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取　　　扱　　　店 住　　　　　所 業　種（取扱品） 電話番号
㈲ダイソウ 上厚崎502-8 金物販売 62-0337

取　　　扱　　　店 住　　　　　所 業　種（取扱品） 電話番号 ダイニングカフェ　コショネ 下厚崎264-394 飲食店 73-8004
Ｒ美容室 埼玉3-489 美容業 63-7395 ダイニングキッチン　CIELO　BLU 佐野109-6 飲食業 74-6684
㈲アサノトラベル 豊浦93-1 旅行業 63-7960 ダイユー 鍋掛店・中央店・若松店・東那須店 上厚崎406-16 スーパーマーケット 62-1001
足つぼビリケン 末広町53-44 足つぼ 63-5588 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
アスビーファム　那須塩原 島方455 ザ・ビッグエクストラ店内 靴の販売 67-1243 ダイユーエイト　那須塩原店 鍋掛1087-28 小売業 60-3550
㈲天野商事 豊住町80-43 建材販売 62-0326 髙橋精肉店 大原間421 食肉販売 65-0450
アユミ家電 豊浦北町69-40 家電品小売 63-2635 高林産直食堂 木綿畑425-1 ラーメン、餃子 68-0348
荒井家具電器店 大原間西1-12-12 家具、家電 65-0452 高松靴店 本町6-33 靴、サンダル 62-0379
㈲荒井モータース 橋本町1-1 石油製品販売及び自動車修理業 62-2347 ㈲田代商店 木綿畑620 食料品店 68-0032
㈱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 67-2224 ダスキン那須塩原支店 下厚崎97-53 清掃、衛生用品のレンタルと販売、清掃サービスなど 62-0559
アンデュルジャン 西新町117-555 小売業（洋菓子店） 63-9697 ㈲玉木商店 東小屋462-3 ガソリンスタンド 65-0307
伊能印房 清住町95-22 印鑑・ゴム印 62-2070 田原商店 本町9-33 小売（茶･食器） 62-0367
㈲池上ストアー 戸田2 酒、総合食料品小売販売 68-0131 ㈱チーズ工房那須の森 戸田738-4 ナチュラルチーズ 73-5420
イタリア料理　ヴィンチ 大原間西1-13-13 ラ・ヴィータ1-3号 飲食業 74-6937 チャームショップ　スズキ 高砂町6-2 化粧品、小間物、外 62-0641
㈲市川自動車商会 豊浦南町83-8 自動車整備、用品、車両販売 63-2931 チャウス 高砂町6-3 飲食店、食料品 74-5156
㈲一帖 住吉町6-19 畳 63-5855 中華　百華園 埼玉8-23 飲食業 63-0172
一代元 豊浦10-546 飲食店 73-0055 中華屋　昌華苑 黒磯653-26 飲食業 63-8283
いとうガラス 末広町77-140 ガラス小売 64-0317 中国料理　楼蘭 本町7-23 飲食店 63-3300
伊藤酒店 豊住町80-4 酒類 62-3267 TSUTAYA　黒磯店 下厚崎264-5 書籍等 62-1616
いのうえ洋品店 埼玉3-63 洋品（婦人・学生） 62-0761 つるの酒店 弥生町5-6 酒・飲料品小売 62-0620
印南銃砲火薬店 本町8-18 銃、釣具、スポーツ用品、花火打ち上げ 62-0067 ツルハドラッグ　黒磯豊浦北町店 豊浦北町69-6 ドラッグストア（医薬品、健康食品、化粧品、日用品、食品） 60-0268
㈱ウエタケ 本町7-5 燃料油 62-0019 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
㈱植竹虎太商店 本町6-34 農業資材・玄米 62-1123 手打ち蕎麦柏屋 板室599-5 飲食業 69-0244
