
取　　扱　　店 住　　　　所 業　　種（取扱品） 電話番号

元祖チキンハウス 下永田2-1020-3 飲食(焼肉レストラン) 36-1038
取　　扱　　店 住　　　　所 業　　種（取扱品） 電話番号 季節料理いとう家 扇町7-12 飲食業(日本料理、うなぎ) 36-0028

アグリパル塩原 関谷442 農産物・パン・菓子・レストラン 35-4401 ㈲君島生花店 永田町12-2 生花販売 36-4187
旭亭 塩原711-8 飲食業（ウナギ、カツ、和食） 32-2109 クアトロ　クルー　カラーズ 西朝日町9-1 飲食業 36-4076
池田夜具店 塩原771-7 寝具小売 32-2158 串焼きダイニング　串の介 下永田2-1044-8 飲食業（串焼き専門店） 38-2128
㈲石川商店 関谷2031-2 一般食料品、酒 35-2026 クスリのアオキ　太夫塚店 太夫塚1-232-12 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用雑貨） 47-7031
イタリア料理 ジョイア・ミーア塩原関谷店 関谷2045-1 飲食業（イタリア料理） 35-3309 クスリのアオキ　三島店 三島1-15-3 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用雑貨） 47-6212
伊藤穀屋商店 塩原696 酒販店 32-2026 くれーぷばる千 永田町3-8 クレープ 070-2836-1359
井上商店 下大貫995-1 飲料水・モップ 36-7521 グルメハラダ 五軒町7-1 精肉店 37-8182
今井屋製菓 塩原786-8 温泉まんぢう製造販売 32-2301 CLOVER925　アクアス店 西大和1-8そすいスクエア AQUAS 1F アクセサリー 47-5925
㈲薄井設備 下田野454 水道施設工事・浄化槽管理 35-2932 コーヒー＆サンドイッチHOPE 永田町3-6 喫茶(珈琲・ジュース・スパゲティ・サンドイッチ等) 36-4814
榮太楼 塩原689 和菓子・パン・カフェ 32-2155 珈琲舘　純 扇町6-17 飲食店 36-1310
㈲江連銃砲火薬店 関谷1175 射撃用品・猟具 35-2015 ㈲小島屋呉服店 永田町4-15 呉服・和装小物・婦人用品・タオル・ギフト 36-0633
大出館 湯本塩原102 宿泊業（日帰り入浴・宿泊） 32-2438 ㈲小滝肥料店 扇町12-2 米・肥料・農薬 36-0100
大野茶店 塩原728-4 茶・海苔 32-2519 こだき洋品店 西栄町4-6 学生服・セーラー服及び学校指定運動着と婦人洋品雑貨 36-0416
オートサービス　タカハシ 関谷1057 自動車、部品、用品、修理 35-4663 ㈲小林モータース 東町11-4 自動車整備 36-0666
奥塩原高原ホテル 湯本塩原113-4 宿泊業（ホテル） 32-2464 五番街 太夫塚6-232 美容一般 36-6811
お食事処　信吉 関谷2047-1 飲食店 35-3037 コメリハードアンドグリーン　西那須野店 一区町254-3 ホームセンター（日用品・工具・建材・園芸用品） 39-0577
おみやげ笠間屋 関谷1325-1 お土産・温泉まんじゅう・雑貨 35-3300 kon. オーダーメイド＆レディースセレクトショップ 西大和3-9 オーダーメイドと婦人服 36-0656
温泉旅館　恵山荘 塩原204 宿泊業（旅館） 32-2425 サトウ精肉店 五軒町2-23 総合食肉卸・小売(牛、豚、鶏、羊等、食品、菓子、乳製品、野菜) 36-1203
貸し切りが嬉しい露天風呂 柏屋旅館 塩原364 旅館業 32-2921 ㈱澤田書店 西大和2-42 事務用品、事務機　その他 37-4422
ガストホフ　夢木香 中塩原347-2 宿泊業 32-5111 サンジュエリきくち 緑2-1283-1 時計・メガネ・貴金属・補聴器 36-7556
