
地域応援クーポン利用店舗一覧 11月29日 現在

店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

株式会社かわねや　南高野店 日立 食料品・雑貨 0294-53-7777 日立市南高野町2-1-1

セブンイレブン日立河原子海岸入口店 日立 食品 0294-32-2457 日立市河原子町4-1-14

クスリのアオキ　大みか店 日立 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0294-33-5335 日立市大みか町4丁目26番15号

クスリのアオキ　南高野店 日立 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0294-59-3755 日立市南高野町2丁目16番41号

セブンイレブン日立東大沼町店 日立 食料品 0294-53-9700 日立市東大沼町4-29-15

セブンイレブン日立日高町5丁目店 日立 食料品 0294-33-8833 日立市日高町38666

セブンイレブン日立鮎川一丁目 日立 食品　雑貨　その他コンビニエンスストア商品 0294-36-7701 日立市鮎川町6-7-25

セブンイレブン日立相田町 日立 食品　雑貨　その他コンビニエンスストア商品 0294-43-7114 日立市相田町3-21-1

セブンーイレブン日立南高野町店 日立 食品 0294-54-0717 日立市南高野町１－９－４３

セブンーイレブン日立港前店 日立 食品 0294-54-1170 日立市久慈町１－５－１

セブンイレブン日立大みか三丁目店 日立 食料品 0294-53-1877 日立市大みか町3-22-7

ローソン日立十王町伊師店 日立 食品 0294-85-6366 日立市十王町伊師572-20

デイリーヤマザキ日立みなと町店 日立 食料品、飲料、酒、たばこ、雑貨 0294-52-6211 日立市みなと町5779－14

セブンイレブン日立桜川町1丁目店 日立 食品・飲料・その他 0294-38-0705 日立市桜川町1丁目81

ローソン日立末広町五丁目店 日立 食品　飲料 0294-33-9909 日立市末広町5-14-7

NewDays大甕 日立 コンビニ 0120-956-376 日立市大みか町2-23-10JR大甕駅構内改札外

NewDays常陸多賀 日立 コンビニ 0120-956-376 日立市多賀町1-1-1JR常陸多賀駅構内改札外

NewDaysミニ日立 日立 コンビニ 0120-956-376 日立市幸町1-1-1JR日立駅構内改札外

マルト塙山店 日立 食料品 0294-33-8880 日立市金沢町2丁目2番2号

マルト田尻店 日立 食料品 0294-43-1617 日立市田尻町５丁目１４－１

マルト平沢店 日立 食料品 0294-23-9595 日立市高鈴町１丁目３－１

マルト東金沢店 日立 食料品 0294-34-4777 日立市東金沢町38487

マルト諏訪店 日立 食料品 0294-25-6677 日立市諏訪町38307

マルト滑川店 日立 食料品 0294-27-3331 日立市滑川本町５丁目３－３０

マルト森山店 日立 食料品 0294-52-1212 日立市森山町５丁目９－１

セブンイレブン日立砂沢町店 日立 おにぎり、パン他 0294-42-1858 日立市砂沢町字住ノ平245ー4

セブンイレブン十王友部店 日立 おにぎり、パン他 0294-39-2656 日立市十王町友部１６２４-７

ローソン日立駅前店 日立 食品 0294-22-0881 日立市幸町1-1-3

ローソン日立相賀町店 日立 食品 0294-33-8123 日立市相賀町7-5

ローソン日立中央インター店 日立 食品、日用品 0294-22-5575 日立市白銀町2丁目22番12号

ローソン日立金沢二丁目店 日立 おにぎり、弁当、他 0294-36-2833 日立市金沢町2-6-1

ローソン日立高鈴町一丁目店 日立 おにぎり、弁当、他 0294-87-7180 日立市高鈴町1-5-11

ローソン日立諏訪町二丁目店 日立 食品 0294-36-2533 日立市諏訪町2丁目1-8

セブンイレブン日立鮎川町６丁目店 日立 食料品・日用品他 0294-38-5350 日立市鮎川町６丁目１２－１

セブンイレブン日立末広町４丁目店 日立 食料品・日用品他 0294-34-6177 日立市末広町４丁目12-11

セブンイレブン日立塙山店 日立 食品、雑貨等 0294-38-0711 日立市金沢町2-6-10

くすりのマルト調剤薬局鮎川店 日立 調剤薬局 0294-25-7080 日立市鮎川町3丁目1番地の1

くすりのマルト調剤薬局金沢店 日立 調剤薬局 0294-33-7733 日立市金沢町３丁目34３番

トリミング＆ホテル　なないろDog 日立 トリミング、雑貨他 0294-33-7161 日立市川尻町６-４３-２０

りらくる日立店 日立 リラクゼーション 050-8884-4420 日立市東滑川町5-5-25

電鉄タクシー株式会社日立北営業所 日立 タクシー 0294-25-1191 日立市東町1-8-18

電鉄タクシー株式会社日立南営業所 日立 タクシー 0294-33-2183 日立市東金沢町3-2-21

椎名観光バス株式会社駅前タクシー部 日立 タクシー 0294-39-2300 日立市十王町友部東2-5-3

トヨタレンタリース日立駅前 日立 レンタカー 0294-22-2221 日立市平和町1-1-11

トヨタレンタリース日立多賀 日立 レンタカー 0294-37-0100 日立市千石町2-5-3

駅レンタカー日立営業所 日立 レンタカー 0294-24-3956 日立市幸町１－１９０－１

ニッポンレンタカー日立駅前営業所 日立 レンタカー 0294-21-0919 日立市平和町1-1-3

cafe de chouchou 日立 コーヒー 070-8491-4848 日立市弁天町1-5-7

赤から　日立田尻店 日立 居酒屋 0294-43-7100 日立市田尻町4丁目6番37号

味の食卓美味小家 日立 料理 0294-22-7130 日立市平和町1-17-4

居酒屋工房 楽しや 日立 季節のお料理・酒類 0294-22-5663 日立市鹿島町1丁目20-10鈴木ビル1F

オリーブの丘　日立鹿島店 日立 パスタ、ピザ、ドルチェ 0294-23-0510 日立市鹿島町3-4-15

海鮮茶屋　濱膳 日立 あんこう鍋、海鮮料理 0294-54-1919 日立市みなと町5779-24道の駅　日立おさかなセンター　2F

海鮮と天ぷらの店 いづる 日立 刺身 天ぷら 塩ちゃんこ鍋 0294-32-5558 日立市弁天町1-10-11



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

隠れ菴　忍家　常陸多賀駅前店 日立 居酒屋 0294-37-0535 日立市千石町1-3-22

隠れ菴　忍家　日立店 日立 居酒屋 0294-27-7122 日立市幸町1-5-12

蟹海楽 日立 寿司、蟹 0294-24-3456 日立市鹿島町1-20-13

久慈浜みなと寿し 日立 寿し、和食 0294-52-9190 日立市みなと町5779-24日立おさかなセンター内

格子屋　日立駅前店 日立 居酒屋料理 0294-26-8508 日立市幸町2-8-9

ココス多賀店 日立 食事 050-3333-6345 日立市大久保町3－1987－1

ココス滑川店 日立 食事 050-3333-0528 日立市滑川町1－12－6

ココス水木店 日立 食事 050-3333-0346 日立市水木町2－43－1

シーサイドホテル東館 日立 宿泊施設 0294-33-0030 日立市河原子町２丁目２１−７

ストーン・ビーチ 日立 イタリア料理 0294-39-6383 日立市十王町伊師656-4

日本料理つる伴 日立 料理 0294-21-4517 日立市平和町1-17-4

ビッグボーイ日立田尻店 日立 ハンバーグ・ステーキ 0294-44-7767 日立市田尻町4丁目35-48

フライングガーデン日立川尻店 日立 飲食 0294-44-7078 日立市川尻町５－３８２－１

ホテル天地閣　レストラン滄海 日立 中華料理 0294-22-0188 日立市旭町2-6-13

みなと亭 日立 和食 0294-53-6009 日立市みなと町5779-24日立おさかなセンター内

みなとや 日立 和食 0294-51-3746 日立市みなと町5779-25日立おさかなセンター内

遊食酒房　栄楽 日立 和食 0294-33-0115 日立市千石町1-2-13

炭火串焼と旬鮮料理の店　炭旬　日立駅前店 日立 串焼きと旬のお料理 0294-26-7701 日立市幸町１－１－３　まちステーション・日立

中華飯店　来々軒 日立 ラーメン 0294-21-3555 日立市鹿島町1-10-1

海華軒 日立 飲食 0294-21-0093 日立市幸町2-4-12

ベイカナーズ 日立 イタリア料理 0294-24-7531 日立市幸町1-15-6スズキビル2F

にんたまラーメン　ゆにろーず日立十王店 日立 ラーメン 0294-39-1677 日立市十王町伊師708-1

カラオケドレミ　大みか店 日立 カラオケ・飲食 0294-53-1122 日立市大みか町2-28-6

肉屋半七 日立 精肉 0294-54-3344 日立市大みか町4-3-13

カラオケビッグエコー日立店 日立 カラオケＢＯＸ 0294-21-7733 日立市幸町1-12-4

牛角日立多賀店 日立 食品 0294-28-8929 日立市多賀町38540

一平鮨 日立 寿司、丼 0294-28-1015 日立市大和田2173

道とん堀　日立城南店 日立 お好み焼き 0294-27-6488 日立市城南町3-1-39

駅前酒場 日立 お酒、料理 0294-32-7920 日立市十王町友部東1-1-24-2

居酒屋まるせん 日立 お酒 食品 080-6545-2402 日立市弁天町1-8-17

根元屋 日立 生ビール 0294-85-8374 日立市川尻町6-40-25プレステージN

魚の宿 忠 日立 飲食の提供 029-422-5460 日立市弁天町1-7-5

大戸屋　日立シーマークスクエア店 日立 和食 0294-87-8400 日立市東滑川町５－１－３シーマークスクエア専門店棟　２階

燦 日立 和洋食 0294-52-8011 日立市大みか町2-22-1

麺や秀 日立 ラーメン 0294-87-7001 日立市大みか町2-14-2

勘太そば 日立 刺身定食、アジフライ、海鮮丼、麺類 0294-28-1010 日立市大和田町2173

和洋食菜まんてん 日立 飲食 0294-23-2402 日立市鹿島町1-1-3

はま寿司日立鹿島店 日立 寿司 0294-26-9117 日立市鹿島町３－４－１４

はま寿司日立金沢店 日立 寿司 0294-25-7101 日立市金沢町２－３３－１７

カラオケBanBan日立銀座通り店 日立 飲食含むカラオケサービス 050-3134-0840 日立市弁天町1-12-15　東海弁天町ビル2階

カラオケバンバン日立滑川店 日立 飲食含むカラオケサービス 050-3134-0627 日立市滑川町1-12-18

笹音 日立 和食 0294-33-1766 日立市鮎川町6-9-1

吉野家6号線常陸多賀店 日立 牛丼 0294-25-7048 日立市桜川町2丁目2-3

吉野家日立川尻店 日立 牛丼 0294-44-8361 日立市川尻町4丁目29-23

吉野家6号日立中央店 日立 牛丼 0294-27-2012 日立市神峰町1丁目8-15

いたりあ食堂ガンベロ 日立 パスタ、ピザ他 0294-36-5356 日立市多賀町2-10-1TAGAコーポラス105

串とんぼ大みか店 日立 串揚げ 0294-52-9239 日立市大みか町1ー6ー3

はなの舞日立駅前店 日立 料理、お酒、飲み物 0294-22-9500 日立市幸町１丁目４−１０

旬菜喰楽ぶTOMO 日立 地魚 0294-24-4557 日立市幸町2-7-4

蕎麦処まち庵日立駅店 日立 そば 0294-33-8838 日立市幸町１－１－３

あもん大みか店 日立 料理、お酒、飲み物 0294-53-1166 日立市大みか町2-23-7

はなの舞大みか店 日立 料理、お酒、飲み物 0294-29-3080 日立市大みか町2-23-3

丸源ラーメン 日立店 日立 ラーメン 0294-33-9005 日立市金沢町1-18-15

まぜめん91 日立 まぜめん、餃子、丼もの 0294-87-7260 日立市神峰町1-2-19

Sushidiningかっぱ 日立 寿司　天ぷら 0294-21-3817 日立市弁天町1-3-5



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

かっぱのめし屋　威風 日立 中華料理 0294-51-5349 日立市鹿島町1-11-16

威風 日立 中華料理 0294-51-5349 日立市鹿島町1－11－16大高ビル1F

銀のさら日立中央店 日立 宅配寿司、釜飯 0570-096-379 日立市鮎川町6-3-16

サーティワンアイスクリーム日立店 日立 アイスクリーム 0294-22-3013 日立市平和町1-1-6

うどんれすとらん　へんこつ　日立大みか店 日立 飲食店（うどん・そば） 0294-53-7253 日立市大みか町１－４－８大みか町１－４－８

うどんれすとらん　へんこつ　常陸多賀店 日立 うどん・そば 0294-37-3382 日立市多賀町１丁目２−３

OYOホテル三幸園 日立 コーヒー、軽食 0294-33-1357 日立市桜川町１－２－２

椎名観光バス株式会社 日立 貸切バス、路線バス、旅行 0294-39-5506 日立市十王町友部東2-5-3

かみね遊園地 日立 乗り物券、お土産、飲食 0294-22-4737 日立市宮田町5丁目2番22号

かみねレジャーランド 日立 乗り物券、お土産用のお菓子、飲料水、おもちゃ 0294-22-4737 日立市宮田町5丁目2番22号

湯楽の里　日立店 日立 温浴施設、お土産 0294-25-4126 日立市河原子町１－１－６

お城の民宿花ぐるま 日立 宿泊施設 0294-42-2184 日立市小木津町5-5-1

網元別館 日立 和食 0294-24-6525 日立市鹿島町1-20-12

茨城県立国民宿舎「鵜の岬」館内レストランおよび売店 日立 海鮮丼およびお土産 0294-39-2202 日立市十王町伊師640

ザ・オーシャンゴルフクラブホテルマグノリア 日立 宿泊施設 0294-43-8111 日立市小木津町771-1

