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韮山多田 ㈲日正自動車工業所 守木
Yショップデイリーエース　韮山店 ㈱国際テレビ トーカイリフレッシュ㈱
㈲ヨゴサワ薬局 実篤の宿　いづみ荘 ヘアーサロン ののやま

中 福狸亭小川家 ㈱'たかやなぎ　大仁店

㈱マエダ美化 韮山山木 創作割烹おおた 共立製畳㈱

蔵屋鳴沢　反射炉ビヤレストランほむら 里芋かあちゃんの店 ㈱風間建築工房 三福
蔵屋鳴沢　反射炉物産館たんなん アキタ美容室 Evance 制服のＮＯＤＡ（本店）
つず美湯元園 代官屋敷 一番亭　伊豆長岡店 ヘアークリエイションPitt
韮山自動車工業 土手和田 NEW雅生 ヘアーサロン・マキノ

そば処 橘 らんちてい　韮山店 ㈲長岡環境サービス ㈲佐藤設備工業所
伊豆にらやまカントリークラブ 山下畳店 ㈲古木硝子 カフェ　スマイル
華々 ひょうたん寿司 ㈲ダンケ
民宿旅館　一句石 朝日ハウジング㈱ 京屋台味ラーメン　みやこいち大仁店

土屋住宅設備機器㈱ 古奈　　 鰻屋だいちゃん 彩織庵　たじま

南條 招福の宿 ゑびすや 居酒屋　海 三枝建築
㈱マコト商会 POMODORO カフェ＆バル　掌（たなごころ） 気内臓療法　Thulani

㈲三島屋酒店 きものの綺羅羅 コインランドリー掌１号店

ぱすた屋REB 鳥栄 ★ ホテルサンバレー伊豆長岡 吉田
㈲韮山電器　リンクスニラヤマ 呑み処　ふく ★ ホテルサンバレーアネックス ★ アピタ大仁店
ドルフィン ボッカデラベルタ ★ ホテルサンバレー悠々館 制服のＮＯＤＡ　アピタ大仁店
芹沢クリーニング ★ 宅配寿し　あらいそ伊豆長岡店 ★ ホテルサンバレー和楽 ★ ギャルフィット　アピタ大仁店
蔵屋鳴沢　HANSHARO BEER STAND ㈲梅原精肉店 伊豆長岡見番 ★ ㈱天神屋　アピタ大仁店
㈱飯田木工 ㈲蛭海商店　 ファミリーマート伊豆長岡南店 ひょうたん弥兵衛
メガネの昭和堂時計店 だるま寿司 ファミリーマート伊豆長岡北店 ★ 沼津魚がし鮨　伊豆の国大仁店
志げやま おおとり荘 ㈲福田屋商店 ハウスクリーン大仁

ＷＡＴＯＫＯ 姫の湯荘 中華　酔心 サンティール＆ラブリー　アピタ大仁店

㈲佳月園 旨味米処　梅屋 たぐ.み café 焼津谷島屋書店　アピタ大仁店
スーパー芹沢 あづまや旅館 ㈲みどりや レディーズランドCo・Co
魚松 海老屋商店 南江間 ドラッグストアーズ　アピタ大仁店

スーパー荻野 ネイルサロン　aloha ㈲和泉屋 マクドナルド　アピタ大仁店
ナガスミ 朝日屋 ★ イワタニ首都圏(株)　静岡支社伊豆支店 ㈱俵屋商店
㈲根本燃料店 大沢電気㈱ 杉山商店 ★ カンダキラット　アピタ大仁店
㈲モトサイクルトミオカ ヘアーサロン美樹 伊豆長岡いちご狩りｾﾝﾀｰ ★ メガネのパリミキ　アピタ大仁店
Hair Salon　ひかり てっぱん古奈 ㈲ミヤモト FANTASISTA　アピタ大仁店

クリンハウス㈱ 園田輪業 北江間 御食事処　和

土屋モータース コナステイ伊豆長岡 伊豆給食
エニスィス・エニファム・アプローズ
アピタ大仁店

四季彩菜しゃろう夢 与志富 清水自動車㈱ ★ 夢庵　伊豆大仁店
パプリカフェ 肉のスズキ 久保田いちご狩り園 大仁
はさみ屋 彩鶏 角屋ストアー ㈲山口石材
たいやきカフェスタンドTanagocoro パブ君団子 江間いちご狩りｾﾝﾀｰ みさわや
悠遊市場 九 －いちじく－ 深瀬菓子店
バリエステ　saya Sweet Memory たけ