ウエルシア　那須塩原黒磯店 末広町53-77 小売業(ドラッグストア)医薬品・化粧品・食品・日用品 60-3370 鳥政 宮町4-16 飲食業 63-4913
ウエルシア　那須塩原黒磯幸町店 黒磯幸町2-4 小売業(ドラッグストア)医薬品・化粧品・食品・日用品 73-3301 ㈲豊浦石油 豊浦町100-483 燃料販売 63-3706
薄井自動車整備工場 黒磯6-464 自動車整備 63-3020 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
薄井製麺・精米工場 高砂町1-6 食品加工業 62-0419 ㈲中屋金四郎商店　黒磯本店 材木町3-2 土木、建設資材、機械工具販売 62-0489
㈲エー・プリント 黒磯幸町9-12 印刷業 62-1465 ㈱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
㈱エース・リノベ手づくり社 鍋掛1083-17 土木建築一般工事 64-1773 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
ＡＴＣフィットネス 上厚崎133-1 スポーツ施設提供業 64-4564 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 69-1110
ＡＢＣ美容室 共墾社95-7 美容室 63-0606 那須塩原西口産直会 前弥六51 野菜・加工品 65-3443
エステサロン貴姫 新町115-151 サービス業 64-0662 ㈲那須醤油 鍋掛1087-64 食品製造（味噌、醤油、漬物） 62-0387
㈲枝種苗本店 錦町5-2 種苗部、園芸部、資材部 62-1282 那須蕎麦　山月 戸田676-7 飲食店 68-1230
エビス産業　豊浦店 鍋掛1089-19 小売店（食肉、惣菜） 63-6319 ㈱なす野 宮町4-29 飲食業 64-1005
㈲大島材木店 橋本町1-5 建築業 62-5800 なすの斎場グループ 前弥六208-2 葬祭業（線香、佛具など） 65-1110
大関寿司 錦町14-5 飲食業（寿司） 63-6054 那須フィッシュランド 板室46 観光業（釣場・バーベキュー） 69-0009
㈱オートアールズ　黒磯店 共墾社1-91-1 卸売業（カー用品の専門店チェーン） 62-5544 那須ペンション　だんどりあん 寺子2056-2 宿泊業 60-3300
㈲オートピットハウス 下厚崎264-194 タイヤ、ホイル、オイル他 64-1482 那須屋商店 鍋掛1530 酒、食料品、雑貨　小売 63-7776
オール装建 鍋掛1085-666 内装、表具 62-6784 ナンカイ 豊町8-33 洋品店 62-0844
㈲大野商店 中央町1-11 酒販店 62-0123 南洋舎クリーニング 材木町8-3 クリーニング　ふとん、絨毯 62-0509
大野フトン店 桜町2-6 寝具 62-1169 ㈲肉のミヤザワ 鍋掛1089-51 食肉品販売 63-8253
㈱大野養蜂園 野間125-1 蜂蜜専門店 64-3838 にこにこ家 並木町116-46 お弁当 63-1444
おおもり 鍋掛1015-37 飲食 63-8401 ニットー自動車工場 豊住町79-38 車 62-2336
㈱大森 東栄2-4-8 クリーニング業 62-0333 人形の明石屋 宮町6-6 ひな人形、五月人形、提灯、羽子板 62-1261
御菓子司処　明治屋 本町4-3 和洋菓子 62-0444 のぐちストアー 越堀379 食品小売業 62-1021
お菓子の店　ガトープリンス 豊浦122-2 洋菓子 63-8835 ㈲萩島建設 豊浦町100-265 建設業 64-0069
㈲岡田商店 木綿畑620 農業用機械販売、修理 68-0123 白十商会 末広町77-91 クリーニング業 63-2191