ホテルテラスザスクエア日立 日立 宿泊施設 0294-22-5531 日立市幸町1-20-3

ホテルノマド日立 日立 宿泊施設 0294-33-6123 日立市日高町１丁目２８−６

ホテル日立ヒルズ 日立 宿泊施設 0294-26-8244 日立市鹿島町１丁目１０−３

ホテルルートイン日立多賀 日立 宿泊施設 0294-37-3311 日立市多賀町2-15-11

薬湯旅館　「長寿の湯」 日立 宿泊施設 0293-23-0126 日立市東滑川町3-11-17

旅館　須賀屋 日立 宿泊施設 0294-52-2008 日立市久慈町３丁目３−１７

旅館千鳥屋 日立 宿泊施設 0294-33-0566 日立市河原子町2丁目2-18

久慈サンピア日立 日立 宿泊 0294-53-8000 日立市みなと町6-1

ウエルシア日立小木津店 日立 ドラッグストア 0294-44-8115 日立市日高町1-30-7

ウエルシア日立金沢店 日立 ドラッグストア 0294-28-6650 日立市金沢町1-14-6

ウエルシア日立田尻2号 日立 ドラッグストア 0294-44-7815 日立市田尻町3丁目26番13号

ウエルシア日立田尻店 日立 ドラッグストア 0294-24-0558 日立市滑川本町5-13-23

ウエルシア日立南高野店 日立 ドラッグストア 0294-29-3955 日立市南高野町2丁目15番11号

ウエルシア日立本宮店 日立 ドラッグストア 0294-27-7127 日立市本宮町4-12-1

大髙かおる堂 日立 和・洋菓子 0294-43-5745 日立市川尻町5-16-10

大森カナモノ 日立 雑貨 金物 0294-39-2133 日立市十王町友部東2-1-13

株式会社カワチ薬品　鮎川店 日立 医薬品・食品・日用品 0294-36-1759 日立市鮎川町4-7-21

株式会社カワチ薬品　大沼店 日立 医薬品・食品・日用品 0294-38-1337 日立市大沼町2-20-6

株式会社カワチ薬品　川尻店 日立 医薬品・食品・日用品 0294-42-1767 日立市川尻町5-57-10

株式会社カワチ薬品　田尻店 日立 医薬品・食品・日用品 0294-43-6887 日立市田尻町4-36-10

ケーズデンキ 日立北店 日立 家電製品 0294-43-8211 日立市東滑川町4丁目12-23

ケーズデンキ 日立店 日立 家電製品 0294-36-6611 日立市鮎川町1丁目3-1

合資会社椎名酒造店 日立 清酒・焼酎 0294-39-2041 日立市十王町高原411

しらすパーク　こまつ 日立 しらす・ひもの各種・いかかば 0294-53-6669 日立市留町1039-1

紳士服コナカ　日立多賀店 日立 衣料品 0294-34-3352 日立市大久保町1ｰ7ｰ14

やまや鮎川店 日立 酒・食品 0294-28-6771 日立市鮎川町2-6-30

やまや東大沼店 日立 酒・食品 0294-28-6681 日立市東大沼町3-28-8

やまや日立滑川店 日立 酒・食品 0294-33-8612 日立市滑川町2丁目8-3

やまや南高野店 日立 酒・食品 0294-28-1201 日立市南高野町1-7-16

蔵工房　うち山 日立 発酵食品　菓子　パン 0294-52-3204 日立市水木町3-72-41

醸す生食パン工房　うち山　シーマーク店 日立 発酵食品　菓子　パン 0294-32-5866 日立市東滑川町５丁目シーマークスクエア

おしゃれの店　山貴 日立 婦人服 0294-39-4129 日立市十王町友部東1-1-10

日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 日立 日立市の特産品（お土産、地酒、冷凍・冷蔵商品等） 0294-51-3972 日立市幸町１－１－２

ふじ農園 日立 乾燥芋、ぶどう、はちみつ、 080-2109-1515 日立市十王町伊師３６６８－１

飛勘水産 日立 鮮魚　野菜　精肉　惣菜 0294-52-3265 日立市大和田町2173

カインズ日立店 日立 日用品 0294-28-1000 日立市留町前川1270-2

サンドラッグ　日立会瀬店 日立 医薬品、雑貨、化粧品 0294-25-7280 日立市会瀬町4丁目14-1

サンドラッグ　日立河原子店 日立 医薬品、雑貨、化粧品 0294-29-7330 日立市河原子町1丁目4-15

サンドラッグ　シーマークスクエア日立店 日立 医薬品、雑貨、化粧品 0294-44-7731 日立市東滑川町5丁目1-3シーマークスクエア1F　専門店棟

運平堂本店　大みか本店 日立 大みか饅頭他 0294-52-3257 日立市大みか町１－６－７



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

運平堂本店　多賀店 日立 大みか饅頭他 0294-33-0255 日立市千石町２－４－３３

リカーハウスアジマ日立店 日立 酒・飲料水・菓子・お土産 0294-38-2323 日立市金沢町1-13-14

イエローハット日立店 日立 カー用品 0294-28-6011 日立市中成沢町2-37-15

ツルハドラッグ日立平沢店 日立 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 0294-27-2268 日立市高鈴町1丁目2-1

ツルハドラッグ日立大みか店 日立 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 0294-28-0268 日立市大みか町3丁目24-1

ツルハドラッグ日立会瀬店 日立 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 0294-25-6008 日立市会瀬町2丁目22-12

ツルハドラッグ日立桜川店 日立 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 0294-33-9810 日立市桜川町2丁目19-7

ツルハドラッグ日立十王店 日立 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 0294-33-9288 日立市十王町友部3474

くすりのマルト千石店 日立 ドラッグストア 0294-34-6111 日立市千石町３－4-10

くすりのマルト諏訪店 日立 ドラッグストア 0294-28-5785 日立市諏訪町4丁目534-2

くすりのマルト成沢店 日立 ドラッグストア 0294-28-5333 日立市中成沢町2丁目37番地の11

くすりのマルト滑川店 日立 ドラッグストア 0294-27-3337 日立市滑川本町5丁目3番35号

くすりのマルト森山店 日立 ドラッグストア 0294-52-7878 日立市森山町5丁目1番1号

くすりのマルト田尻店 日立 ドラッグストア 0294-43-1313 日立市田尻町5丁目14番1号

酒の沼田屋 日立 清酒（茨城県の地酒・日本酒）、焼酎、ワイン、ビール、ウィスキー 0294-52-2177 日立市大みか町6-2-37

スーパービバホームシーマークスクエア日立店 日立 ホームセンター商材 0294-44-9751 日立市東滑川町5-1-4

ヤマダデンキテックランド日立店 日立 家電 029-427-8011 日立市滑川町2-4-1

仙台屋　田所半五郎商店 日立 しらす干し、さんまみりん干し 0294-52-2577 日立市久慈町4-5-20

菊水食品 日立 納豆 0294-52-5443 日立市東大沼町4-29-11

ドラッグストア マツモトキヨシ 日立川尻店 日立 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0294-43-1117 日立市川尻町4-1

ブックエース日立鮎川店 日立 書籍販売・レンタルビデオ 0294-28-5300 日立市鮎川町5-1-1

日立ホテルクレイン 日立 レンタサイクルのみ 0294-54-0711 日立市大みか町2-1-22

イオン高萩店 高萩 食料品・衣料品・暮らしの品 0293-24-3111 高萩市安良川231-1

ローソン高萩安良川店 高萩 食品 0293-23-6315 高萩市安良川406

NewDays高萩 高萩 コンビニ 0120-956-376 高萩市大字高萩1928JR高萩駅構内改札外

ローソン高萩本町 高萩 食品 0293-24-6301 高萩市本町２-８

高萩ユーフィールド 高萩 キャンプ宿泊及び日帰り利用、ドローンサッカー体験 0293-28-0071 高萩市下君田682番地

沖縄料理　喜音 高萩 沖縄料理 0293-23-3468 高萩市本町3-100

カツレツ亭 高萩 トンカツ 0293-23-5977 高萩市春日町2-71

ココス高萩店 高萩 食事 050-3333-1779 高萩市高浜町3－11

つぼ八高萩店 高萩 居酒屋 0293-24-2879 高萩市下手綱2435

有限会社　四季彩館 高萩 居酒屋(食事、お酒) 0294-24-4411 高萩市東本町2-73-2

うらじ　そば店 高萩 日本そば　丼もの 0293-22-2317 高萩市春日町1ー14

居酒屋　暫 高萩 揚げ物、焼き物 0293-24-4869 高萩市春日町2−56

居魚屋　げん八郎 高萩 弁当・めん類 080-5679-2472 高萩市上手綱923

魚武 高萩 日本料理 0293-22-2079 高萩市有明町2-72

ハーブ&ヒーリングHANA 高萩 ランチ、ハーブ 0293-24-2850 高萩市安良川668

不二家サーティワン高萩店 高萩 アイスクリーム、ケーキ 0293-20-5115 高萩市安良川239-2

寿里庵 高萩 飲食店 0293-23-5812 高萩市春日町44593

うどんれすとらん　へんこつ　高萩安良川店 高萩 うどん・そば 0293-23-5585 高萩市安良川２３７−２

旅館高萩　「山の湯」 高萩 宿泊施設 0293-23-0126 高萩市上手綱３０２８

ウエルシア薬局高萩安良川店 高萩 ドラッグストア 0293-20-4008 高萩市安良川214-1

永寿堂 高萩 菓子（八千代おこし） 0293-22-2002 高萩市安良川６７９

株式会社カワチ薬品　高萩店 高萩 医薬品・食品・日用品 0293-24-3500 高萩市下手綱1082-1

ケーズデンキ 高萩店 高萩 家電製品 0293-20-1120 高萩市安良川237-1

紳士服コナカ　高萩店 高萩 衣料品 0293-24-4036 高萩市高戸字権現前362ｰ2

庭園味噌蔵　たつご味噌 高萩 味噌 0293-23-5222 高萩市上手綱７５

天空の庭　天馬夢 高萩 健康食品・生活用品 0293-27-3901 高萩市大能733-2

Les Petites Mains 高萩 ケーキ　焼き菓子　 0293-24-1881 高萩市春日町44617

イエローハット高萩店 高萩 カー用品 0293-20-1680 高萩市赤浜字松久保396-2

ツルハドラッグ高萩手綱店 高萩 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 0293-20-0128 高萩市下手綱1459-1

花貫物産センター 高萩 農産物　特産品の販売及び　飲食 0293-28-0808 高萩市大能１１００－２

ドラッグストア マツモトキヨシ 高萩安良川店 高萩 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0293-22-5051 高萩市安良川193

高萩ふれあいの里 高萩 釣りぼり 0293-28-0814 高萩市上君田1791

ローソン北茨城華川町車店 北茨城 食品　生活必需品 0293-44-7890 北茨城市華川町車字下駒木1081-1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ローソン北茨城磯原町店 北茨城 食品　生活必需品 0293-42-1720 北茨城市磯原町磯原2-320

ローソン北茨城大津町店 北茨城 食料品 0293-46-0089 北茨城大津町1026-1

セブンイレブン北茨城関南町店 北茨城 食品、雑貨等 0293-46-7771 北茨城市関南町神岡下321-2


セブンイレブン北茨城下桜井店 北茨城 食品、雑貨等 0293-43-7662 北茨城市中郷町下桜井1048-29

マルト磯原店 北茨城 食料品 0293-43-6161 北茨城市磯原町磯原２丁目４３

くすりのマルト調剤薬局磯原店 北茨城 調剤薬局 0293-30-7887 北茨城市磯原町磯原2丁目180番地

くすりのマルト調剤薬局北茨城医療センター前店 北茨城 調剤薬局 0293-24-8621 北茨城市中郷町上桜井916番3

居酒屋　漁夫 北茨城 海鮮料理 0293-42-8078 北茨城市磯原町磯原1-112

かづみ寿し 北茨城 寿司 0293-42-0720 北茨城市磯原町磯原508-1

カフェテリア　カメリア 北茨城 コーヒー、軽食 0293-46-7811 北茨城市大津町2083

ココス大津店 北茨城 食事 050-3516-6727 北茨城市大津町2564－3

食彩　太信 北茨城 海鮮料理 0293-46-5511 北茨城市大津町北町2-5-18

ばんどう太郎北茨城店 北茨城 味噌煮込みうどん 0293-24-9901 北茨城市中郷町下桜井1032

二ッ島観光ホテル 北茨城 海鮮料理 0293-42-0183 北茨城市磯原町磯原2553

レストランメヒコ北茨城店 北茨城 シーフードレストラン 0293-30-2502 北茨城市平潟町大原内1056-19

和風レストランにしき 北茨城 和食 0293-46-2485 北茨城市関南町神岡下357

居酒屋こころ 北茨城 地元の魚料理 0293-42-8566 北茨城市磯原町磯原1-210サンシャインビル2F

秀寿司 北茨城 寿司、刺身、天ぷら他 0293-42-0671 北茨城市磯原町本町1-3-1

浜庄 北茨城 海鮮料理 0293-46-3373 北茨城市平潟町1482-2

タリモ珈琲 北茨城 軽食、珈琲 0293-30-5525 北茨城市関南町仁井田467-1

はま寿司北茨城店 北茨城 寿司 0293-30-6220 北茨城市中郷町上桜井2187

カラオケバンバン磯原店 北茨城 飲食含むカラオケサービス 050-3134-0627 北茨城市磯原町磯原2-16

高砂屋 北茨城 鮮魚料理 0293-46-0032 北茨城市大津町2650

fourrage・vert（フラージュ・ヴェール） 北茨城 ハンバーグ・ステーキ・ローストビーフ・ハンバーガー 0293-44-6700 北茨城市中郷町上桜井2089（コメリ敷地内）

