山129 石油製品販売業
洋服の青山　西那須野店 西富山74－1 小売業（紳士服、婦人服）
ヌードルみの作本店 西富山76－2 飲食（ラーメン、餃子）
㈲石川ストアー 西富山108－2 食品、総合スーパー、酒、たばこ、乳製品など
那須車輌整備株式会社 西原町6－20 自動車整備
ファッションセンターしまむら　西那須野店 西三島1－137－1 衣料品
㈲リビングショップミカワヤ 西三島1－151－43 燃料小売業
㈱カワチ薬品　西那須野店 西三島1－155－4 ドラッグストア（医薬品・化粧品・雑貨品・食料品）
お菓子工房エータロー 西三島2－156 洋菓子＆飲食店
マドリエ那須塩原 西三島3－183 外構デザイン及び設計、施工
有限会社菅野設計 西三島2－156 建築設計、一般建設業
中華料理　龍鳳園 西大和1－7 中華
おもちゃのマンネンヤ 西大和1－8アクアス1F 玩具
CLOVERアクアス店 西大和1－8アクアス1F アクセサリー
トライアルマート西那須野店 西大和1－8 食料品・日用雑貨・衣料品
澤田書店　システム部 西大和2－42 パソコン、書籍、雑誌
you遊いいやま 西大和2－42 小売（衣類、毛糸、手芸品他）
オーダーメイドレディースセレクトショップ　kon． 西大和3－9 オーダーメイド、レディース衣料品
山本畳店 西大和5－10 畳
ドリームロード道夢 東赤田387－7 ラーメン
スーパーオータニ西那須野店 東三島5－89－1 スーパーマーケット
マツモトキヨシ　那須塩原東三島店 東三島5－103－9 ドラッグストア
㈲ロイヤルホーム 東三島6－397－12 住宅に関する工事
株式会社　塩原屋 三島1－23 食品スーパー
有限会社　オガワ電器 三島1－23 家電品販売と修理、工事
白鳥舎クリーニング 三島3－124－5 クリーニング業
総合葬祭　山木屋 三島3－2－1 葬儀、お供物、仏壇、仏具等
㈱三桝屋　西那須野店 三島3－7 スーパーマーケット
ひがの生花店 三島3－7 切花、鉢花
三川屋 三島2－14 飲食業
ねくすと 緑1－13－112 外構工事、エクステリア、インテリア雑貨
カワチ薬品　大田原西店 緑1－8－44 ドラッグストア
サンジュエリきくち 緑2－1283－1 時計、宝飾、メガネ、補聴器
ベイシア那須塩原店 緑2－1155－11 食料品、衣料品、住関連品
ラーメン　だいぜん西那須野 南郷屋2－149－2 ラーメン
有限会社立美電機商会 南郷屋3－163－728 家電品販売、修理、電気工事
シダックス西那須野クラブ 南郷屋2－106－29 カラオケ施設（娯楽業）
中華料理　阿Q 南郷屋2－145 飲食
フナヨシ 南郷屋2－146 洋菓子
アルペン西那須野店 南郷屋2－146－30 スポーツ用品販売
カインズホーム　西那須野店 南郷屋2－148－16 日用雑貨等
居酒家　陽暖 南郷屋3－128－1 居酒屋
ハッピーベル　タカヤマ 南郷屋3－129－1 メガネ、補聴器、時計、宝石小売
ヘアースタジオ　アート 南郷屋3－145－32 理容業
ハヤシモータース 南郷屋4－30 自動車修理販売
サトーカメラ　西那須野店 南郷屋4－4 写真プリント、デジタルカメラ、及び関連商品　証明写真
有限会社ヤシロゴルフショップ 南郷屋3－145－12 ゴルフ用品販売
シャモニー白河屋 睦105－61 洋菓子製造、販売
カウンセリングルーム栃木ホットロード 四区町743－81 カウンセリング
鈴木食料品店 南町6－3 食料品、クリーニング取り扱い
㈲遅沢建設 西遅沢91－2 建設業、リフォーム工事