奥那須大正村　幸乃湯温泉 百村3536-1 旅館・日帰入浴 69-1126 博文堂書店　那須塩原店 島方455 ザ・ビッグエクストラ那須塩原店内 書店（書籍・雑誌） 67-3501
おしゃれの店　なかの 豊浦108-2 婦人衣料 63-5656 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 63-1130
お食事処　平成 大原間西1-1-1 飲食店（そば・うどん） 65-2858 ㈱パン・アキモト 東小屋295-4 パン菓子製造・販売 65-3351
㈱小畑工業社 青木17-29 建設業 64-2307 Ｈａｎ：ｎａｒｉ（ハンナリ） 並木町116-2 飲食業 73-8720
オフハウス　黒磯店 住吉町4-7 リユースショップ 60-3939 ㈲秀寿司 末広町64-37 飲食業（寿司） 62-2377
おもちゃのサカモト 住吉町1-9 玩具・プラモデル 62-2104 ひみつきち　ごはん屋さん 上厚崎730 飲食店 090-7829-6722
㈱カインズ　黒磯店 共墾社123-10 小売業（ホームセンター） 60-1000 ビューティーサロン　Mafune 島方659-1 美容業 65-1705
学生洋品の店　わたり 豊町4-12 学生用品 62-2883 美容室　カーム 若葉町1-19 美容業 62-5458
カクヤス商販㈱　黒磯店 鍋掛1086-303 農資材 62-8880 美容室　ケイズヘア 東原3-1240 美容業 63-9008
菓子工房　シュクレ 上郷屋102-1 菓子製造業（ウェディングケーキ他） 080-1001-7757 平山シャープ電化センター㈱ 宮町3-17 家電製品の小売 62-0518
菓子工房　ねむの樹　本店・若松店 上厚崎342-5 菓子製造　販売 62-7545 ㈲平山釣具店 本町5-16 釣り具 63-0476
家族みんなのヘアサロン　nanairo 安藤町19-10 理容業 63-4640 ㈲平山燃料店 宮町3-17 燃料等の小売 62-0246
片瀬商店 野間434 食料品・酒・雑貨品 63-2571 フードショップ　しおや 高林104-9 鮮魚、食品 68-0013
かつどん柏屋 戸田15-60 飲食業 74-5522 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
割烹　石山 本町5-5 サービス業（飲食店） 62-0128 ファッション＆ブック　わかまつ 鍋掛1087 衣料品、書籍、雑誌 64-0123
割烹　一松 黒磯幸町1-10 飲食業 62-0893 ファッションケアサロン花車 埼玉403-12 クリーニング 64-3483
金子木材㈲ 鍋掛1475-309 木材・建築資材 62-5855 ファッションハウス　べる 上厚崎371-1 婦人服小売 63-3980
カフェ・ド　グラン・ボワ 本町5-19 カフェ・レストラン 64-2330 ファミリーマート　那須塩原大原間店 大原間字前表145-1 コンビニエンスストア 67-1550
カフェ　モリコーネ 本町1-1 飲食店 63-9031 ファミリーマート　那須塩原上厚崎店 上厚崎344-11 コンビニエンスストア 73-0001
㈲上吉原モータース 弥生町11-19 自動車修理・販売 64-0810 ファミリーマート　那須塩原新緑町店 新緑町98-2 コンビニエンスストア 60-4646
カメラのキタムラ　黒磯店 住吉町6-21 小売業（カメラ・写真・スタジオ撮影） 62-6371 ㈱藤田液化燃料 本町6-14 燃料販売（ＬＰガス・灯油） 62-0855
カラオケメロディーランド 上厚崎371-3 カラオケ 62-8333 ㈲藤田家電 越堀160 家電販売 62-1014
㈱カワチ薬品　黒磯店 末広町65-2 ドラッグストア 64-5601 藤田呉服店 木綿畑507-5 衣料小売 68-0011
㈱カワチ薬品　那須塩原店 前弥六98 ドラッグストア 65-2780 ㈲藤田呉服店 大原間西1-12-9 衣類 65-0422