やま都うどん 北茨城 うどん 0293-42-8139 北茨城市中郷町下桜井974

花園オートキャンプ場 北茨城 キャンプ場 0293-43-9277 北茨城市華川町花園454

あんこうの宿まるみつ旅館 北茨城 宿泊施設 0293-46-0569 北茨城市平潟町235

磯原シーサイドホテル 北茨城 宿泊施設 0293-42-0213 北茨城市磯原町磯原二ツ島2550

五浦観光ホテル 北茨城 宿泊施設 0293-46-1111 北茨城市大津町722

うぐいす谷温泉　竹の葉 北茨城 宿泊施設 0293-42-2288 北茨城市磯原町磯原2275

グランピングヴィレッジIBARAKI 北茨城 宿泊施設、グランピング、温浴施設 0293-44-7555 北茨城市磯原町磯原2547-3湯かっぺ内1階

グリーンパークホテル 北茨城 宿泊施設 0293-46-4111 北茨城市関南町神岡上小沢1113

鉱泉旅館　友の湯 北茨城 宿泊施設 0293-46-0551 北茨城市平潟町493

砥上屋旅館 北茨城 宿泊施設 0293-46-0418 北茨城市平潟町１４１

としまや月浜の湯 北茨城 地魚料理 0293-43-1311 北茨城市磯原町磯原200-3

ホテルエリアワン北茨城 北茨城 宿泊施設 0293-24-8200 北茨城市磯原町磯原1丁目227

まるたか観光旅館 北茨城 宿泊施設 0293-46-0527 北茨城市平潟町243

民宿暁園 北茨城 宿泊施設 0293-46-5891 北茨城市平潟町１５３８−１

民宿丸勇 北茨城 宿泊施設 0293-46-0374 北茨城市平潟町1333-8

やまに郷作 北茨城 宿泊施設 0293-46-1178 北茨城市平潟町２７３

湯の網温泉　鹿の湯松屋 北茨城 旅館 0293-46-1086 北茨城市関南町神岡下 1435

旅館　静海亭 北茨城 宿泊施設 0293-46-0408 北茨城市平潟町603

旅館　長浜荘 北茨城 宿泊施設 0293-46-2665 北茨城市大津町２０８２

割烹旅館さらしな 北茨城 飲食 0293-42-1159 北茨城市磯原町本町3-3-22

民宿　相模屋 北茨城 宿泊施設 0293-46-0512 北茨城市平潟町301

株式会社カワチ薬品　北茨城大津店 北茨城 医薬品・食品・日用品 0293-46-7530 北茨城市大津町 2698-1

ウエルシア薬局北茨城磯原店 北茨城 ドラッグストア 0293-30-7128 北茨城市磯原町磯原3-20

ウエルシア薬局北茨城中郷店 北茨城 ドラッグストア 0293-42-7868 北茨城市中郷町上桜井1586番地

おふくろ弁当中郷本店 北茨城 弁当 0293-42-4741 北茨城市中郷町下桜井974

株式会社カワチ薬品　北茨城店 北茨城 医薬品・食品・日用品 0293-43-7570 北茨城市中郷町上桜井2189

ケーズデンキ 北茨城店 北茨城 家電製品 0293-43-3881 北茨城市中郷町上桜井2915

魚や　まるいち 北茨城 海産土産品 0293-46-0420 北茨城市平潟町1067-2

大黒屋水産食品 北茨城 さつま揚げ 0293-46-0495 北茨城市平潟町582

てんごころ 北茨城 大福、プリン 0293-46-8730 北茨城市平潟町897

中郷サービスエリア下り線 北茨城 水戸の梅 0293-42-4816 北茨城市中郷町日棚1860-1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

中郷サービスエリア上り線 北茨城 スイートポテト 0293-42-4561 北茨城市中郷町日棚1540

風月堂菓子舗 北茨城 菓子 0293-46-0612 北茨城市平潟町4720

マルイチ仙台屋商店 北茨城 しらす干し、目光、干物 0293-46-0340 北茨城市大津町北町3355-1

(有)齋藤商店 北茨城 あんこう肝酢、たこ 0293-46-7276 北茨城市平潟町47

有限会社ヒオキ食品 北茨城 水産加工品 0293-46-1308 北茨城市平潟町476

松野屋海産 北茨城 水産物加工品　土産品 0293-46-3208 北茨城市大津町1332-1

カインズ北茨城店 北茨城 日用品 0293-30-5111 北茨城市関南町神岡下字南浜田273

茨城県天心記念五浦美術館ミュージアムショップ 北茨城 アートグッズ 0293ｰ46ｰ3390 北茨城市大津町椿2083

イエローハット北茨城中郷店 北茨城 カー用品 0293-30-1680 北茨城市中郷町上桜井2051

ツルハドラッグ北茨城店 北茨城 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 0293-30-6001 北茨城市中郷町桜井字細谷2830

ツルハドラッグ北茨城大津店 北茨城 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 0293-30-5268 北茨城市大津町北町4丁目5-15-1

くすりのマルト磯原店 北茨城 ドラッグストア 0293-42-8188 北茨城市磯原町磯原２丁目43番地

関本PA（上り線） 北茨城 土産品 0293-42-4231 北茨城市関本町関本上字鶴巻1970-18

ヤマダデンキテックランド北茨城店 北茨城 家電製品 0293-28-8011 北茨城市中郷町上桜井2177

茨城県近代美術館天心記念五浦分館 北茨城 入館チケット 0293-46-5311 北茨城市大津町椿２０８３

株式会社かわねや　フェスタ店 常陸太田 食料品・雑貨 0294-70-1141 常陸太田市金井町江向2918

株式会社かわねや　木崎本店 常陸太田 食料品・雑貨 0294-72-1141 常陸太田市木崎二町874

デイリーヤマザキみちのえきひたちおおた店 常陸太田 食料品、雑貨、酒、たばこ 0294-72-2355 常陸太田市下河合町1016番地1道の駅ひたちおおた内

セブンイレブン常陸太田はたそめ店 常陸太田 食品・飲料・その他 0294-74-1134 常陸太田市幡町913-4

セブンイレブン常陸太田大方町 常陸太田 お弁当、お惣菜、食品、生活雑貨 0294ｰ76ｰ0810 常陸太田市大方町上土橋2673ｰ3

新・西山荘カントリー倶楽部 常陸太田 ゴルフ場 0294-70-1234 常陸太田市下大門町1063

スパ＆ゴルフリゾート久慈 常陸太田 ゴルフ・宿泊 0294-76-1711 常陸太田市岩手町1398

太田安全タクシー 常陸太田 タクシー 0294-72-0141 常陸太田市栄町2486-3

レストランばんび 常陸太田 和洋食 0294-72-4541 常陸太田市木崎二町874

ココス常陸太田店 常陸太田 食事 050-3333-0102 常陸太田市内堀町2963－1

レストランカフェスイート 常陸太田 常陸牛ハンバーグ、常陸牛ステーキ 0294-80-3737 常陸太田市木崎二町3810

カラオケドレミ　常陸太田店 常陸太田 カラオケ・飲食 0294-80-4222 常陸太田市塙町2953

手打ち　そば処　金砂そば 常陸太田 そば 0294-76-0789 常陸太田市久米町120-1

坂東太郎常陸太田総本店 常陸太田 味噌煮込みうどん 0294-33-8551 常陸太田市金井町4805-1

常陸乃国かぐや姫ひたちおおた 常陸太田 飲食店 090-7385-4945 常陸太田市下河合町1016番1

里美温泉保養センターぬく森の湯 常陸太田 日帰り温泉、食事、お土産 0294-82-3366 常陸太田市大中町2076-6

バンジージャパン　竜神バンジー 常陸太田 バンジージャンプ 0278-72-8133 常陸太田市天下野町2133-6

岩倉鉱泉 常陸太田 宿泊施設 0294-85-1126 常陸太田市天下野町5788

里美ふれあい館 常陸太田 体験 0294-70-7131 常陸太田市大中町3417-1

中野屋旅館 常陸太田 宿泊施設 0294-82-3311 常陸太田市折橋町１４０４

プラトーさとみ 常陸太田 食事 0294-82-4221 常陸太田市里川町863-35

宝来館 常陸太田 宿泊施設 0294-85-0114 常陸太田市棚谷町1950

元湯　山田屋旅館 常陸太田 宿泊施設 0294-82-2236 常陸太田市折橋町1409

元湯旅館 常陸太田 宿泊施設 0294-82-2712 常陸太田市大菅町２６１−１

ロックヒルゴルフクラブ 常陸太田 ゴルフ場 0295-56-3211 常陸大宮市上小瀬5374-5

アンティークギャラリー花てまり 常陸太田 着物、小物販売、着物レンタル 0294-72-7226 常陸太田市西一町２３２５－２

ウエルシア常陸太田木崎店 常陸太田 ドラッグストア 0294-80-7020 常陸太田市木崎二町1806番地の1 

ウエルシア常陸太田久米店 常陸太田 ドラッグストア 0294-70-3101 常陸太田市久米町123

ウエルシア常陸太田中城店 常陸太田 ドラッグストア 0294-80-7117 常陸太田市中城町2992-1

株式会社カワチ薬品　常陸太田店 常陸太田 医薬品・食品・日用品 0294-72-7746 常陸太田市山下町1704-4

亀印製菓常陸太田店 常陸太田 和洋菓子 0294-72-6605 常陸太田市金井町3627

亀印製菓道の駅ひたちおおた店 常陸太田 和洋菓子 0294-72-1733 常陸太田市上河合町1016－1

ケーズデンキ 常陸太田店 常陸太田 家電製品 0294-73-1991 常陸太田市馬場町56-1

スパ＆ゴルフリゾート久慈内売店・レストラン 常陸太田 土産品、酒類、飲食物 0294-76-1711 常陸太田市岩手町1398

西山の里　桃源 常陸太田 土産品（菓子類） 0294-73-1300 常陸太田市新宿町576

水府物産センター 常陸太田 小売、土産品 0294-87-0375 常陸太田市天下野町2133−6

リカーハウスアジマ太田店 常陸太田 酒・飲料水・菓子・お土産 0294-72-8050 常陸太田市金井町2869ー1

メガネのクロサワ常陸太田店 常陸太田 メガネ・補聴器・光学器 0294-72-4100 常陸太田市塙町2953

イエローハット常陸太田店 常陸太田 カー用品 0294-33-9391 常陸太田市馬場町88

松盛・岡部合名会社 常陸太田 清酒・焼酎・リキュール 0294-74-2171 常陸太田市小沢町2335



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

宝月堂食品有限会社 常陸太田 洋菓子 0294-72-0312 常陸太田市東一町2284

剛烈酒造　小売部 常陸太田 酒類 0294-76-2007 常陸太田市大里町3401

ストームフィールドガイド　竜神峡アウトドアフィールド 常陸太田 アウトドアレジャーサービス（カヌー・ボートクルーズ・SUP） 070-1271-0722 常陸太田市下高倉町2153-39

茨城ロイヤルカントリー倶楽部 常陸太田 ゴルフ場 0294-72-6666 常陸太田市増井町1695

日立高鈴ゴルフ俱楽部 常陸太田 ゴルフ場 0294-78-0111 常陸太田市白羽町1730

日立高鈴ゴルフ俱楽部　レストラン 常陸太田 飲食店 0294-78-0111 常陸太田市白羽町1730

株式会社かわねや　大宮店 常陸大宮 食料品・雑貨 0295-52-1141 常陸大宮市石沢1838

クスリのアオキ　常陸大宮南町店 常陸大宮 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0295-55-7300 常陸大宮市南町1177番地1