ペンション　だんどりあん 寺子2056－2 ペンション
のぐちストアー 越堀379 食料品スーパー
㈲藤田家電 越堀160 家電販売
らーめん　おおもり 鍋掛1015－37 飲食業
那須屋商店 鍋掛1530 小売業
薬局きみじま 鍋掛1087－32 くすり・処方薬・雑貨・化粧品
㈲若松家具店 鍋掛1088－244 家具・インテリア
ブック＆ファッション　わかまつ 鍋掛1087 書籍・雑誌・文具・衣料品・贈答品
マツモトキヨシ　エイトタウン　那須塩原店 鍋掛1087－1383 医薬品・化粧品・日用品・食品
ラーメン屋さん麺太郎 鍋掛1088－26 飲食店
エビス産業　豊浦店 鍋掛1089－19 小売店（食肉・惣菜）
㈲那須醤油 鍋掛1087－64 味噌・漬物・醤油製造業
ダイユーエイト　那須塩原店 鍋掛1087－28 小売業（ホームセンター）
Yショップ　いますや 鍋掛879 小売業（食品・酒など）
食堂　和光苑 鍋掛1088－228 飲食店
ユーディーホーム株式会社 鍋掛1088－48 建築工事業
㈲三光ドライ 鍋掛1087－770 クリーニング業
㈲アルミック 鍋掛1087－518 アルミサッシ施行・販売（住宅用サッシ・玄関、エクステリア、網戸張替等）
黒磯新建材㈱ 鍋掛1087－518 建築資材販売（合板・住宅用建具・水回り設備等）
カクヤス商販㈱黒磯店 鍋掛1086－303 農業資材販売店
㈱大野養蜂園 野間125－1 蜂蜜等・健康食品　はちみつ、ローヤルゼリー、プロポリス

ホテルニュー塩原 塩原705 宿泊業（ホテル・旅館）
旭亭 塩原711－8 飲食業（ウナギ・カツ・和食）
塩原温泉　栄太楼 塩原689 菓子製造販売
温泉まんぢう製造元　今井屋製菓 塩原786－8 菓子製造業
布屋 塩原801－3 呉服・洋品
理容渡辺 塩原704-1 理容業
くいものや　花水木 塩原1108－2 飲食業
美由堂 塩原2523－1 菓子製造小売
塩原グリーンビレッジ 塩原1230 宿泊・オートキャンプ・温泉入浴・レストラン等
塩原食販 塩原706 食料品販売
割烹旅館　湯の花荘 塩原323 宿泊業（旅館）
秀山閣　佐か茂登 塩原684 宿泊業（旅館）
旅館　上会津屋 塩原745 宿泊業（旅館）
もみじや牛乳店 塩原2197 牛乳販売
ZACK OUTDOOR 塩原2196－13 アウトドアツアー
伊藤穀屋 塩原696 酒小売
矢野薬店 塩原1308－6 医薬店
しおばら千二百年物語　ブレス 塩原17 酒・土産・飲食
満寿家 塩原770－1 宿泊業（旅館）
池田夜具店 塩原771－7 寝具小売
船山ふとん店 塩原1308－4 寝具小売
加東電気商会 塩原2435－1 家電小売
ペットと楽しむ温泉旅館　福久寿苑 塩原453－1 宿泊業（旅館）
くだもの屋カフェ　通りの茶屋　藤屋 塩原689 飲食店
仲野屋 塩原312 土産品・菓子類・飲料品等
湯津上屋 塩原771－2 飲食業
釜彦 塩原2611 ソース焼そば
カフェレストラン洋燈（ランプ） 塩原747 飲食店
和泉屋旅館 塩原190－3 宿泊業（旅館）
貸切が嬉しい露天風呂　湯宿　柏屋旅館 塩原364 宿泊業（旅館）
おやど　小梅や 塩原316 宿泊業（旅館）
明賀屋本館・彩つむぎ 塩原353 宿泊業（旅館）
湯守　田中屋 塩原6 宿泊業（旅館）
温泉旅館　恵山荘 塩原204 宿泊業（旅館）
小林電気商会 塩原320－8 家電小売
鈴木屋・SUZU　Café 塩原683－2 山椒の佃煮・お土産・カフェ（とて焼等）
㈲渡辺畳店 塩原597－9 畳製造
えくぼ 塩原325－6 飲食店
秘湯の宿　元泉館 湯本塩原101 宿泊業（旅館）
やまの宿　下藤屋 湯本塩原11 宿泊業（旅館）
大出館 湯本塩原102 宿泊業（日帰り入浴・宿泊）
奥塩原高原ホテル 湯本塩原113－4 宿泊業（ホテル）
にごり湯の宿　湯荘　白樺 湯本塩原14 宿泊業（旅館）
渓雲閣 湯本塩原37 宿泊業（旅館）
ハンターマウンテン塩原 湯本塩原字前黒 スキー場
すっぽん料理　河童 上塩原238 すっぽん料理
旅館まじま荘 上塩原580 宿泊業（旅館）
延四郎 上塩原691－1 飲食系・野産物販売
旅の宿　芙蓉荘 中塩原540－467 宿泊業（旅館）
ガストホフ　夢木香 中塩原347－2 宿泊業（ペンション）
湯宿　梅川荘 中塩原2004 宿泊業（旅館）
和風旅館　松の井荘 中塩原566 宿泊業（旅館）
ファミリーマート　塩原温泉店 中塩原4－10 コンビニエンスストア

