
取 扱 店 住　　所 電　　話 取 扱 店 住　　所 電　　話

衣料のイリエ 久保2219-1 ６８－２７５３ 雅流懐石　愚為庵 上布施2194 ６８－５９２７

竹屋ふとん店 久保2155-1 ６８－２５７０ うまいもの屋松よし 須賀476-14 ６８－４３２９

シューズショップスズキ 新町495 ６８－２２３８ 白鳥丸 浜2163 ６８－３０３１

中村金物店 新町317 ６８－３３２１ レストラン　なかむら 久保2225-1 ６８－２１３９

トンダヤ　前田陶器店 新町288 ６８－３２５５ さかなやの定食屋　石 松 新町274 ６８－３１３５

ウチヤマ 新町481　 ６８－２１０８ 居酒屋　葵 浜2163 ６８－６０４８

ワタナベ模型 久保2149 ６８－３２７６ Hula-Hana（フラ⁻ハナ） 浜558 ６２－６１９９

カフェ　はらどけい 御宿台335－8 ６２－６１４０

清月菓子店 六軒町434-2 ６８－３３９２ Kitchen ＨＡＮＤＹ 浜352-1 ６２－５８５３

米本商店 浜399 ６８－２７２０ 中華料理　チャイナ 新町540 ６８－２９２０

太東屋商店 新町459 ６８－２０２７ 　青木家 上布施1399 ６８－２４５７

石井商店 上布施1674 ６８－２６４０ お食事処　今里屋 上布施836-1 ６８－７１２２

Ｙショップ式田 浜333 ６８－３４８３ 中国料理　庄吉 岩和田815 ６８－５５２７

神定漬物店 須賀576 ６８－２５４４ DiningBar&Pub ZERO 新町681-1 ６８－８８８０

スーパーおおたや 新町589 ６８－２０３２ 　居酒屋　源　 須賀192-1 ６４－６４５８

ゆあぱーく 新町475 ６０－２８２０ よしき坊ラーメン　ねぶり 須賀515-16 ６８－７７８９

さかなや　西忠 久保2041 ６８－２１１０ 地魚料理　つきじ 新町５１３ ６８－２２５０

丸十水産 須賀583-3 ６８－２２２６ ドリーム 浜２１６３－７ ６８－４６００

松よし鮮魚店 久保2218-1 ６８－５６７７ moonbow cafe & kitchen 御宿台２０５－５ ０８０－６０８７－２５６６

うおせい 新町274 ６８－３１３６

タキグチライス 新町260 ６８－２１２０ 鶴乃寿し 浜436 ６８－２１４７

岩瀬酒造㈱ 久保1916 ６８－２０３４ かね八寿し 新町830 ６８－２４４３

セブンイレブン上総御宿店 須賀605-3 ６８－２８２８ すし久 六軒町488 ６８－５５１７

ローソン御宿新町店 新町417-19 ６０－３００１ たなか寿司 新町832 ６８－５３８８

手打ちそば  桔梗庵 高山田658-2 ６４－６３７５

補生堂薬局　国道店 久保2221-4 ６８－２０９７ まるひろ庵 新町506-1 ６８－５５０１

補生堂薬局　六軒町店 六軒町276 ６８－２２０８ 手打そば　幸七 上布施1885-1 ６８－５２２０

ヤックスドラッグ御宿店 浜1699-1 ６８－６９９５ そば処　竹むら 御宿台201-5 ６８－８８８８

石井ラジオ 新町509 ６８－２７４４ 大野荘 新町775 ６８－５５１１

シーズあきば 新町312 ６８－２１５７ サヤン・テラスHOTEL＆RESORT 浜2163 ６８－７７１１

よねもとでんき 須賀476-1 ６８－３４１２ 藤井荘 新町776 ６８－３５２１

郷土料理の宿マタエム 岩和田1069 ６８－２３６６

藤井石油店 久保2216 ６８－２８５７ かのや 浜2163-49 ６８－３３１１

Blue Velvet Lounge 須賀450 ６８－７３９０ 旅の宿　浜よし 岩和田716-8 ６８－３４１５

にへじのこしひかり(株)スズヤス 高山田836－1 ６８－７２３１ 御宿　海楽 新町539 ６８－３２３１

海辺の民宿ちょうしちとんINN 岩和田908-2 ６８－２３３９

ファッションクリーニングＴＫ 新町467 ６８－２３９７

渡辺クリーニング店 新町113-7 ６８－８３１０ さくらい美容室 新町477 ６８－２３４０

パソじゅく 久保2020 ６８－７０３３ ビューティサロン恵美 久保2153 ６８－４７９３

ピースリースクエア 久保2098 ６８－３７４２ 美容室セブン 新町417-4 ６８－４１７７

ウノサーフィンスクール 新町398-2 ０９０－７２１３－８６７３ 美容室blue ground 御宿台127-5 ６８－７７１０

鈴木輪業 新町278 ６８－２２５１ 理容　モトヨシ 久保1889-1 ６８－２２０４

㈲鈴木自動車 六軒町33 ６８－３５５０ ヘアーサロンカトウ 岩和田987 ６８－２２４５

(有)あじろカーサービス 岩和田343-1 ６８－５３１８ 髪工房　ABEDOKO 新町199 ６８－３１８１

オートガレージヨシノ 高山田530-1 ６２－６８６８ 理容ホセリ 新町517-3 ６８－２２０３

ペットサロン＆ホテルわんにゃん村 久保1463-1 ６４－４９５０ POLA御宿・杏ショップ 新町68-9 ６８－５１７１

ドロップアウト千葉 須賀537-1 ６８－３２１０ NailSalon SunSeaBeach 浜１７７２－１（役場付近） ０８０－１２９７－１７８８

VIGOUR 須賀４７０－１ ６８－６６３０ リンパケア　Happy Hands 浜１７７２－１（役場付近） ０９０ー６７０８ー７５９７

クリーニング　ハロー御宿店 須賀１７４－２ ０８０－９６４４－０６８７

(有)小川プロパン 高山田531 ６８－２３３３

（有）水谷印刷所 新町8-1 ６８－２７２８ （株）滝口設備 新町141-1 ６８－７０２７

越川印刷 新町466-1 ６８－２６５７ 小山建築工務㈱ 新町815 ６８－２６２７

（有）林リゾート開発 浜467-3 ６８－５１２１ (有)いのうえ産業 須賀2208-69 ６２－５８００

（株）石井工務店 新町7-1 ６８－４１５９

鈴木畳店 久保264-4 ６８－２３９５

岩上畳店 久保888-2 ６８－２３４８

(有)小川設備 岩和田949-9 ６８－３３９９

医　療　品

「おんじゅく町民応援商品券」の使えるお店一覧

衣　料　・　身　の　回　り　品 懐　石　・　食　堂　・　居　酒　屋

食　料　品

寿　司　・　そ　ば

そ　の　他

家　電 宿　泊　・　お　食　事

そ　の　他　小　売

生　活　関　連　サ　ー　ビ　ス

美　・　理　容　店

住宅関連サービス

令和３年１１月１２日現在