加東電気商会 塩原2435-1 家電小売 32-2930 サンドラッグ　西那須野店 太夫塚6-232-31 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品 39-6630
カフェレストラン ピアノピアーノ 関谷2044-5 飲食店 48-7500 サンノハチ 永田町3-8 食品小売業 48-6835
カフェレストラン洋燈 塩原747 飲食店 32-4000 ＪＡなすの　グリーンハウス塩那店 太夫塚3-221-11 酒・食料品・家電・寝具・衣料品・雑貨 36-1535
釜彦 塩原2611 飲食店(スープ入り焼きそば) 32-2560 ㈱塩原屋　三島店 三島1-23-13 食品スーパー 38-1050
亀屋本舗 塩原618-15 菓子製造・販売 32-2568 しず 扇町1-3サンマートプラザビル105 飲食業 47-7244
川崎屋商事　アルタイルS.S 関谷488 ガソリンスタンド 35-2331 柴田金物店 扇町4-7 リフォーム工事 36-1358
㈱カワチ薬品　塩原関谷店 関谷2046-2 ドラッグストア 35-3550 シャトレーゼ　西那須野店 北二つ室350 菓子販売業(洋菓子・和菓子) 37-4378
菊池デンキ 中塩原17-61 家電商品 32-3239 シャモニー白河屋 睦105-61 洋菓子 36-4311
くいものや　花水木 塩原1108-2 飲食 32-4417 旬彩寿し幸大 五軒町1-13マンションアカデミー1F 飲食業(すし) 37-6999
くだもの屋カフェ　藤屋 塩原689 飲食店 32-2314 信鶴堂 接骨木446-292 菓子(かりんとうまんじゅう・どら焼等) 36-4123
グリル三笠軒 塩原235-1 飲食業 070-6628-6569 信鶴堂　下永田店 下永田8-1133-1 菓子(かりんとうまんじゅう・どら焼等) 37-5551
源泉掛け流しのちいさなホテル 塩原山荘 塩原2391 旅館業（御宿泊、お食事） 32-2756 仁屋 睦106-133 お弁当・飲食 53-7544
幸楽寿司 塩原725-1 寿司店 32-2061 ㈲菅野設計 西三島2-156 建築設計、一般建設業 36-7256
コスガ車輌整備 関谷1214 自動車整備 35-3225 スクールショップあかばね 永田町9-18 小中学校運動着、学生服、セーラー服 36-0271
コメリハードアンドグリーン 塩原関谷店 関谷字中町462 ホームセンター（日用品・工具・建材・園芸用品） 34-1051 ㈲寿し処ひまわり 一区町248-16 寿し店 37-1012
しおばら千二百年物語　ブレス 塩原17 酒・土産・飲食 32-2337 鈴木食料品店 南町6-3 食料品、クリーニング取扱い 36-0363
塩原グリーンビレッジ 塩原1230 宿泊業、レストラン、温泉入浴 32-2751 ステーキ＆グリル　万葉 一区町237-22 飲食業(ステーキやグリル料理をメインとしたレストラン) 36-4061
塩原食販　水車 塩原706 食料品販売・食堂 32-2108 炭火やきとり武 下永田2-1044-6 飲食業 48-6945
㈲塩原ファミリー牧場 下田野428-39 レストラン・日帰り温泉 35-2311 セブンイレブン　西那須野緑店 緑2-1153-1 コンビニエンスストア 38-2622
鈴木屋　SUZUの森café 塩原683-2 カフェ、土産 32-2178 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 36-1966
すっぽん料理　河童 上塩原238 すっぽん料理 32-2364 千本松牧場 千本松799 飲食、小売 36-1025
相馬屋（サラダ館塩原関谷店） 関谷1179-1 衣類、贈答品 35-2010 そば柳川 西富山113-1 そば・うどん 36-4555
蕎麦カフェ　HIRO 塩原634 飲食店 53-7771 ㈱タカダ 五軒町6-12 小売業(文房具、包装資材) 36-0063
蕎麦　道楽庵 下田野531 飲食店 35-3770 竹清食堂 扇町4-5 飲食店 48-7622