セブンイレブン常陸大宮野口 常陸大宮 食品 0295-55-3588 常陸大宮市野口１４２７ー1

セブンイレブン茨城大宮中富店 常陸大宮 食料品 0295-53-6992 常陸大宮市中富町3104-8

セブンイレブン常陸大宮泉店 常陸大宮 食品・雑貨 029-553-7577 常陸大宮市泉　1244-1

セブンイレブン茨城大宮八田店 常陸大宮 弁当、惣菜、ドリンク 029-552-5577 常陸大宮市八田2125-1

セブンイレブン茨城大宮上町店 常陸大宮 食品 029-552-6077 常陸大宮市上町863-1

セブンイレブン常陸大宮石沢店 常陸大宮 食料品 0295-52-3523 常陸大宮市石沢1660-1

ローソン常陸大宮山方 常陸大宮 おにぎり・飲料等 0295-57-4625 常陸大宮市山方９６７－１

ゴルフ5カントリーサニーフィールド 常陸大宮 宿泊　ゴルフ場　レストラン　用品およびお土産販売 0295-55-3232 常陸大宮市野口1743-14

マナゴルフクラブ 常陸大宮 ゴルフ場 0295-53-1144 常陸大宮市西塩子168

ココス常陸大宮店 常陸大宮 食事 050-3333-4034 常陸大宮市姥賀町526－6

そば家  麦藁 常陸大宮 蕎麦 0295-51-3109 常陸大宮市山方956-1

ばんどう太郎常陸大宮店 常陸大宮 味噌煮込みうどん 0295-52-5851 常陸大宮市石沢1599

ビッグボーイ常陸大宮店 常陸大宮 ハンバーグ・ステーキ等 0295-53-9755 常陸大宮市泉541-18

益益　常陸大宮店 常陸大宮 居酒屋 0295-52-5033 常陸大宮市栄町3101-8

四六時中　常陸大宮店 常陸大宮 和食 080-7113-3310 常陸大宮市下村田2387イオン常陸大宮店1階

はま寿司常陸大宮店 常陸大宮 寿司 0295-53ー9701 常陸大宮市石沢１８４３－１

カラオケBanBan常陸大宮店 常陸大宮 飲食含むカラオケサービス 050-3134-0917 常陸大宮市東富町639-1

梅屋山荘 常陸大宮 土産品・飲物 0295-57-4480 常陸大宮市山方1135

あじ平　大宮店 常陸大宮 ラーメン 0295-52-1794 常陸大宮市姥賀町589-2

そば道場　久慈川翁 常陸大宮 蕎麦 0295-57-9333 常陸大宮市盛金1112

ごぜんやま温泉保養センター四季彩館 常陸大宮 温泉入浴、売店、飲食店 0295-55-2626 常陸大宮市長倉407-2

やまがたすこやかランド三太の湯 常陸大宮 温泉入浴、売店、飲食店 0295-57-4126 常陸大宮市諸沢5071

美和ささの湯 常陸大宮 温浴、売店、飲食店 0295-58-2682 常陸大宮市氷之沢3139

割烹旅館かめや 常陸大宮 宿泊施設 0295-57-2409 常陸大宮市山方６３９

パークアルカディアケビン村 常陸大宮 宿泊施設 0295-57-6630 常陸大宮市山方5858-13

東京レジャー開発株式会社　カバヤゴルフクラブ 常陸大宮 ゴルフ場・宿泊施設あり 0295-56-2311 常陸大宮市国長2408-1

ホテル鮎亭 常陸大宮 宿泊施設 0120-174-809 常陸大宮市小貫4-2

岡崎酒店 常陸大宮 酒類 0295-52-1119 常陸大宮市南町1361-1

大洋交通常陸大宮営業所 常陸大宮 旅行用品 0295-55-8827 常陸大宮市中富町998-2

ウエルシア常陸大宮石沢店 常陸大宮 ドラッグストア 0295-52-6618 常陸大宮市石沢1844-4

ウエルシア常陸大宮石沢南店 常陸大宮 ドラッグストア 0295-53-8155 常陸大宮市石沢1686番地の1

ウエルシア常陸大宮山方店 常陸大宮 ドラッグストア 0295-54-4880 常陸大宮市山方582-2

株式会社カワチ薬品　常陸大宮店 常陸大宮 医薬品・食品・日用品 0295-53-0047 常陸大宮市泉521-6

ケーズデンキ 常陸大宮店 常陸大宮 家電製品 0295-53-7005 常陸大宮市下村田2370番地1

舟納豆本店 常陸大宮 納豆 0120-710-593 常陸大宮市山方477-1

道の駅常陸大宮～かわプラザ～ジェラート＆スムージー 常陸大宮 ジェラート・スムージー・コーヒー 0295-58-5038 常陸大宮市岩崎717-1

道の駅常陸大宮～かわプラザ～直売所 常陸大宮 農産物・土産品 0295-58-5038 常陸大宮市岩崎717-1

道の駅常陸大宮～かわプラザ～レストラン常陸亭 常陸大宮 定食・そば・うどん 0295-58-5038 常陸大宮市岩崎717-1

イエローハット常陸大宮店 常陸大宮 カー用品 029-552-4141 常陸大宮市石沢1616

メガネのクロサワ常陸大宮店 常陸大宮 メガネ・補聴器・光学器 0295-53-7100 常陸大宮市石沢1850-1

有限会社ウェアウッドワーク 常陸大宮 漆器 0295-58-3880 常陸大宮市上檜沢2032

根本酒造直営売店 常陸大宮 日本酒・梅酒 029-557-2211 常陸大宮市山方630番地

株式会社ヤマダデンキ　テックランド常陸大宮店 常陸大宮 家電製品 0295-54-1551 常陸大宮市泉字根本上1161

ドラッグストア マツモトキヨシ 常陸大宮店 常陸大宮 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0295-53-5701 常陸大宮市姥賀町566-1

ｽﾄｰﾑﾌｨｰﾙﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ那珂川店 常陸大宮 アウトドアレジャーサービス（カヌー・ラフティング・SUP） 090-6505-2544 常陸大宮市野口1151

湯の沢鉱泉 常陸大宮 温泉　お土産　食事 0295-57-3794 常陸大宮市山方4849

藤田観光りんご園 大子 スイーツ、軽食、特産品 029-232-0121 久慈郡大子町浅川400



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

セブンイレブン大子池田松沼店 大子 食料品 0295-72-0543 久慈郡大子町池田２８１５－１セブンイレブン大子池田松沼店

セブンイレブン大子池田北店 大子 食料品 0295-79-1177 久慈郡大子町池田４１

コンビニエンスストア小西屋 大子 食品、お惣菜、地元特産品、野菜、日本酒、ビール 0295-72-3883 久慈郡大子町下野宮1589-2

雑貨屋memeguru 大子 お土産雑貨 070-8516-5758 久慈郡大子町大子660-5

茨城交通　大子タクシー営業所 大子 タクシー 0295-72-0055 久慈郡大子町大子838-1

有限会社ドリーム 大子 タクシー 0295-76-0313 久慈郡大子町小生瀬3805

昔屋 大子 蕎麦　うどん 0295-72-3201 久慈郡大子町袋田178

奥久慈茶の里公園 お食事処｢茶の里｣ 大子 レストラン 0295-78-0511 久慈郡大子町左貫1920

ときわ 大子 ジェラート、地ビール、コーヒー、軽食、お土産等 0295-72-3145 久慈郡大子町袋田25

まるせんや 大子 お土産、飲食物 0295-72-3432 久慈郡大子町袋田8番地

味噌らーめん不二乃 大子 らーめん 0295-72-3344 久慈郡大子町池田１２５２ー１

みらんど袋田 大子 アップルパイ 0295-79-0296 久慈郡大子町袋田３８３－１

リュタン 大子 レストラン 0295-76-0382 久慈郡大子町小生瀬2976-7

ログテラス　鰐ヶ渕 大子 蕎麦、奥久慈しゃも 0295-74-1387 久慈郡大子町下津原1471

よねや 大子 うどん　鮎　団子 0295-72-2631 大子町袋田164-3

daigo cafe 大子 飲料品、お食事 029-576-8443 久慈郡大子町大子688

和風レストラン七曲り 大子 飲食店 0295-72-5391 久慈郡大子町下野宮3491

そば処ますこ庵 大子 和食屋、麺類 0295-76-0595 久慈郡大子町小生瀬2878-6

奥久慈しゃも料理　だいこん 大子 奥久慈しゃも　焼鳥 0295-76-8002 久慈郡大子町大子671

コーヒーと家具のお店hajimari 大子 コーヒー、古家具 090-6187-5507 久慈郡大子町矢田654

斉藤りんご園 大子 りんご 0295-73-9006 久慈郡大子町下金沢394-12

黒田りんご園 大子 りんご 0295-76-0327 久慈郡大子町小生瀬４４４５番地

大子温泉保養センター森林の温泉 大子 入館料．食事．売店 0295-72-3200 久慈郡大子町矢田15－12

多目的温泉プールフォレスパ大子 大子 プール用品 0295-72-6100 久慈郡大子町浅川2921

袋田温泉　関所の湯 大子 温泉 0295-79-1126 久慈郡大子町袋田滝ノ上　2642-7

沼の上りんご園 大子 りんご 0295-72-5758 久慈郡大子町上岡2216

本田りんご園 大子 りんご 0295-72-5365 久慈郡大子町上岡156

木沢りんご園 大子 りんご 0295-72-8020 久慈郡大子町芦野倉524

仲野忠雄りんご園 大子 りんご 0295-72-5060 久慈郡大子町浅川3382

奥久慈りんご園1号園 大子 りんご　アップルパイ　りんごジュース 0295-74-0990 久慈郡大子町盛金1580-5

藤田りんご園 大子 りんご 090-1605-8125 久慈郡大子町小生瀬368

珂北酒造有限会社 大子 製酒・リキュール 0295-76-0121 久慈郡大子町内大野1887

上小川レジャーペンション 大子 宿泊施設 0295-74-1113 久慈郡大子町頃藤４３６８

鈴木屋旅館 大子 宿泊施設 0295-72-0458 久慈郡大子町下野宮２２５２

大子温泉やみぞ 大子 宿泊施設 0295-72-1511 久慈郡大子町矢田524-2

大子広域公園オートキャンプ場グリンヴィラ 大子 宿泊施設 0295-79-0031 久慈郡大子町矢田15-1

滝味の宿・豊年万作 大子 お菓子等のお土産品 0295-72-3011 久慈郡大子町袋田169-3

袋田温泉　思い出浪漫館 大子 宿泊施設 0295-72-3111 久慈郡大子町袋田９７８

北條館別館 大子 宿泊施設 0295-72-3511 久慈郡大子町袋田１３２５

ホテル奥久慈館 大子 客室 0570-002-780 久慈郡大子町池田2369-3

旅館本田屋 大子 宿泊施設 0295-72-0012 久慈郡大子町矢田１３６３−１

丘の上のゲストハウス「Daigo house」 大子 宿泊施設 090-8508-2875 久慈郡大子町北田気577-5

ウエルシア大子池田店 大子 ドラッグストア 0295-79-1688 久慈郡大子町大字池田1506

奥久慈屋吉餅 大子 だんご 0295-72-1155 久慈郡大子町袋田　2247-7

奥久慈ゆばの里　三宝産業株式会社 大子 豆腐、ゆば 0295-72-8551 久慈郡大子町塙734

菓匠　宮川 大子 和洋菓子 0295-72-6868 久慈郡大子町下野宮1657

ケーズデンキ 大子店 大子 家電製品 0295-72-1442 久慈郡大子町大字池田字横峯577-1

こんにゃく関所 大子 こんにゃく 0295-77-5011 久慈郡大子町袋田　2698-8

新滝 大子 お土産品販売　お食事 0295-72-4044 久慈郡大子町袋田178－1

大子おやき学校 大子 おやき 0295-78-0500 久慈郡大子町槇野地2469

だいご味らんど　町内店 大子 特産品　野菜　お土産 0295-72-0406 久慈郡大子町大子848-1

だいご味らんど　道の駅店 大子 特産品　野菜　お土産 0295-72-6115 久慈郡大子町池田2830-1

滝本屋本店 大子 土産物品 飲食 0295-72-3031 久慈郡大子町袋田184-1

道の駅奥久慈だいご 大子 お土産品・レンタサイクル 0295-72-6111 久慈郡大子町池田2830-1大子町観光物産館

悠久の宿　滝美館 大子 衣類 0295-72-4181 久慈郡大子町袋田21-2



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

湯葉壱 大子 ゆば 0295-72-1711 久慈郡大子町袋田　2698-7

多喜乃家菊池みやげ店 大子 小売 0295-72-3135 久慈郡大子町袋田3-10

滝生屋 大子 土産 0295-72-3035 久慈郡大子町袋田46-2

滝本屋支店 大子 土産品 0295-72-3540 久慈郡大子町袋田5

カインズ大子店 大子 日用品 0295-72-3300 久慈郡大子町池田字下小沢1223

合資会社立川商店 大子 食品 02#5760315 久慈郡大子町小生瀬168

常陸野月下 大子 干し芋 080-3084-1851 久慈郡大子町袋田159

OKUKUJI BASE CAMP 大子 アウトドア用品 0295-76-8527 久慈郡大子町袋田3708-1

若葉みやげ店 大子 土産品 0295-72-3228 久慈郡大子町袋田22-1

大子商店 大子 大子みやげ 029-576-8830 久慈郡大子町大子988-3

大子漆八溝塗器而庵 大子 漆器 0295-72-2775 久慈郡大子町大子624

たまや 大子 土産品販売 0295-72-3073 久慈郡大子町袋田12

依田屋 大子 土産品 0295-72-3020 久慈郡大子町袋田185-1

いちろうりんご園 大子 りんご 0295-72-6526 久慈郡大子町大生瀬4769

リバーサイド奥久慈福寿荘 大子 お土産品・旅館・日帰り入浴 0295-72-0580 久慈郡大子町池田2694

キャンプ村やなせ 大子 薪、木炭、カセットガス、飲料、酒、食品 080-2001-7399 久慈郡大子町頃藤5436

豊田りんご園 大子 りんご 0295-76-0858 久慈郡大子町小生瀬3964

茨城交通　茨大前営業所 水戸 路線バスの旅 029-251-2334 水戸市袴塚3-5-36

茨城交通　水戸駅前案内所 水戸 路線バスの旅 029-224-8818 水戸市宮町1-3-36

IBARAKIスイーツ工房 水戸 各種スイーツ類 029-228-2212 水戸市宮町1-7-31

セブンイレブントモス水戸大工町1丁目店 水戸 食品 029-232-3005 水戸市大工町1-2-1

イオンスタイル水戸内原 水戸 ショッピングモール 029-259-1400 水戸市内原2丁目1番地

イオンスタイル水戸下市 水戸 ショッピングセンター 029-302-2222 水戸市柳町2-11-8

クスリのアオキ　吉沢店 水戸 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-303-7320 水戸市吉沢町195番地3