アグリパル塩原 関谷442 農産物・パン・菓子・レストラン
㈲石川商店 関谷2031－2 食料品・酒・たばこ
㈲藤田金物店 関谷2036－15 金物
秋山製麺 関谷129－1 麺類・竹細工・そば粉
お食事処　信吉 関谷2047－1 飲食業
そば八 関谷1426 飲食業（ひたしそば・もつ煮）
フレンドリーマートいそや 関谷1227－10 食料品小売（刺身・肉・酒等）
川崎屋商事㈲ 関谷488－1 ガソリン・灯油・プロパンガス
理容大貫 関谷57－5 理容業
ふじ美容室 関谷1175－25 美容業
相馬屋（サラダ館塩原関谷店） 関谷1179－1 衣類・贈答品
理容ハッピー 関谷2051－20 理容業
㈲相馬建設 関谷1231 土木・外構工事
㈲大橋電気工事 関谷151－4 電気工事
理容　きみしま 関谷316－1 理容業
コスガ車輌整備 関谷1214 自動車整備
㈲森設備 関谷2005－17 上下水道・管工事・リフォーム
米穀・肥料・農業資材　平山三志商店 関谷160 米穀・肥料・農薬・農業資材
髙瀨畳店 関谷56 畳製造・加工
㈱ジョイア・ミーア・ガーデン塩原関谷店 関谷3045－1 飲食業（イタリアレストラン）
株式会社　atFuTuRe 関谷2031-4 自動車の販売、タイヤ、ホイール、ナビゲーション等の販売
塩原カントリークラブ 折戸148 ゴルフ場
㈲薄井設備 下田野454 水道施設工事
塩原珈琲店　ザ・オーブン 下田野532－171 菓子製造・販売
中華料理　清華 下田野531－37 飲食店（中華・とんかつ）
そば　美乃福 下田野528－21 そば
蕎麦　道楽庵 下田野531 飲食店（蕎麦・うどん・定食等）
印南工務店 金沢1316 建築業
渡邉工務店 上大貫161－2 建築・リフォーム
和菓子　信鶴堂 接骨木446-292 菓子
テンガロンハット 接骨木446-65 飲食業（バーベキュー）
カフェ＆キッチン　パディントン 接骨木445-101 飲食店

鍋　掛

塩　原

箒　根

西那須野

※ 加盟店は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

● 本券のご利用期間は、平成29年8月27日（日）から平成30年　月31日（水）までとします。1
● 本券は、本券取扱店ステッカー、のぼりが掲示された店舗でご利用いただけます。
● 本券は、交換、販売及び譲渡はできません。
● 本券の盗難、紛失または滅失、毀損に対し、当商工会はその責を負いません。
● 本券は、現金とのお引換えはいたしません。
● 本券は、つり銭のお返しはいたしませんので、額面以上にてご利用ください。
● 本券で、ご購入いただけない商品等（各種商品券、プリペイドカード、印紙、切手、はがき、たばこ、市指定ごみ袋等、そ
の他加盟店が指定したもの）もあります。

● 本券での、公共料金（電気・水道・電話（携帯電話を含む）等）・税金（市・県・国税）等の支払いはできません。
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