そば八 関谷1426 ひたしそば・もつ煮定食 35-3524 ダスキン　西那須野支店 一区町317-55 清掃・衛生用品のレンタルと販売、清掃サービスなど 39-6077
そば　美乃福 下田野528-21 そば 35-3543 ㈲立場佐藤商店 東町7-20 酒類販売、LPガス、灯油販売 36-0138
高砂屋物産店 塩原678-3 土産品販売・衣料品 32-2242 食べごろ 永田町3-9 飲食店 37-7496
多助そば　湯津上屋 塩原771-2 飲食業 32-2127 チャイニーズ厨房　虎秀 西栄町2-9 飲食業 46-5171
チーズガーデン塩原珈琲、チーズガーデンTHE OVEN 下田野532-171 菓子の製造、販売 35-4608 中華　南地楼 太夫塚3-204-16 飲食業 37-6707
中華料理　清華 下田野531-37 飲食店(中華・とんかつ） 35-2280 中華料理　阿Q 南郷屋2-145 飲食店(中華) 36-4588
㈲銚子屋 塩原739 飲食業 32-2433 中華料理　三区 三区町618 飲食業 36-6801
眺望露天自家源泉の宿 ますだや 塩原729 旅館業 32-2211 中華料理　龍鳳園 西大和1-7 中華 36-1202
仲野屋 塩原312 土産品・菓子類･飲料品等 32-2311 手打ちうどんそば松栄庵 下永田1-1009-8 うどん・そば・天ぷら（テイクアウト可） 36-6818
㈲成田商店 塩原610-3 食品・酒販売 32-2557 手塚電化サービス 西朝日町2-29 家電品 37-0313
にごり湯の宿 湯荘白樺 湯本塩原14 旅館 32-2565 天ぷら割烹天甚 太夫塚6-232-374 飲食店 37-4532
日本料理　松本 塩原706 飲食業 32-2223 東京靴流通センター 西那須野アクロスプラザ店 太夫塚6-232-6アクロスプラザ西那須野内 靴の販売 39-6939
布屋 塩原801-3 呉服・洋品 32-2031 道とん堀　西那須野店 東三島3-61-2 飲食店（お好み焼き） 39-5005
ハンターマウンテン塩原 湯本塩原字前黒 リフト券、お土産、他 32-4580 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 36-5384
秘湯にごり湯の宿 渓雲閣 湯本塩原37 宿泊業（旅館） 32-2361 とち 永田町15-11 飲食業 38-2468
ファッションライフやぎさわ 関谷2031-8 洋品呉服小売 35-2037 とちぎコープ生活協同組合 西那須野センター 東三島1-104-215 小売 36-7781
ファミリーマート 塩原温泉店 中塩原字マギノ4-10 コンビニエンスストア 31-1005 トライアルマート　西那須野店 西大和1-8 小売業(日用品、食料品、衣料等) 39-3911
藤田金物店 関谷2036－15 金物類小売 35-2620 とんかつ高田 扇町10-1万第2ビル 飲食(とんかつ) 36-3246
ふじ美容室 関谷1175-25 美容業 35-2115 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) 37-3453
船山ふとん店 塩原1308-4 寝具 32-2347 中江文具店 永田町2-6 文具、事務用品 36-0555
フレンドリーマート　いそや 関谷1227-10 食品小売業 35-3438 ㈲中屋金四郎商店　西那須野支店 東三島5-75-5 土木、建設資材、機械工具販売 36-3212
ヘアーサロンヨシザワ 中塩原354-20 理容業 32-3741 ㈱ナス・コーポレーション 東三島6-337-148 エアコン、ボイラー、冷凍機 37-5858
米穀・肥料・農業資材 平山三志商店 関谷160 小売業（米穀・肥料・農業資材） 35-2021 那須車輌整備㈱ 西原町6-20 自動車　車検、整備、点検、各種保険取扱い 36-1151
ホテルニュー塩原 塩原705 ホテル旅館業 32-2611 ㈲那須石油 西富山129 石油製品販売業 36-4744