㈱カンセキ　黒磯店 豊浦93-19 ホームセンター 62-5551 藤原商店（ポイントがつきます） 箕輪592-5 食料品、酒、自動販売機オペレーター 68-0140
菅間記念病院 ニューヤマザキデイリーストア 大黒町2-5 日用品、食品 64-0677 婦人服　ひらのや呉服店 高砂町1-3 呉服･洋品 62-2608
㈲菊地市郎商店 錦町2-39 製麺業（ラーメン、焼きそば） 62-0053 ブックセンター　りーぶる 材木町3-5 ＭＥＧＡドン・キホーテ黒磯店内 書籍、雑誌 62-7575
生そば　冨陽 本町4-4 飲食店 62-0007 Private Salon Charites 北栄町627-1 エステティックサロン 64-1562
（名）君島薬局 中央町2-25 医薬品・化粧品・小間物 62-0108 BRASSERIE　Soleil 上厚崎122-9 飲食店 74-6141
きみ寿司 豊浦南町87-106 飲食店 62-3579 フローリスト花子 豊浦北町74-112 生花販売 62-3487
木村酒店 安藤町19-23 酒、食品小売店 63-5649 フローリストハナハル 材木町2-57 生花小売 62-0833
㈲木村洋品店 本郷町6-13 紳士・婦人洋品呉服 62-0403 冨陽飯店 東栄2-2-1 飲食店 62-0560
九峰工業㈱ 豊町3-12 給排・空調設備業 62-0821 ヘアーサロンわたなべ 大原間545-11 美容室 65-0324
金華堂 本町7-2 薬、資生堂化粧品、雑貨、処方せん 62-0077 ヘアーサロン大木 黒磯幸町6-18 理容店 62-0824
銀のさら・釜寅　那須塩原店 島方545-21 寿司、釜飯 65-5556 ヘアーショップ　ボーズ 上厚崎600-35 理容業 62-6868
クスリのアオキ　上厚崎店 上厚崎342-3 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用雑貨） 74-5661 ヘアコンシェルジュ　Kazuko 本町2-7 美容室 63-3878
クスリのアオキ　豊住町店 豊住町80-9 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用雑貨） 73-5955 辺見米店 弥生町5-25 米小売（米、みそ、麺）、宅急便取扱い 62-2108
くつろぎの居酒屋　あきしの 若葉町2-66 飲食店 62-5690 星クリーニング 豊住町78-62 クリーニング業 63-9216
（名）熊久保商店 高林374 燃料、酒類 68-0003 ㈱星野アルミ建材 上郷屋98-55 ガラス、サッシ、アミ戸 67-3028
クリーニング　ホワイト急便 鍋掛1087-770 クリーニング業 62-6647 ㈲政喜屋酒店 本町7-2 酒類販売業 62-0114
黒磯観光タクシー㈱ 本町5-7 タクシー業 62-1526 ㈲升忠酒店 安藤町40-357 酒類小売業（酒類） 62-1097
黒磯新建材㈱ 鍋掛1087-518 建築資材、住宅設備の販売 63-1166 マックハウス　イオンタウン那須塩原店 島方455 イオンタウン那須塩原店内 衣料品 67-2454
黒磯中央自動車学校 北栄町638-2 自動車免許 64-1225 松葉屋洋品店 本町6-16 洋品一般 62-0432
黒磯ボウル 若葉町66-75 ボウリング場 63-0222 マツモトキヨシ　エイトタウン那須塩原店 鍋掛字鍋掛原1087-1383 ドラッグストア 64-5750
㈲黒磯ホンダモータース 錦町5-3 自動車販売・修理 63-2828 マツモトキヨシ　黒磯店 豊住町78-5 ドラッグストア 64-3605
ケーズデンキ　那須塩原店 阿波町99-2 家電製品販売 62-9611 マツモトキヨシ　那須塩原上厚崎店 上厚崎373-3 医薬品、化粧品、日用品、食品 60-2580