クスリのアオキ　水戸見和店 水戸 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-297-1537 水戸市見和三丁目1番地2

クスリのアオキ　千波店 水戸 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-291-5770 水戸市千波町1167番地の1

ジャパンミートステーションコム５０号店 水戸 食料品 029-251-1129 水戸市河和田 3891-2　

パワーマート住吉店 水戸 食料品 029-304-0210 水戸市元吉田町字一里塚西 1479-1

パワーマート見川店 水戸 食料品 029-309-0234 水戸市見川 5-115-4

デイリーヤマザキ水戸梅香店 水戸 食料品、飲料、酒、たばこ、雑貨 029－225-0105 水戸市梅香1-2－1

デイリーヤマザキ水戸笠原店 水戸 食料品、飲料、酒、たばこ、雑貨 029-241-6621 水戸市笠原978－51

ローソン水戸石川店 水戸 食品 029-254-6488 水戸市石川１－３８３２－１

ローソン水戸見和三丁目店 水戸 おにぎり 029-254-5489 水戸市見和3-1532-1

ローソン水戸堀町店 水戸 食料品 029-302-8085 水戸市堀町字新田957-3

ローソン水戸上水戸二丁目店 水戸 食料品 029-255-1180 水戸市上水戸2-5-50

コヤマ赤塚店 水戸 医薬品　健康食品　化粧品　介護用品　日用品 029-251-1384 水戸市赤塚1-1870-4

コヤマ下市店 水戸 医薬品　健康食品　化粧品　介護用品　日用品 029-224-8105 水戸市本町2-3-3

ローソン水戸駅北口店 水戸 食料品、雑貨 029-233-0039 水戸市宮町1-3-41ノースフロントビル1階

ローソン水戸宮町二丁目店 水戸 食料品、雑貨 029-231-5343 水戸市宮町二丁目2-31

NewDaysキオスク赤塚 水戸 コンビニ 0120-956-376 水戸市赤塚1-1866JR赤塚駅構内改札外

NewDaysミニ水戸１号 水戸 コンビニ 0120-956-376 水戸市宮町1-1-1JR水戸駅構内改札外

NewDaysミニ水戸７号 水戸 コンビニ 0120-956-376 水戸市宮町1-1-1JR水戸駅構内改札前

NewDaysミニ水戸１９号 水戸 コンビニ 0120-956-376 水戸市宮町1-1-1JR水戸駅構内７・８番線ホーム

いばらきいいもの 水戸 コンビニ 0120-956-376 水戸市宮町1-1-1JR水戸駅構内改札内

ローソン水戸内原町店 水戸 食品 029-259-6036 水戸市内原町634-5

マルト笠原店 水戸 食料品 029-241-5000 水戸市笠原町９７８－３９

マルト元吉田店 水戸 食料品 0293-53-7575 水戸市宮内町字宮内３１９９－１

ローソン水戸四中入口店 水戸 食料品 029-247-6688 水戸市元吉田町1974-2

セブンイレブン水戸インター店 水戸 食品、日用品 029-254-3080 水戸市加倉井町415

ローソン水戸見川三丁目店 水戸 食料品 029-243-9993 水戸市見川3-113-1

ローソン 水戸文化センター入口店 水戸 食料品 029-231-5588 水戸市中央２ー４ー１２

成城石井　水戸エクセル店 水戸 食品 029-350-8670 水戸市宮町1-1-1水戸駅ビル　エクセル本館2階

ローソン水戸桜川一丁目店 水戸 食品 029-233-3963 水戸市桜川1－6－18

コクミン水戸エクセルみなみ店 水戸 医薬品・化粧品等 029-302-0593 水戸市宮町1-107水戸駅ビルエクセルみなみ3階

コクミン水戸エクセルプラムストリート店 水戸 医薬品・化粧品等 029-227-8319 水戸市宮町1-1-1水戸エクセルプラムストリート内



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ローソン　水戸南町二丁目 水戸 おにぎり・飲料等 029-219-6476 水戸市南町二丁目２－４－４１

ローソン　水戸見川町丹下店 水戸 おにぎり・飲料水等 029-243-9959 水戸市見川町丹下一ノ牧２１３１－１０

ローソン水戸加倉井町店 水戸 おにぎり・飲料水等 029-291-6093 水戸市加倉井町1029-3

ローソン水戸済生会総合病院 水戸 おにぎり・飲料等 029-254-9939 水戸市双葉台3-3-10

ローソン水戸河和田町報徳 水戸 おにぎり・飲料等 029-246-5258 水戸市河和田町4382-139

ローソンＳ水戸市役所 水戸 おにぎり・飲料等 029-353-7297 水戸市中央１－４－１

ローソン水戸赤十字病院 水戸 おにぎり・飲料等 029-306-9659 水戸市三の丸3-12-48

ゴルフ5　水戸千波店 水戸 ゴルフ用品 029-240-3035 水戸市千波町2073-1

ムラサキスポーツ水戸内原店 水戸 アパレル 029-259-1521 水戸市内原44593イオンモール水戸内原店3階

ブックエース茨大前店 水戸 書籍販売　レンタルビデオ 029-224-6391 水戸市堀町1094-7

アクアクララ水戸 水戸 ミネラルウォーター宅配 029-252-4132 水戸市西原1-10-6

リラクステノ千波店 水戸 リラクゼーション 029-291-5155 水戸市千波町927-5

りらくる水戸西原店 水戸 リラクゼーション 050-8884-4427 水戸市西原2丁目17-17

りらくる千波町店 水戸 リラクゼーション 050-8884-4419 水戸市千波町2481-18

株式会社第一常陽タクシー 水戸 タクシー 029-225-6362 水戸市渋井町620-3

ＮＫ観光有限会社 水戸 タクシー 029-305-3331 水戸市見川5丁目302－3

株式会社さわやか交通 水戸 タクシー 029-232-0121 水戸市金町1-3-35

新星自動車　水戸営業所 水戸 タクシー　旅客運送業 029-221-9191 水戸市宮町1-216-12

千波タクシー　本社営業所 水戸 タクシー　旅客運送業 029-226-5131 水戸市城南2-4-4千波タクシー2F

茨城第一交通株式会社　　水戸営業所 水戸 タクシー 029-253-1125 水戸市石川1丁目4002番38号

観光第一交通 水戸 タクシー 029-253-1125 水戸市石川1-4002-38

本社営業所 水戸 タクシ－ 029-231-3600 水戸市城南1-7-17

泉町営業所 水戸 タクシー 029-224-3811 水戸市泉町2-1-33

久保田タクシー 水戸 タクシー 029-221-7171 水戸市杉崎町143-1

グリーン交通イバラキ 水戸 タクシー 029-227-5569 水戸市浜田町415番3

ニコニコレンタカー水戸駅店 水戸 レンタカー 029-284-1700 水戸市城南1-7-8第一ビル

トヨタレンタリース赤塚 水戸 レンタカー 029-251-0100 水戸市赤塚1丁目2029-102

トヨタレンタリース県庁前 水戸 レンタカー 029-243-0202 水戸市笠原町978-25

トヨタレンタリース水戸駅南 水戸 レンタカー 029-225-0100 水戸市城南1-1-3

日産レンタカー　水戸駅南口店 水戸 レンタカー 029-227-5523 水戸市桜川1-3-7

ニッポンレンタカー水戸駅南口営業所 水戸 レンタカー 029-231-0919 水戸市城南2-1-6

ニッポンレンタカー水戸駅北口営業所 水戸 レンタカー 029-224-0919 水戸市三の丸2-5-31

パインリーフ 水戸 中華料理 029-266-3631 水戸市島田町98-4

喜多方ラーメン坂内水戸東店 水戸 飲食店（酒提供あり） 029-350-6400 水戸市谷田町969

喜八楽八笠原店 水戸 飲食店 029-305-7888 水戸市笠原町600-17

酒趣　本店 水戸 飲食 029-302-1103 水戸市城南 1ー15ー16　第二吉住ビル 1階

焼にく　和牛食堂　笠原店 水戸 焼肉 029-241-5531 水戸市小吹町2701　ツインズ笠原内

大黒鮨 水戸 寿司 029-247-7107 水戸市元吉田町321-2

麺や赤龍 水戸 らーめん 029-233-2211 水戸市宮町1-3-38　中村ビル1階

Ale House S.H.I スウィッチ 水戸 ビール、カクテル 029-302-5788 水戸市中央1-3-16　山口ビル2階

Italy Cucina A's 水戸 イタリアン料理　各種酒類 029-210-0031 水戸市大工町1-6-1 ベルスポットビル1F

OCTAVE 水戸 肉 魚 アルコール 090-2046-5198 水戸市中央2-8-8　アシスト第2ビル8F

維新 水戸 創作和食料理 029-302-8022 水戸市泉町2-2-47

茨城地のものわらやき料理　たたきの一九　水戸店 水戸 わら焼き・茨城郷土料理 029-297-1189 水戸市宮町2-3-38 水戸シルバーイン1F

うなぎ斎藤 水戸 うな重 029-259-5353 水戸市大足町1044-1

M-SPO TERRACE BLUEｘBLUE 水戸 飲食 029-302-0530 水戸市南町3-6-8

お箸bar junction 水戸 ピザ パスタ 肉 029-224-6858 水戸市中央2-8-31　茂手木ビル101

海鮮ダイニングまぐろやはなの夢ホテルルートイン水戸県庁前店 水戸 飲食物 029-305-2287 水戸市千波町1953-1

隠れ菴　忍家　水戸駅南本店 水戸 居酒屋 029-231-8868 水戸市桜川1-3-20　小端ビル1F

かつ太郎水戸店 水戸 とんかつ 029-257-8211 水戸市見和３丁目 1200-3

割烹　いづみ 水戸 割烹料理 029-221-4080 水戸市泉町2-1-35

割烹　魚政 水戸 和食 029-221-3317 水戸市大工町2-1-23

格子屋　赤塚店 水戸 居酒屋料理 029-255-6781 水戸市赤塚1-1975-2

ココス平須店 水戸 食事 050-3333-8082 水戸市平須町1820－228

ココス水戸茨大前店 水戸 食事 050-3333-2931 水戸市堀町1012－3



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ココス水戸内原店 水戸 食事 050-3333-4764 水戸市中原町字東484-1

ココス水戸城南店 水戸 食事 050-3333-2937 水戸市城南3－7－1

ココス水戸千波店 水戸 食事 050-3333-3810 水戸市千波町1881－1

ココス水戸見川店 水戸 食事 050-3333-7449 水戸市見川2丁目3063－1

しゃぶ菜 水戸内原 水戸 しゃぶしゃぶ・すきやき 029-259-1000 水戸市内原2-1イオンモール水戸内原

ステーキハウス幌馬車水戸店 水戸 ステーキ 029-251-3381 水戸市見和1丁目-307-18

チャイニーズレストラン滬 水戸 中華料理 029-300-1112 水戸市城南2-2-2プレジデントホテル水戸

ときわ邸　M-GARDEN 水戸 飲食 029-350-3680 水戸市常磐町1-2-45

トラットリア　イルバンカーレ 水戸 イタリア料理 029-300-2505 水戸市宮町44203ホテルテラスザガーデン水戸

博多もつ鍋一九　水戸店 水戸 もつ鍋・串焼・馬刺 029-306-8770 水戸市宮町1-3-28 水戸TNビル1F

花結び（ホテルレイクビュー水戸） 水戸 和食 029-224-2796 水戸市宮町1-6-1

ばんどう太郎水戸50号店 水戸 味噌煮込みうどん 029-254-2331 水戸市河和田町3829-2

ばんどう太郎水戸店 水戸 味噌煮込みうどん 029-257-1531 水戸市見和1丁目307-18

フライングガーデン内原イオン前店 水戸 飲食 029-259-0700 水戸市中原町８３－１

フライングガーデン県庁さくら通り店 水戸 飲食 029-240-1308 水戸市米沢町３４５－１

フレッシュネスバーガーイオンモール水戸内原店 水戸 ハンバーガー 029-353-7307 水戸市内原2-1　イオンモール水戸内原3階

益益　茨大前店 水戸 居酒屋 029-232-3222 水戸市袴塚3-2-36

益益　水戸内原店 水戸 居酒屋 029-259-3567 水戸市内原一丁目220

水戸京成ホテル・中国料理景山 水戸 中国料理 029-226-3111 水戸市三の丸1-4-73水戸京成ホテルB1F

水戸京成ホテル・レストラン&me（ショップ） 水戸 西洋料理（ショップ併設） 029-226-3111 水戸市三の丸1-4-73水戸京成ホテル１F

水戸　肉寿司 水戸 居酒屋 029-291-4125 水戸市宮町2-2-33

宮崎県日南市 塚田農場 水戸駅北口店 水戸 地鶏炭火焼 029-300-2321 水戸市宮町２丁目３番３８号水戸シルバーイン B1階

もんどころ　水戸駅南店 水戸 居酒屋 029-232-3438 水戸市城南1-3-2

もんどころ　水戸サウスタワー店 水戸 居酒屋 029-224-6454 水戸市宮町1-7-33　水戸サウスタワー11F

よってみっぺさか天パーク　さか天食堂 水戸 海鮮料理・寿司 029-269-3009 水戸市大串町895

レストラン マロン 水戸 洋食全般 029-231-1690 水戸市五軒町3-1-18

囲炉裏焼と蕎麦の店 うえ田 水戸 居酒屋 蕎麦 魚 日本酒 029-232-0141 水戸市千波町1147

鰻亭 水戸 日本料理　鰻 029-221-4989 水戸市泉町3-5-4

貴韓房エクセルみなみ店 水戸 常陸牛 029-306-9556 水戸市宮町1-7-31　エクセルみなみ6F

魚旬がんこ家笠原店 水戸 海鮮活魚 029-240-4222 水戸市笠原町1189

薫風梅み月 水戸 和食 029-309-6111 水戸市見和1-311-7

元祖あんこう鍋　山翠 水戸 釜めしの素・カレー・ふりかけ・しゃも鍋セット 029-221-3617 水戸市泉町2-2-40

山口楼本店 水戸 飲食 029-231-1231 水戸市大工町1-5-20

旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ　水戸OPA店 水戸 清流若どり骨付きモモ一本グローブ揚げ 029-222-7750 水戸市宮町１－７－３３　水戸サウスタワー１０階