㈲ホテル福久寿苑 塩原453-1 宿泊業（ペットと楽しむ温泉旅館） 32-2277 人形の宝山 太夫塚3-204-3 節句人形販売業 37-5943
満寿家 塩原770-1 宿泊業（旅館） 32-2001 ねだや模型 永田町9-2 模型・ラジコン・教材・食品菓子・花火・イベント用品 36-0033
みかえりの郷 彩花の湯 関谷1425-211 日帰り温泉 35-3624 白洗舎 西朝日町6-43 クリーニング 36-0342
美由堂 塩原2523-1 菓子製造小売 32-3290 白鳥舎クリーニング 三島3-124-5 クリーニング 36-3738
焼鳥　えくぼ 塩原325-6 飲食店 32-2229 ㈲橋本管材 東三島1-104-158 上・下水道機器、住宅設備機器販売 36-9671
矢野薬店 塩原1308-6 医薬品、医薬部外品、日用品 32-2036 ハッピーベル　タカヤマ 南郷屋3-129-1 メガネ・時計・宝石・補聴器 36-0734
やまの宿 下藤屋 湯本塩原11 宿泊・飲食 31-1111 パティスリー　ガレット 西大和2-14西大和店舗1階 洋菓子(ケーキ)販売 36-4767
湯の花荘 塩原323 旅館業 32-2824 ㈲ハヤシモータース 南郷屋4-30 各種自動車整備販売、鈑金塗装等 36-2311
湯宿 梅川荘 中塩原2004 旅館業 32-5115 ひがの生花店 三島3-124-26 生花 36-8004
理容大貫 関谷57-5 理容業 35-2052 ビジネスホテルアジサイ 井口532-17 ホテル業 36-8181
理容きみしま 関谷361-1 理容業 35-2201 ぴっこらるーじゅ 東関根1-7 ピザ･パスタ･オムライス 39-5237
理容トムラ 塩原334 理容業 32-2515 ヒヤマ種苗店 西栄町3-16 種、苗、肥料、農薬、農園芸資材 36-1051
理容ハッピー 関谷2051-20 理容業 35-2422 ビューティーサロン・マチ 太夫塚2-198 美容室 36-6383
理容渡辺 塩原704-1 理容業 32-2048 ヒルトップ倶楽部 井口531 ゴルフ練習場 37-4666
旅館 上会津屋 塩原745 旅館業 32-2734 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、雑貨の販売 39-1020
旅館 まじま荘 上塩原580 旅館業 32-4162 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 39-6692
㈲渡辺畳店 塩原597-9 畳製造 32-2427 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 39-5388

ファミリーマート　那須塩原南郷屋店 南郷屋2-148-238 コンビニエンスストア 39-0188
双葉堂時計店 五軒町7-6 時計・眼鏡・宝飾 36-0336
フナヨシ洋菓子店 南郷屋2-146 製菓業 36-2576

取　　扱　　店 住　　　　所 業　　種（取扱品） 電話番号 プリントショップ　山光堂 永田町2-17 撮影及び写真焼付け 36-0724
アートキノ宝飾 扇町6-16ウエストグリーンハイツ1F 宝石・貴金属・アクセサリー 36-5123 ふるさとにしなす産直会 三区町657-26 そすいの郷直販センター 37-7768
㈲阿久津左官店 三区町594-18 左官工事業 37-0826 ヘアーサロン　インナミ 五軒町7-7 理容 36-0501
㈲旭書店 永田町9-5 OA機器・教科書・学校教材・書籍・文具 36-0224 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ｉＬｉｉ 西那須野 東三島2-85-4 美容室（カット・カラー・トリートメント・シャンプー等） 55-1976