源泉　ほたるの湯 板室46 旅館・日帰り温泉 69-0345 ㈲マルコー 上厚崎692-2 クリーニング業 63-2703
㈲幸華 西新町118-794 飲食店 64-0444 ㈲マルダイクリーニング 大黒町3-5 クリーニング業 63-6960
小河原電気商会 錦町4-13 家庭用電化製品 販売修理、長府ボイラー取扱 62-0940 ミートショップかなざわ 中央町2-24 精肉販売 63-4129
コジマ×ビックカメラ　黒磯店 豊住町78-4 家電 62-2001 三鈴堂　黒磯店 豊浦北町74-84 シニアシューズ、介護用品全般 62-1754
小林呉服店 宮町5-15 洋品・呉服小売 62-0479 ミスタータイヤマン黒磯店 豊町2-6 タイヤ、ホイール、オイル、カー用品販売 62-0198
㈲こばやしミート 中央町4-7 食肉販売 62-0129 ミスタータイヤマン那須店／ミスタータイヤマン東那須店 豊住町80-19 タイヤ、車輌、各種用品の販売及び車検・修理などメンテナンス 63-0076
コメリハードアンドグリーン　那須塩原店 島方字上原745-1 ホームセンター（日用品・工具・建材・園芸用品） 67-1822 道の駅「明治の森・黒磯」 青木27 販売（野菜・加工品・パン）・飲食 63-0399
コメリハードアンドグリーン　鍋掛店 鍋掛1088-18 ホームセンター（日用品・工具・建材・園芸用品） 60-0202 麦ぼうし 鍋掛1085-883 パン 73-8082
ザ・ビッグエクストラ　那須塩原店 島方455 各種小売業 67-2460 ㈲村上運動具店 黒磯幸町3-7 スポーツ用品販売 62-0030
榊原会館 豊浦中町100-10 飲食業 63-0462 ㈲室越電材 下中野913 電化製品、電気工事 65-1414
㈱佐川商店 黒磯幸町6-23 建設資材、工具 62-1611 やきとり鳥芳 東小屋166-3 飲食業 65-0793
酒処　takemi 上厚崎579-3 飲食 63-6183 焼肉かづや 錦町2-10 焼肉 62-0956
佐々木クリーニング商会 東豊浦25-92 クリーニング業 62-1160 焼肉ダイニング 東大和町1-9 飲食業 63-8506
㈱佐治商店 豊町4-15 光触媒フラワー・アクリル等プラスチック販売 62-0214 焼肉だんらん 阿波町113-33 焼肉 74-5151
佐藤商店 新町115-47 食料品店 63-0430 薬局きみじま 鍋掛1087-32 調剤、くすり、化粧品　小売 63-6870
サロン・ド・ＹＵＲＩ 上厚崎450-49 美容室 62-4690 ヤマグチ洋品店 黒磯幸町9-22 衣料品小売 62-1271
澤田薬局 弥生町2-25 薬品、化粧品 62-0393 ㈱ヤマダ電機　那須塩原店 豊住町80-5 家電量販店 74-2871
㈲シーブイディスプレイ 中央町3-8 看板、印刷 64-3077 ㈲遊山　それでもステーキ 若葉町7-11 飲食店（中国料理） 60-0789
㈲シェレンバウム 沓掛626-6 パン、和洋菓子 65-3898 ユキ美容室 豊浦16-24 美容一般 63-0679
JAなすのグリーンハウス　黒磯店 上厚崎235-1 酒・食料品・家電・寝具・衣料品・雑貨 62-6340 洋品呉服さわぐり 本町8-2 衣料品小売 62-0457
㈲鹿野石材店 宮町2-7 石材業 62-2406 ㈱横山リビング 新朝日6-21 寝装品 62-0218
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 64-3295 ㈲吉野屋 大原間436 洋品、呉服、寝具 65-0401
㈲しのぶや 黒磯1-5 自動車販売、修理等 74-6577 ㈲ヨロヅヤ 本町6-29 メンズ洋品・婦人洋品 62-0470
シャトレーゼ　東那須店 東小屋448-7 菓子販売業(洋菓子・和菓子) 65-5210 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