旬処花亭 水戸 飲食 029-224-5033 水戸市大工町1-15-25

水府庵 水戸 飲食　日本そば 029-221-6329 水戸市若宮1-5-63

洋食山口楼庵 水戸 飲食 029-221-8348 水戸市大工町1-4-17

や台ずし水戸中央郵便局前町 水戸 寿司・お酒 029-233-2166 水戸市宮町2-11-27

元気家元とん米沢店 水戸 鍋料理 029-248-1041 水戸市米沢町166-2太陽館1階

SAISAI to  italian 水戸 飲食店 029-224-2432 水戸市宮町2-3-3

にんたまラーメン　ゆにろーず大洗店 水戸 ラーメン 029-240-5959 水戸市大串町893

はなの舞水戸南口店 水戸 海鮮料理 029-300-0010 水戸市宮町1-7-44コムボックス310　1F

はなの舞ＪＲ赤塚駅前店 水戸 海鮮料理 029-257-6051 水戸市赤塚1-1ミオスショッピングセンター1Ｆ

レストランイイジマ 水戸 常陸牛を中心とした洋食 029-252-8115 水戸市見和2-251-10

デンバープレミアム水戸内原店 水戸 ハンバーグステーキ 029-259-7729 水戸市内原44593イオンモール水戸内原店

Cafe Diner Kei 水戸 ハンバーガー 080-3345-1532 水戸市大工町１丁目３－２かわかみビル１階

おんな焼き鳥　鶏センター 水戸 焼きとり等 080-3345-3030 水戸市大工町１丁目３－２かわかみビル１階

焼き鳥・煮込み・ラーメン　あっぱれ　水戸店 水戸 焼き鳥・煮込み・ラーメン 029-297-6800 水戸市宮町１丁目７−３３水戸サウスタワ 9F

九州屋台九太郎水戸店 水戸 九州郷土料理 029-297-1881 水戸市南町１丁目２−２６

九州屋台　二代目　九次郎　水戸店 水戸 九州郷土料理 029-350-2383 水戸市宮町１丁目７−３３水戸サウスタワー　9F

カラオケドレミ　水戸OPA店 水戸 カラオケ・飲食 029-297-6070 水戸市宮町1-7-33水戸

Cafe de Remi 水戸 カフェ・飲食 029-303-6006 水戸市宮町1-7-33水戸サウスタワー８階

ジョリーパスタ水戸南店 水戸 パスタ、ピザ 029-304-6757 水戸市米沢町285-7

カラオケビッグエコー水戸店 水戸 カラオケＢＯＸ 029-246-2222 水戸市元吉田町1325-1

カラオケビッグエコー上水戸店 水戸 カラオケＢＯＸ 029-233-2888 水戸市上水戸3-6-28



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

川桝 水戸 飲食店、うなぎ 029-221-3606 水戸市宮町1-3-23

四川厨房　炎神 水戸 中国料理店 029-222-0777 水戸市桜川2－1－6アイランドビル１階

大和屋 水戸 日本そば 029-243-4538 水戸市笠原町978-35

肉けんちん蕎麦　てけ丸 水戸 蕎麦　うどん 029-350-9514 水戸市宮町宮町2-3-35鳥居右

しゃぶしゃぶ温野菜　水戸河和田店 水戸 しゃぶしゃぶ食べ放題 029－309－0831 水戸市河和田町3841－1

やよい軒水戸米沢町店 水戸 定食　丼 0293-04-1558 水戸市米沢町字中組238-1

うなぎや東條 水戸 鰻 029-291-5744 水戸市河和田2-6-1

道とん堀 　水戸笠原店 水戸 お好み焼き 029-305-0260 水戸市笠原町270-1

ロイヤルホスト水戸東原店 水戸 飲食 029-231-8105 水戸市東原２－２－１

ロイヤルホスト水戸駅南店 水戸 飲食 029-233-9334 水戸市城南２－８－５

安楽亭 水戸千波店 水戸 焼肉 029-305-8929 水戸市千波町2017-4

ステーキ宮 水戸店 水戸 飯物・焼物 029-243-6544 水戸市千波町462-10

ステーキ宮 水戸インター店 水戸 飯物・焼物 029-253-5885 水戸市大塚町2162

いろはにほへと 水戸駅南口店 水戸 飯物・焼物・酒類 029-303-2335 水戸市桜川1丁目3-3

寧々家 水戸駅南口店 水戸 飯物・焼物・酒類 029-222-0102 水戸市桜川1丁目4-53F

居酒屋てんまさ 水戸 あんこう・納豆料理 029-221-2531 水戸市宮町２－１－１細谷ビル２F

喰い処・飲み処てんまさ 水戸 あんこう・納豆料理 029-224-6460 水戸市宮町２－２－３１三友ビルB1

もつ焼き高嶺 水戸 もつ焼き・煮込み 029-306-8198 水戸市宮町２－３－３

肴や魚姫 水戸 刺身・海鮮料理 029-239-5520 水戸市宮町２－３－２

天ぷら宮のした 水戸 天ぷら・刺身 029-303-5955 水戸市宮町２－３－１

沖縄料理かなでち 水戸 沖縄料理・泡盛 029-232-1310 水戸市南町１ー３－７

大衆酒場ラクダ宮下銀座本店 水戸 酒類、料理 029-350-6665 水戸市宮町2-3-3

大衆酒場ラクダ南町店 水戸 酒類、料理 029-303-7734 水戸市南町2-4-57

英国風パブキャメル 水戸 酒類、料理 029-297-4057 水戸市宮町2-5-4

煮丁 水戸 おでん　もつ煮込み 080-9449-2525 水戸市大工町1-3-2川上ビル1階

蛇の目寿司 水戸 寿司 029-269-2011 水戸市大串町2087

麺家ふじひろ水戸店 水戸 ラーメン 029-225-8022 水戸市吉沼町556-1

いなせ庵イオンモール水戸内原店 水戸 海鮮丼・天丼 029-259-1387 水戸市内原2-1イオンモール水戸内原

テキサスキングステーキイオンモール水戸内原店 水戸 ステーキ 029-259-1386 水戸市内原2-1イオンモール水戸内原

酒菜や　よつ葉 水戸 酒 029-297-9800 水戸市大工町3-70-71　1F

一蘭　水戸店 水戸 ラーメン 029-246-1007 水戸市元吉田町1539-6

茨城特産大衆酒場　志音 水戸 食品 029-279-2897 水戸市宮町36975テルヤマビル2階

すしとし 水戸 寿司割烹 029-221-5354 水戸市柵町２－８－８

四六時中　水戸内原店 水戸 和食 080-7113-4834 水戸市内原2-1イオンモール水戸内原１階

割烹　砦 水戸 飲食店 029-224-7459 水戸市泉町3-6-24

高倉町珈琲水戸店 水戸 飲食 029－303-7311 水戸市河和田町3831-1

はま寿司水戸内原店 水戸 寿司 0292-57-5508 水戸市中原町字東４８４－１

はま寿司水戸笠原店 水戸 寿司 0293-05-5511 水戸市笠原町９７８－３８

鮨処　菊之助 水戸 鮨 029-221-75005 水戸市大工町1-3-17八光ビル

はなまるうどん水戸エクセル店 水戸 うどん・天ぷら 029-303-0870 水戸市宮町1丁目1-1水戸エクセル

左吉水戸本店 水戸 居酒屋 029-257-8100 水戸市姫子1丁目801-23

ザドランケンダック　水戸店 水戸 ハンバーガー　クラフトビール 029-232-3999 水戸市中央1-6-9

酒工房ほのか 水戸 居酒屋 029-228-1234 水戸市泉町3-5-3二番街ビル1-B

水戸門のまえ 水戸 飲食・お酒・お土産 029-350-4180 水戸市常磐町1-3-1偕楽園東門マエ

水戸チーズバル 水戸 お酒　チーズ 029-225-9877 水戸市城南2－8－16

dining kitchen life 水戸 パスタ、ハンバーグ、ワイン 029-350-8448 水戸市双葉台4丁目559-8

吉野家水戸城南店 水戸 牛丼 029-303-2650 水戸市城南3丁目7-9

吉野家水戸駅店 水戸 牛丼 029-300-2033 水戸市宮町1丁目1-1

吉野家123号線茨城大学前店 水戸 牛丼 029-300-1025 水戸市堀町1066-1

吉野家50号線水戸河和田店 水戸 牛丼 029-257-7018 水戸市河和田2丁目2229-2

吉野家水戸笠原店 水戸 牛丼 029-305-4129 水戸市笠原町1194-2

ボンジョルノ食堂　水戸北口店 水戸 ビザ、パスタ 029-215-9095 水戸市宮町2-4-24

まるくに青柳店 水戸 寿司 029-231-7656 茨城県水戸市青柳町4268-2

まるくに河和田店 水戸 寿司 029-254-7575 水戸市河和田町1076-1

まるくに住吉店 水戸 寿司 029-353-8841 水戸市住吉町48-8



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

まるくに水戸見川店 水戸 寿司 029-239-3725 茨城県水戸市見川2-78-1

やきとり大吉泉町店 水戸 やきとり 029-224-2810 水戸市泉町3-2-8

ラケル　イオンモール水戸内原店 水戸 オムライス 029-259-7999 水戸市内原2-1イオンモール水戸内原 1F

長崎亭 水戸 飲食店 029-226-5745 水戸市宮町2-2-27

麻布茶房　水戸京成百貨店 水戸 和甘味 029-232-9070 水戸市泉町1-6-1　水戸京成百貨店９F

有限会社ぬりや 水戸 蒲焼 029-221-3265 水戸市泉町3-5-9

カラオケ館　水戸元吉田店 水戸 カラオケ 029-246-3331 水戸市元吉田町116-1

カラオケ館　水戸西原店 水戸 カラオケ 029-251-5010 水戸市西原2-2-26

酒肴ゆしや 水戸 和食 029-291-7950 水戸市袴塚3-6-26

串かつ河童 水戸 串かつ 029-350-6690 水戸市袴塚3-6-26

回転寿司みさき 水戸駅ビル 水戸 お寿司 029-350-8530 水戸市宮町1-1-1

回転寿司みさき イオンモール水戸内原 水戸 お寿司 029-297-1240 水戸市内原44593イオンモール水戸内原店1F

カラオケビッグエコー水戸駅南口店 水戸 カラオケＢＯＸ 029-228-5530 水戸市桜川1-3-20

カラオケビッグエコー水戸中央店 水戸 カラオケＢＯＸ 029-224-4400 水戸市南町2-4-39

ブッフェレストラン パパゲーノ 水戸駅ビル エクセルみなみ 店 水戸 飲食 029-300-3035 水戸市宮町1丁目7-31エクセルみなみ6F

ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原 店 水戸 飲食 029-257-5312 水戸市内原２-１イオンモール水戸内原 １Ｆ