アベニュー 下永田1-1012-12 衣料品（カジュアル用品） 36-6224 ヘアーサロンほし 太夫塚3-221 理容業 36-7546
アンカースケートショップ 西栄町12-18 スケートボード用品小売 080-8816-0001 ヘアースタジオ　アート 南郷屋3-145-32 理容業 37-4037
Izakaya Cava 西大和4-3長谷川ハイツ102 居酒屋 46-5018 ㈲星野製麺 五軒町1-24 麺類製造業 36-0366
居酒家　陽暖 南郷屋3-128-1 居酒屋 36-6171 ほねつぎ西那須野はり・きゅう接骨院　　 下永田1-986-3 療術業 37-2388
㈲石川ストアー 西富山108-2 食料品、酒類、日用品 36-5307 本田青果店 永田町2-11 青果物 36-0442
石窯イタリアンアンジェロ 下永田1-1424-1 飲食店(イタリアン料理) 37-6339 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 39-1016
イタリア料理カンパーニャ 西三島7-236-15 飲食店(レストラン) 36-0134 マツモトキヨシ　西那須野東町店 東町15-8 医薬品・健康食品・化粧品・日用品・食品・酒 39-7285
岩本酒店 扇町2-6 酒類 36-0122 三川屋 三島2-14 和食 36-0556
ウエルシア薬局　西那須野南郷屋店 新南163-12 小売業(ドラッグストア) 39-5255 ミスタータイヤマン　西那須野店 南郷屋1-11-3 タイヤ、ホイール、オイル、カー用品販売 36-5959
宇都宮餃子館　西那須野店 新南163-134 レストラン(餃子及び中華料理) 37-8864 美代志食堂 西栄町2-5 飲食業 36-0344
UNOYA KITCHEN 扇町1-3サンマートプラザビル103 飲食業 53-7188 みらい製作所 西富山61-6 コワーキングスペース、デジタル加工機レンタル、パソコンサポート 48-6943
㈱江連電機 上赤田310-10 自動車電装品(ドラレコ、ナビ、エアコン等)販売取付修理 36-4041 みんかん119 東三島6-337-104 転院移送サービス・福祉タクシー 36-5826
江戸前　都寿司 西三島3-183-737 飲食店（寿司店） 36-6400 村島酒店 東町4-4 酒類 36-0130
エバス　西那須野店 南郷屋4-13-1 飲食業 48-6550 ㈱ムロイハウジング 太夫塚6-233-96 一般建設業 36-7064
㈱オートアールズ　那須塩原店 緑2-1151-1 カー用品の小売業 48-6888 モスバーガー大田原店 緑1-8-446 飲食店 39-5011
扇寿司 太夫塚1-195-8 飲食店（寿司） 36-2600 モスバーガー西那須野店 二区町352-219 飲食店 37-8400
㈱大島自販西那須野店 二区町337-1 車輌販売、自動車修理、検査 37-0040 焼肉新羅 扇町4-9 飲食業(焼肉) 53-7282
大鷹の湯 井口548-350 旅館業 36-6802 焼肉ダイニング路菜 西大和4-18 飲食業(焼肉) 47-4484
大谷畳店 西栄町1-9 畳工事一式 36-0805 ㈲ヤシロゴルフショップ 南郷屋3-145 ゴルフ用品 36-2333
大野茶店 永田町10-1 茶、海苔、茶道具 36-0002 ㈱山木屋 三島3-2-1 葬儀、仏壇、仏具 36-0160
大野屋 下永田1-1012-12 学生用品・婦人服 36-0045 山三茶店 永田町8-7 茶小売 36-0328
お菓子工房　アトリエＧ 西三島3-183-158 洋菓子・焼き菓子 080-2598-4745 山本畳店 西大和5-10 畳製造、販売 36-1787
お菓子工房　エータロー 西三島2-156-24 ケーキ＆ランチ 36-0483 やまや西那須野店 西三島2-156-11 小売業(酒類・食品) 39-6861
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 36-0228 ゆき菜 西大和2-9マルサンビル2階 飲食店(アルコール、軽食) 36-5644