ジュエル　キクチ 中央町1-1 時計、メガネ、宝飾、補聴器 63-1200 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
ジュダムール 若葉町4-7　若葉ハイツ１Ｆ 飲食店（バー） 64-2257 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
旬味・酒彩　れん 上厚崎458-3 飲食業 60-3119 ラーメン屋さん麺太郎 鍋掛1088-26 飲食店 64-2521
食堂　和光苑 鍋掛1088-228 飲食業 64-0378 LANAII(ラナイ)美容室 島方551-26 美容業 65-2066
新菜農産物直売所 鍋掛1091 農産物・加工品販売 61-4159 RESET 塩野崎新田3-2 エステ・マッサージ 74-6038
㈱新栄屋 豊町2-4 総合食料品 62-0368 リノベーション㈲田建・デンケン設計事務所 埼玉6-102 新築・改修・解体 62-5030
紳士服のコナカ　黒磯店 末広町64-86 小売業（紳士服全般、女性物、スーツ、礼服） 62-4768 理容　あざみ 宮町6-4 理容業 62-1621
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 ルスティコ 錦町2-3 飲食店 62-1879
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 ルビアン 本町7-29 婦人服 63-1260
㈲すずきや 本町6-30 靴、バッグ小売 62-0122 わきのや 北弥六307-3 飲食業（居酒屋） 65-2451
鈴屋　黒磯本店 豊町55-11 呉服販売、貸衣裳、フォトスタジオ 62-3244 和牛炭火焼肉　牛兵衛 上厚崎720-4 飲食業 63-5571
ステーキ宮　黒磯店 末広町53-59 飲食店（ステーキ店） 64-2143 和光メガネ　黒磯本店 本町8-14 眼鏡及び補聴器の販売 62-3044
ストライド　ラボ　那須 方京1-1-19 ランニングシューズ 74-3134 和光メガネ　那須塩原本店 前弥六57-1 眼鏡及び補聴器の販売 67-2005
スポーツプラザ 春日町121-440 スポーツ用品 62-9540 和光メガネ　MEGAドン・キホーテ黒磯店 材木町３-５ ＭＥＧＡドン・キホーテ黒磯店内 眼鏡及び補聴器の販売 62-7797
㈲すみよし電器 住吉町1-34 家庭電化製品 62-0702 和彩　蔵 大原間212-5 飲食業 74-6324
生活工房 材木町3-5 ＭＥＧＡドン・キホーテ黒磯店内 婦人衣料 63-8261 渡邉呉服店 大原間415 呉服・用品販売 65-0409
セブンイレブン　黒磯豊浦店 豊浦69-82 コンビニエンスストア 63-1552 ㈱渡辺自動車 北和田867-3 自動車販売、車検、板金 65-0809
セブンイレブン　那須高原口店 本郷町6-11 コンビニエンスストア 64-4550 渡辺プロパン店 大原間434 プロパンガス 65-0406
セルシオール㈱ 黒磯幸町6-17 建築業 62-0350 わたなべ洋品店 豊住町80-109 洋品小売 63-1461
創作ダイニング　エバス 若葉町7-6マジママンション3-107 飲食業 63-9066 和風らーめん　わらべ 埼玉241-1 飲食店 63-4941

【黒磯地区（黒磯・鍋掛・東那須野・高林）】　市外局番（0287）

那須塩原市共通商品券  取 扱 加 盟 店 一 覧
 ※名簿一覧に掲載されていない追加になった店舗は、ステッカーが目印です。また、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下さい。

那須塩原市商工会 TEL 0287-62-0373 西那須野商工会 TEL 0287-36-0697

青色で印刷された共通商品券は、利用期限はございません