大衆酒場もっさん 水戸 もつ焼き　もつ煮込み　串焼き 029-350-6810 水戸市宮町2-1-1細谷ビル1F

時遊館水戸駅南口店 水戸 カラオケ、飲食サービス 029-303-1622 水戸市桜川1-4-5

美味藤 水戸 海鮮1品料理酒類 029-224-0573 水戸市栄町1-8.-5　さわやか第二ビル

牛常水戸店 水戸 焼肉 029-291-8365 水戸市城南1-3-22

廻転レーン焼肉いっとう水戸店 水戸 焼肉 029-254-3113 水戸市河和田町320－1

酒場ニュー五一小屋 水戸 居酒屋 029-303-5004 水戸市南町1－2－7赤津ビル

かぶとむし 水戸 飲食品 029-297-5964 水戸市宮町2-2-5-106

北のしまだ本店 水戸 北韓道料理 029-226-4055 水戸市城南1-4-12

わさびの花 水戸 和食 029-303-1300 水戸市宮町1-7-20ホテル　テラス・ザ・ガーテン水戸1F

常陸の和食 別邸 世田谷 水戸 飲食店 029-232-8422 水戸市泉町1-6-1京成百貨店 9F

海鮮居酒屋あもん 水戸 料理、お酒、飲み物 029-224-7957 水戸市泉町３丁目６−３

蕎麦処まち庵水戸エクセル店 水戸 そば 029-291-8738 水戸市宮町１－１－１　水戸駅ビルエクセル

蕎麦居酒屋まち庵水戸銀杏坂店 水戸 そば 029-297-6688 水戸市宮町２－４－３４　Ｍ＆Ｈビル

割烹まち鮨水戸本店 水戸 鮨 029-350-1578 水戸市中央１－５－６

北のしまだエクセル店 水戸 北韓道料理 029-300-1188 水戸市宮町1-1-1水戸駅ビルエクセル６F

ゆず庵 水戸店 水戸 寿司、しゃぶしゃぶ 029-350-9517 水戸市見川町字丹下二ノ牧2138-4

丸源ラーメン 水戸河和田店 水戸 ラーメン 029-291-7447 水戸市河和田町3840

和牛食堂　見和店 水戸 焼肉 029-257-2911 水戸市見和1-309-4

赤ひげ 水戸 和食居酒屋 029-221-0382 水戸市三の丸１-１-１０新世界ビル1階

ヴィドフランス　水戸内原店 水戸 ベーカリー・カフェ 029-257-5033 水戸市内原2-1　イオンモール水戸内原店 1Ｆ

カフェテリアひばり 水戸 定食・麺類 029-301-6165 水戸市笠原町９７８番６庁舎２階

デザート王国 水戸内原 水戸 クレープ・タピオカ 029-259-1375 水戸市内原2-1イオンモール水戸内原

ミュージアムショップ＆カフェ　ヒストリア（茨城県立歴史館内） 水戸 図録、展示関連グッズ、喫茶 029-225-4425 水戸市緑町２丁目１番１５号

ローストビーフ星 水戸内原 水戸 ローストビーフ丼 029-257-5040 水戸市内原2-1イオンモール水戸内原

プロカフェ 水戸 飲食店 029-225-8074 水戸市三の丸１－４２大畠ビル1階

タリーズコーヒー＆TEA水戸エクセル店 水戸 コーヒー等 029-302-5868 水戸市宮町1-1-1水戸エクセル3F

神戸屋キッチン水戸店 水戸 パン 029-303-2702 水戸市宮町１丁目1-1JR水戸駅構内エクセル水戸2Ｆ

サザコーヒー水戸駅店 水戸 コーヒー 029-228-2272 水戸市宮町1丁目7-31水戸駅ビル　エクセルみなみ3F

サザコーヒー水戸芸術館店 水戸 コーヒー 029-350-8080 水戸市五軒町1丁目6-8水戸芸術館1F

サザコーヒー県庁店 水戸 コーヒー 029-301-6255 水戸市笠原町978-6茨城県庁11F

サザコーヒー茨城大学ライブラリーカフェ 水戸 コーヒー 029-225-1151 水戸市文京2丁目1-1

うどんれすとらん　へんこつ　水戸吉沢店 水戸 うどん・そば 029-247-3001 水戸市吉沢町３５７−３

ドトールコーヒー水戸済生会総合病院店 水戸 コーヒー 029-252-3001 水戸市双葉台3丁目3番10

話食工房 和楽家 水戸 飲食 029-291-6077 水戸市千波町454-3

果汁工房果琳　イオンモール水戸内原店 水戸 フルーツジュース 029-306-7338 水戸市内原2丁目1番地イオンモール水戸内原３階

偕楽園　好文亭内　カフェ樂 水戸 甘味　コーヒー　 070 9040 3191 水戸市常磐町1-3-3　偕楽園好文亭内

ビオハーヴェスト和ダイニング水戸本店 水戸 健康プレート 029-246-6672 水戸市城南１－８－１５

カフェギャラリーゆずり葉 水戸 ランチ、コーヒー、スイーツ 029-247-6236 水戸市米沢町432-1

YOCICOTAN Cafe 水戸南町なか店 水戸 アップルパイ 029-291-8177 水戸市南町3-3-37



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

株式会社　旅人 水戸 貸切バス 029-300-5029 水戸市酒門町5123

茨城県近代美術館 水戸 美術館 029-243-5111 水戸市千波町666-1

極楽湯 水戸店 水戸 入浴サービス 029-257-2641 水戸市大塚町1838-1

東横イン水戸駅南口 水戸 宿泊施設 029-221-1045 水戸市桜川2-3-40

ArC LIFESTYLE SPACE & HOTEL 水戸 宿泊施設 029-228-0333 水戸市城南２丁目５−２８

アーバンビジネスホテル 水戸 宿泊施設 029-221-3360 水戸市梅香１丁目２−５

アパホテル＜水戸駅北＞ 水戸 宿泊施設 029-225-8811 水戸市南町１丁目３−１８

アパホテル＜水戸駅前＞ 水戸 宿泊施設 029-231-3151 水戸市桜川１丁目１−６

アルエット（ホテルレイクビュー水戸） 水戸 洋食 029-224-2794 水戸市宮町1-6-1

内原鉱泉　湯泉荘 水戸 おみやげ 029-259-2020 水戸市三湯町１１０５

コートホテル水戸 水戸 宿泊事業 029-233-3111 水戸市城南2-8-22

スマイルホテル水戸 水戸 宿泊施設 029-233-2511 水戸市桜川１丁目５−６

プレジデントホテル水戸 水戸 土産品 029-300-1100 水戸市城南2-2-2

ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 水戸 宿泊事業 029-303-5111 水戸市大工町1丁目2-1

ホテルシーラックパル水戸 水戸 宿泊事業 029-241-1486 水戸市笠原町中組600-60

ホテルドマーニ 水戸 宿泊施設 029-227-5501 水戸市中央2-1-23

ホテルニュー清香 水戸 宿泊施設 029-221-3221 水戸市新荘2-6-48

ホテル水戸シルバーイン 水戸 宿泊施設 029-225-0011 水戸市宮町2-3-38

HOTEL MIMATSU 水戸 宿泊事業 029-224-3005 水戸市宮町2-4-26

水戸プラザホテル 水戸 宿泊施設 029-305-8111 水戸市千波町２０７８−１

Mimatsu ANNEX 水戸 宿泊施設 029-231-8110 水戸市宮町３−２−１４

ホテル水戸ヒルズ 水戸 なし 029-309-0310 茨城県水戸市加倉井町字宿後509番6

ミヤモト酒店 水戸 酒 029-221-3753 水戸市栄町１丁目１－２２

茨城ロボッツ　グッズショップ 水戸 チームグッズ 050-1745-1557 水戸市緑町2-3アダストリアみとアリーナ

ウエルシア水戸西原店 水戸 ドラッグストア 029-257-1071 水戸市西原1丁目14番58号

ウエルシア水戸平須店 水戸 ドラッグストア 029-244-0868 水戸市平須町1820-61

ウエルシア水戸堀町店 水戸 ドラッグストア 029-309-1053 水戸市堀町878-3

ウエルシア水戸元吉田店 水戸 ドラッグストア 029-304-0501 水戸市元吉田町1570-8

ウエルシア薬局水戸御茶園通り店 水戸 ドラッグストア 029-241-7348 水戸市千波町277-6

ウエルシア薬局水戸けやき台店 水戸 ドラッグストア 029-240-1256 水戸市けやき台1-140-1

ウエルシア薬局水戸新原店 水戸 ドラッグストア 029-257-9048 水戸市新原1-17-4

ウエルシア薬局水戸千波店 水戸 ドラッグストア 029-241-0868 水戸市千波町北葉山1763-1

ウエルシア薬局水戸見和店 水戸 ドラッグストア 029-257-6683 水戸市見和1-309-2

ウエルシア薬局水戸百合が丘店 水戸 ドラッグストア 029-240-1618 水戸市百合が丘町8-3

ウエルシアヨークタウン水戸店 水戸 ドラッグストア 029-304-5180 水戸市元吉田町１０３０番地の１２

梅まつり　好文亭前特設売店 水戸 お土産品 029-226-3800 水戸市常磐町1丁目5997番地偕楽園内

梅まつり　藤棚前特設売店 水戸 お土産品 029-226-3800 水戸市常磐町1-3-3偕楽園内

大洗ポートエリア 水戸 鮮魚・塩干・乾物など 029-269-3009 水戸市大串町895

株式会社カワチ薬品　赤塚店 水戸 医薬品・食品・日用品 029-251-7265 水戸市河和田1-1663-1

株式会社カワチ薬品　浜田店 水戸 医薬品・食品・日用品 029-233-6860 水戸市本町3-23-25

株式会社カワチ薬品　水戸けやき台店 水戸 医薬品・食品・日用品 029-247-9510 水戸市けやき台3-30

株式会社カワチ薬品　水戸千波店 水戸 医薬品・食品・日用品 029-241-1380 水戸市笠原町1044-1

株式会社カワチ薬品　吉沢町店 水戸 医薬品・食品・日用品 029-246-1800 水戸市吉沢町263

株式会社カワチ薬品　渡里店 水戸 医薬品・食品・日用品 029-224-6799 水戸市渡里町字新田後2713-1

亀印製菓 本店 水戸 和洋菓子 029-305-0310 水戸市見川町2139-5

CAWACHI
水戸オーパ店 水戸 医薬品・食品・日用品 029-232-8035 水戸市宮町1-7-33　

ケーズデンキ 水戸内原店 水戸 家電製品 029-259-0150 水戸市内原1丁目208番地

ケーズデンキ 水戸本店 水戸 家電製品 029-248-3333 水戸市元吉田町上千束1944-12

県警売店 水戸 食料品・お土産 029-301-0307 水戸市笠原町９７８番６警察本部

県庁売店 水戸 食料品・お土産 029-301-6160 水戸市笠原町９７８番６庁舎２階

サロンドRan 水戸 あまざけ（常陸太田産コシヒカリ使用） 029-255-1677 水戸市見和3丁目663-12

紳士服コナカ　水戸千波店 水戸 衣料品 029-243-7790 水戸市千波町2023-7

セブンイレブン水戸大工町店 水戸 食品 029-225-6500 水戸市大工町3-5-3

セブンイレブン水戸東野町店 水戸 食品 029-304-1212 水戸市東野町西割491-17

だるま納豆　本店 水戸 納豆 029-221-7068 水戸市柳町1-7-8



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

都炉美煎本舗水戸大洗店 水戸 煎餅 029-291-6688 水戸市栗崎町1251-5

都炉美煎本舗見和店 水戸 煎餅 029-254-7888 水戸市見和1-311-3

プラム水戸 水戸 茨城県内土産品（お菓子・お酒等） 029-228-9363 水戸市宮町1-1-1

ホテルテラスザガーデン水戸　お土産コーナー 水戸 お土産 029-300-2500 水戸市宮町44203ホテルテラスザガーデン水戸

ホテルルートイン水戸県庁前 水戸 宿泊施設 029-305-0111 水戸市千波町1953-1

水戸支所売店 水戸 食料品・お土産 029-227-2856 水戸市柵町１－３－１水戸合同庁舎

水戸ドライブイン　ひたちの里 水戸インター店 水戸 土産品（銘菓・菓子）・野菜・果物 029-253-3251 水戸市加倉井町宿後415

見晴らし亭 水戸 干しいも 029-306-8911 水戸市常磐町1-3-2

やまや石川町店 水戸 酒・食品 029-257-9252 水戸市石川1-3907-11

やまや千波店 水戸 酒・食品 029-305-8071 水戸市千波町1864-1

よってみっぺさか天パーク　さか天市場 水戸 鮮魚・塩干・乾物など 029-269-3009 水戸市大串町895

茨城味撰倶楽部 水戸 茨城県内のお菓子等 029-228-2230 水戸市宮町1-7-31

株式会社笹沼五郎商店　本店 水戸 納豆 029-225-2121 水戸市三の丸3-4-30

亀印製菓 エクセルみなみ店 水戸 和洋菓子 029-231-7675 水戸市宮町1-7-31　

京成百貨店 水戸 デパート 029-231-1111 水戸市泉町1-6-1

水戸納豆　エクセルみなみ店 水戸 納豆 029-306-9202 水戸市宮町1-7-31　エクセルみなみ3F

総本舗　水戸納豆　本社工場 水戸 納豆 029-221-4281 水戸市本町3-8-6

天狗納豆株式会社 水戸 わら納豆　パック納豆　そぼろ納豆 029-221-4225 水戸市柳町1-13-13

エクセルみなみ店 水戸 漬物(梅干し、たくあん、浅漬、そぼろ納豆等) 029-231-4560 水戸市宮町1丁目7-31エクセルみなみ3階

根本漬物　エクセルみなみ店 水戸 漬物(梅干し、たくあん、浅漬、そぼろ納豆等) 029-231-4560 水戸市宮町1丁目7-31エクセルみなみ3階

根本漬物　水戸京成百貨店 水戸 漬物(梅干し、たくあん、浅漬、そぼろ納豆等) 029-231-4560 水戸市泉町1-6-1水戸京成百貨店地下1階

根本漬物　本社売店 水戸 漬物(梅干し、たくあん、浅漬、そぼろ納豆等) 029-221-6153 水戸市渡里町1800

幸田商店 エクセルみなみ直営店 水戸 干し芋 029-228-1137 水戸市宮町1-7-31水戸駅ビル エクセルみなみ3階

肉のイイジマ 水戸 常陸牛・ハムソーセージ・レトルトカレー 029-251-2929 水戸市見川2-108-26一周館ビル

イイジマDELI-I 水戸 和・洋・中の手造り惣菜店・お弁当 029-251-7797 水戸市見川2-108-26一周館ビル

So-zaiイイジマ 水戸 和・洋・中の手造り惣菜店・ピッツア・ベーカリー・お弁当 029-247-7002 水戸市元吉田町273-6

いばらき地酒バー水戸 水戸 茨城県の地酒 029-297-7179 水戸市宮町一丁目1番1号水戸駅ビル　エクセル　プラムストリート2階

ツルハドラッグ水戸赤塚店 水戸 医薬品・日用品 029-309-6722 水戸市姫子2丁目30

ツルハドラッグ水戸見川店 水戸 日用雑貨・医薬品 029-257-7337 水戸市見川2丁目3070-1

ツルハドラッグ水戸元吉田店 水戸 日用雑貨・医薬品 029-304-6268 水戸市元吉田町字東組378-1

ツルハドラッグ水戸元吉田南店 水戸 日用雑貨・医薬品 029-304-6650 水戸市元吉田町 一里塚西1283-1

ツルハドラッグ水戸堀町店 水戸 日用雑貨・医薬品 029-309-6268 水戸市堀町957-1

ツルハドラッグ水戸内原店 水戸 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨、食品 029-259-0268 水戸市内原1丁目169番地