オカモト靴店 永田町9-8 靴、その他履物小売 36-0611 洋風喫茶ぴっころもんど 石林317-13 飲食業(レストラン、軽食) 37-0402
おしゃれの店アライ 永田町3-5 化粧品、化粧雑貨、袋物 36-0154 ㈲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 ガソリンスタンド 36-4661
おもちゃのマンネンヤ 西大和1-8そすいスクエア アクアス1F 玩具 36-8151 ㈲吉田屋商店 西那須野バイパス給油所 新南163-637 ガソリンスタンド 36-1493
ＣＡＲＢＯＸ 東三島4-45-2 自動車販売・整備 48-7447 ㈲吉田屋商店 西栄町1-8 石油製品 36-0013
海鮮うまいもん屋　海の介 下永田2-1044-8 飲食業（海鮮料理専門店） 38-2128 らぁめん彩葉 下永田2-1044-8 飲食業（中華そば専門店） 38-2128
隠れ庵　忍家西那須野店 睦105-1 居酒屋 39-7050 楽酒とよ 一区町256-46 飲食業 36-3104
かっぱ寿司西那須野店 西原町8-27 飲食業（寿し） 39-7322 ラコルト　Raccolto 扇町10-25万第6ビル1階 イタリアンダイニング 090-1113-0141
カット＆リラックススペース　Ｇｒｏｏｖｙ 井口502-41 理容 37-5258 ㈲リビングショップミカワヤ 西三島1-151 燃料販売 36-2007
割烹錦鮨 下永田1-995 飲食 36-1876 レ　ビジュ　Les Bijoux　 三島5-1-141 ネイルサロン 080-6774-2881
かどや 扇町1-3サンマートプラザ101 そば、うどん 36-4846 Yショップしおかわ 永田町3-4 準コンビニ、イートインコーナー(そば、うどん) 36-0165
Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ４７ 南郷屋3-144-50 飲食業 55-0161 WILD-1　西那須野店 五軒町5-41 アウトドア用品 37-8811
ガブ飲みワインパルらびーた 石林666-5 飲食業 38-0165 和光メガネ　西那須野店 下永田1-1006-24 眼鏡及び補聴器の販売 36-7533
髪やLEVEL 下永田7-1056-23 理容業全般 36-7728 和厨房　遊膳 東町5-6 飲食業 36-0105

取　　扱　　店 住　　　　所 業　　種（取扱品） 電話番号 取　　扱　　店 住　　　　所 業　　種（取扱品） 電話番号

アベイル　黒磯店 阿波町111-1 衣料品販売 60-0721 ヨークベニマル　上厚崎店 上厚崎字小林373-1 スーパーマーケット 60-7570
㈱カインズ　黒磯店 共墾社123-10 小売業（ホームセンター） 60-1000 ヨークベニマル　黒磯店 黒磯幸町2-14 スーパーマーケット 62-2411
カクヤス商販㈱　黒磯店 鍋掛1086-303 農資材 62-8880 ヨークベニマル　那須塩原店 鍋掛1087-27 スーパーマーケット 60-7350
㈱カワチ薬品　黒磯店 末広町65-2 ドラッグストア 64-5601 カインズ　西那須野店 南郷屋2-148-16 小売業　ホームセンター 37-7111
㈱カワチ薬品　那須塩原店 前弥六98 ドラッグストア 65-2780 ㈱カワチ薬品　大田原西店 緑1-8-44 ドラッグストアー(医薬品、化粧品、雑貨、食品) 36-7428
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 62-5551 ㈱カワチ薬品　下永田店 下永田1-1003-1 ドラッグストア 37-0881
ケーズデンキ　那須塩原店 阿波町99-2 家電製品販売 62-9611 ㈱カワチ薬品　西那須野店 西三島1-155-4 ドラッグストア 37-4737