㈲杉山自動車整備工場 ★ ホテルサンバレー富士見 宗光寺 ㈲石井米店
とり西 ★ マックスバリュ　伊豆長岡店 ㈲伊豆植物園 ㈱長屋書店

★ウェルシア　伊豆長岡駅前店 ★ ウェルシア　伊豆長岡店 ㈲大戸サッシセンター アオヤマ洋装店
居酒屋　藤 剱持美容室 ラーメン天一 ひとやすみ
ラ・ルーナM キッチン　つくし ファミリーマート伊豆の国宗光寺店 ㈲昭和堂

★ガスト　伊豆長岡店 天野 立花・田原野 ぼんどーる

中条 石井建設㈱ フルヤ・ホームサービス 谷口時計店

㈲芹澤商店 ㈲植松商店 ㈱大仁まごころ市場 たまりば髪之助
長岡自動車工業㈲ 焼肉　楽や セブンイレブン　大仁田原野店 石井建具店
ファミリーマート韮山中條店 ㈲竹村酒店

寺家 小坂 一二三荘

★ラコ×エース　伊豆長岡店 水口農園 田京 ピュアハウスワシントン

★エスポット韮山店 富士見 西島理容室 旭園洋品店

オーキッド・スギヤマ ㈲スズタカ建設 中国料理 いーある ㈲杉村百貨店

四日町 KAZU CREATE メガネのタニグチ 兎月菓子店

ふくだや 長岡　 シュノア宝飾 アンヘアー美容室
ひよしや 食彩　あら川 大仁GOLF　GARDEN 助六
FACT Soccer Club ㈱ワタイチ ソフトバンク大仁 ときわや食堂
ITTO個別指導学院　韮山校 ㈲黒柳 Hair Resort Ocean ㈲渡辺自動車
食事処  源氏 ★ ココカラファイン　伊豆長岡店 きもの今昔処　和楽市 岳南社印刷所
吉田ストアー 長島米穀店 平野理容所 くゝる
廣寿司 ★ 伊豆の国パノラマパーク 光工房　ﾜﾀﾅﾍﾞ セブンイレブン　伊豆の国大仁東店
㈲イシカワ電気 土屋製畳/土屋銘茶 とん一食堂 石井たたみ店

㈲富岡輪店 ㈲柳月 ★
伊豆・村の駅　伊豆のへそ店
いちごBonBonBERRY伊豆の国factory

ひらい精肉店

美容室ぴーぷる ㈲サトウ薬局 あっこのマッサージ屋 玄米レストラン　ぜんな
韮山農機 ㈲天野屋洋品店 （株）豪匠　セントーサ 土屋電機
与太呂 うを正 Hair room Irie 伊東屋印舗
重寿し ピュアストレングス伊豆長岡 ★ ハンディホームセンター大仁店 Have a Blast
㈲伊賀ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ そば処 橋本 チクマ　リージョナルアウトレット ラミー・ハイドすみか
フタバ印刷㈱ たからや洋品店 パン屋nico みかどや旅館
西原商店 ㈱松井酒店 ★ マックスバリュエクスプレス　大仁店 SCRムラサキ理美
㈱FMいずのくに T's　TSUCHIYA マクドナルド　大仁店 とり吉

★マックスバリュエクスプレス　韮山店 ㈲山崎商店 グランツヘアー 中島・神島
ニラスイホーム㈱韮山支店 伊豆長岡ホテル天坊 おちあい薬局　田京店 カルビ一丁　大仁店
BOOM 御門 ヘアサロンun Reve（アンリーブ）

居酒屋　源さん 小松家八の坊 ㈲田京スタンド ★ メガネ パリミキ 大仁店

長崎 町重商店 ㈱良酒倉庫宮内酒店 上田タイヤ　大仁店
ニラスイホーム ㈱ パブしみづ セブンイレブン大仁店 ★ ウェルシア　伊豆の国大仁店

奈古谷 焼肉　弁慶 パン アイハラ ★ ガスト　伊豆大仁店

★伊豆畑毛温泉　大仙家 美華大飯店 彦ペイント工芸社 白山堂
富士箱根カントリークラブ ★ 日本調剤　伊豆長岡薬局 ★ 眼鏡市場　大仁店 ★ ココカラファイン　田京店

ツルミ理容美容室 長者原
たもっちゃん ★ 大熱海国際ゴルフ㈱

韮山韮山
公益財団法人　江川文庫（江川邸）
※上記の登録事業所及び共通券・専用券の取扱いについては、今後追加や変更が生じることがありますのでご了承ください。ご不明な点は伊豆の国市商工会までお問い合わせください。

※★印の事業所は共通券のみ取扱

韮山地区

長岡地区

大仁地区

令和2年度　伊豆の国市プレミアム付商品券　取扱事業所一覧