コジマ×ビックカメラ　黒磯店 豊住町78-4 家電 62-2001 クスリのアオキ　西那須野南店 南町3-31 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用雑貨） 46-5230
ザ・ビッグエクストラ　那須塩原店 島方455 各種小売業 67-2460 ケーズデンキ　西那須野店 太夫塚1-194-24 電化製品小売業 39-7131
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（日用品、食料品、衣料等） 73-0250 コメリパワー　那須塩原店 下永田5-1386-1 ホームセンター（園芸・農業用品・建築資材・家電・日用品） 39-2018
スーパービバホーム　那須塩原店 豊浦字豊浦12-1 小売業（ホームセンター） 60-7411 ㈱塩原屋　バイパス店 下永田1-988-1 食品スーパー 36-8222
ダイユーエイト　那須塩原上厚崎店 上厚崎字小林365-1 ホームセンター 73-8656 ㈱諏訪ストア　西那須野南店 一区町264-16 スーパーマーケット(食品) 39-5171
ダイユーエイト　那須塩原店 鍋掛1087-28 ホームセンター 60-3550 TSUTAYA　400号西那須野店 太夫塚6-232-8 書籍等 37-4646
ツルハドラッグ　那須塩原島方店 島方字中町597-1 ドラッグストア(医薬品、健康食品、化粧品、日用品、食品) 74-5942 ディスカウントドラッグコスモス西三島店 西三島5-168-3 ドラッグストア(医薬品・化粧品・雑貨・食品) 53-7537
ディスカウントドラッグコスモス黒磯店 清住町95-44 ドラッグストア(医薬品・化粧品・雑貨・食品) 73-8920 ニトリ　那須塩原店 東三島2-81-10 家具及びインテリア用品 38-2491
とりせん　黒磯店 豊住町78-93 スーパーマーケット（食料品、家庭用品など） 64-5500 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 39-7688
㈱長崎屋 MEGAドン・キホーテ　黒磯店 材木町3-5 総合スーパー(食料品・衣料品・生活雑貨等) 62-3810 フードマーケットオータニ西那須野店 東三島5-89-1 スーパーマーケット 39-1511
那須ガーデンアウトレット 塩野崎184-7 アウトレット 65-4999 ベイシア那須塩原店 緑2-1155-11 食料品・衣料品・住関連品 21-2200
フードマーケットオータニ　黒磯店 豊住町78-1 スーパーマーケット 64-2431 みのり西那須野店 三区町510-2 農業資材、農薬、肥料、種苗等農業用品小売 36-7043
ファッションセンターしまむら　黒磯店 阿波町113-65 衣料品等の販売 60-1081 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 37-9421
㈱ヤマダ電機　那須塩原店 豊住町80-5 家電量販店 74-2871

【塩原地区】　市外局番（0287）

【西那須野地区】　市外局番（0287）

以下のお店では【共通券】【専用券】の両方ご利用になれます

以下のお店では【共通券】のみのご利用が出来ます　　大型店以外の【専用券】はご利用になれません

① 本券（共通券・専用券）のご利用期間は、令和４年２月２８日までです。 ② 本券は、本券取扱店ステッカーが掲示された店舗でご利用頂けます。 ③ 本券は、交換、売買及び譲渡は出来ません。 ④ 本券の盗難、紛失または減失、毀損に対
し、当商工会はその責を負いません。 ⑤ 本券は、現金とのお引換はいたしません。 ⑥ 本券は、釣り銭のお返しはいたしませんので、額面以上でご利用下さい。 ⑦ 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）があります。 ⑧ 本券での、公共料金（電気・水道・電話（携帯電話含む）等、税金（市・県・国税）等の支払いはできません。