ツルハドラッグ水戸東前店 水戸 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨、食品 029-304-4268 水戸市東前2丁目38

ツルハドラッグ水戸三の丸店 水戸 日用品・医薬品 029-302-8268 水戸市三の丸3丁目12-21

ツルハドラッグ水戸千波店 水戸 日用品・医薬品 029-305-6268 水戸市千波町1742-1

ツルハドラッグ上水戸店 水戸 日用品・医薬品 029-257-2268 水戸市上水戸町2丁目8-59

ツルハドラッグ水戸千波西店 水戸 日用品・医薬品 029-305-3268 水戸市千波町2313

ツルハドラッグ水戸元吉田東店 水戸 日用品・医薬品 029-350-5410 水戸市元吉田町2242-1

PLAZA水戸エクセル店 水戸 生活雑貨 029-302-6511 水戸市宮町1-1-1水戸駅ビル　エクセル本館2F

らしんばん水戸店 水戸 書籍・キャラクターグッズ 0570-008-620 水戸市宮町36926マイムビル 1階

茶丸山園　水戸店 水戸 日本茶・海苔 029-221-4188 水戸市宮町1-1-1水戸エクセル1F

サンドラッグ　水戸笠原店 水戸 医薬品、雑貨、化粧品 029-305-5900 水戸市小吹町新山2582-2

ティーズシーズ水戸店 水戸 アクセサリー,雑貨 029-297-6605 水戸市宮町1－1－1水戸駅ビルエクセル2Ｆ

ＲＡＮプレタ 水戸 旅行着社交ダンスウェア 029-254-1118 水戸市石川1-3972-5

ゴルフドゥ！水戸店 水戸 ゴルフクラブ・用品 029-305-5525 水戸市笠原町1194-8

イエローハット水戸中央店 水戸 カー用品 029-304-2220 水戸市元吉田町字一本松263-1

運平堂本店　水戸店 水戸 光圀饅頭他 029-221-8581 水戸市三の丸１－４－４

水戸ロフト 水戸 雑貨 029-302-6210 水戸市泉町1-6-1水戸京成百貨店8階

Buona Vita水戸エクセル店 水戸 生活雑貨・ギフト雑貨・ウエア・アクセサリー・BAG 029-291-3848 茨城県水戸市宮町1-1-1水戸エクセル４F

メガネのクロサワ水戸笠原店 水戸 メガネ・補聴器・光学器 029-241-9630 水戸市笠原町1191-11

メガネのクロサワ水戸見和店 水戸 メガネ・補聴器・光学器 029-253-9630 水戸市見和3丁目571-2

メガネのクロサワ水戸本店 水戸 メガネ・補聴器・光学器 029-224-9630 水戸市南町2-4-37

ヤマダ電機テックランド水戸本店 水戸 家電製品 029-305-7751 水戸市笠原町209

スーパースポーツゼビオ　水戸店 水戸 スポーツ用品 029ｰ305ｰ5712 水戸市笠原町188ｰ1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ナムチェバザール　水戸店 水戸 アウトドア用品 029-231-8848 水戸市029-231-8848nb1@namchebazar.co.jp

祐月本店 水戸 節句人形全般 029-222-1117 水戸市末広町2-2-10

くすりのマルト笠原店 水戸 ドラッグストア 029-241-2622 水戸市笠原町978番39

コスメーム　イオンモール水戸内原店 水戸 化粧品 029-259-2007 水戸市内原2丁目1番地イオンモール水戸内原2階

ダイアナ　水戸駅ビルエクセル店 水戸 婦人靴、バッグ 029-224-0010 水戸市宮町1-1-1水戸駅ビルエクセル本館2階

MEGAドン・キホーテ上水戸店 水戸 食料品・日用品等 0570-038-911 水戸市上水戸2-9-10

サンキューマート水戸OPA店 水戸 雑貨 070-8782-2240 水戸市宮町1-7-33 5F水戸OPA

グランサックス水戸店 水戸 バッグ他 029-231-7833 水戸市宮町１－１－１水戸駅ビルエクセル２Ｆ

サックスバー アナザーラウンジ水戸内原店 水戸 バッグ他 029- 259-1606 水戸市内原２－１イオンモール水戸内原２Ｆ

スーパービバホーム水戸県庁前店 水戸 ホームセンター商材 029-305-0511 水戸市笠原町978-41

阿さ川製菓株式会社エクセルみなみ店 水戸 茨城銘菓 029-231-3662 水戸市宮町一丁目7番31号エクセルみなみ館

シャトレーゼ水戸店 水戸 洋菓子 和菓子 アイス等 029-247-1660 水戸市元吉田1325-1

京樽 水戸駅 ビル（エクセル） 水戸 お寿司 029-231-5868 水戸市宮町１丁目１番１号

ビックカメラ 水戸駅店 水戸 生活家電 029-303-1111 水戸市宮町1-7-31　エクセルみなみ4F・5F

オートアールズ水戸店 水戸 カー用品 029-291-3366 水戸市元吉田町1030-6

水戸黄門茶屋 水戸 お団子，ソフトクリーム 029-225-6830 水戸市常磐町1-3-1常磐神社境内

天狗納豆総本家　エクセルみなみ店 水戸 納豆 029-231-3954 水戸市宮町1―7―31エクセルみなみ3階

ドラッグストア マツモトキヨシ 水戸双葉台店 水戸 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-253-6626 水戸市中丸町608-3

ドラッグストア マツモトキヨシ 水戸千波町店 水戸 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-243-5588 水戸市千波町千波山2467-3

ドラッグストア マツモトキヨシ フレスポ赤塚店 水戸 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-251-6160 水戸市河和田1-1

petit madoca 水戸見川店 水戸 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-251-2333 水戸市見川2-58-1

ブックエース酒門店 水戸 書籍販売・レンタルビデオ 029-246-9311 水戸市酒門町1929-1

ブックエース見和店 水戸 書籍販売・レンタルビデオ 029-231-6400 水戸市見和1-317-2

川又書店県庁店 水戸 書籍販売 029-301-1811 水戸市笠原町978-25茨城県開発公社ビル1F

川又書店エクセル店 水戸 書籍販売 029-231-1073 水戸市宮町1-1-1水戸駅ビルエクセル5F

ミニカーショップリトルレガード 水戸 ミニカー 029-212-5562 水戸市泉町2-2-29

WILD-1水戸店 水戸 アウトドア用品 029-248-5571 水戸市元吉田町1779

梅酒と酒の資料館　別春館 水戸 清酒、梅酒、焼酎、スピリッツ 029-246-4811 水戸市元吉田町327

有限会社　木村屋本店 水戸 生菓子 029-221-3418 水戸市南町１－２－２１

シューティングバーALPHA 水戸 エアガンによるシューティング体験及び飲食 029-355-1464 水戸市白梅2-6-21白梅now

とーのがらす 水戸 ステンドグラス一日体験 029-248-1441 水戸市東野町172

Chhiffoncake Lab Lian 水戸 シフォンケーキ教室 090-3243-4367 水戸市鯉淵町1852-2

カフェ＆レストラン　プティ・ポワル　ミュージアム店 水戸 飲食店　カレー、コーヒー、紅茶、デザート 029-243-5742 水戸市千波町東久保６６６-1茨城県近代美術館1F

イオン笠間店 笠間 衣料品、食料品、暮らしの品 0296-70-1700 笠間市赤坂8番地イオン笠間店

クスリのアオキ　笠間石井店 笠間 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0296-71-7025 笠間市石井2092番地

クスリのアオキ　土師店 笠間 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0299-57-2125 笠間市土師1280番地6

セブン-イレブン笠間来栖店 笠間 食品、雑貨、雑誌、酒 0296-72-9322 笠間市来栖５８５－１

セブンイレブン笠間才木店 笠間 食品　雑貨等 0296-72-7769 笠間市笠間750-3

セブンイレブン笠間美原3丁目店 笠間 食品　雑貨等 0296-77-7057 笠間市美原3丁目1470-429

セブンイレブン友部旭平店 笠間 食品　雑貨等 0296-78-2778 笠間市旭町420-3

セブンイレブン友部駅前通り店 笠間 食品　雑貨等 0296-77-1139 笠間市平町1717-2

ローソン笠間安居店 笠間 食料品　日用雑貨など 0299-45-7911 笠間市安居3136-1

ローソン茨城県立中央病院店 笠間 食料品　日用雑貨など 0296-71-2272 笠間市鯉淵6528-1

NewDaysミニ友部１号 笠間 コンビニ 0120-956-376 笠間市友部駅前1-24JR友部駅構内改札外

宍戸ヒルズカントリークラブ 笠間 色々 0296-77-2141 笠間市南小泉1340

ゴルフ５カントリーかさまフォレスト 笠間 レストラン飲食、売店商品 0296-74-4561 笠間市福原301

笠間営業所 笠間 タクシ－ 029-672-1206 笠間市下市毛283-13

関鉄ハイヤー友部営業所 笠間 タクシー 0296-77-0067 笠間市平町1720-40

カフェ二葉 笠間 コーヒー 0296-85-4127 笠間市笠間1188-2

焼肉笠間苑 笠間 焼肉 0296-72-3425 笠間市笠間1705

おれん家 笠間 アルコール類 0296-71-7623 笠間市鯉淵6528-37

ココス笠間寺崎店 笠間 食事 050-3529-4166 笠間市寺崎111-1

ココス友部店 笠間 食事 050-3333-0819 笠間市鯉渕6526－84

そば処　つたや 笠間 蕎麦 0296-72-0055 笠間市笠間1279

そば家　尚庵 笠間 そば 0296-72-5676 笠間市石井1803-1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ばんどう太郎友部店 笠間 味噌煮込みうどん 0296-71-5711 笠間市旭町412-1

洋食屋SUN 笠間 料理 0296-73-0090 笠間市笠間1621

吉 笠間 飲食店 0299-45-0622 笠間市吉岡89-2

森のレストラン monomi 笠間 地場の食材を生かした料理 0296-72-9928 笠間市笠間２５１７−１

旅館いなみ　別館吉光庵 笠間 飲食 0296-72-0165 笠間市来栖45-5

にんたまラーメン　ゆにろーず友部店 笠間 ラーメン 0296-78-4100 笠間市小原4437-1

四六時中　笠間ポレポレ店 笠間 和食 080-7113-1289 笠間市赤坂8笠間ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾎﾟﾚﾎﾟﾚｼﾃｨ１階

げんき屋友部本店 笠間 らーめん 0296-70-5558 笠間市小原4501-1

吉野家笠間友部店 笠間 牛丼 0296-71-2115 笠間市東平3丁目1-14

カラオケビッグエコー笠間店 笠間 カラオケＢＯＸ 0296-71-5666 笠間市旭町410-1

創作居食屋楽人 笠間 飲食店 029-678-3889 笠間市旭町121-3

U-A Cafeモンブラン 笠間 モンブラン・石切山脈プレミアムツアー 0296-74-2537 笠間市稲田4260-1

いなり工房ISAGO 笠間 博光 0296-78-4848 笠間市東平4-5-45

仕出し・お祝い・法要弁当　わさび 笠間 お弁当 0296-73-5260 笠間市五平67-13

森の石窯パン屋さん 笠間 パン 0296-74-0888 笠間市笠間2286-1

道の駅かさま 笠間 スイーツ、肉料理、ラーメン、うどん等 0296-71-5355 笠間市手越22-1

常陸庵 笠間 常陸秋そば 0296-77-8600 笠間市長兎路1051-3

かぐや姫 道の駅かさま店 笠間 飲食業 0296-73-5890 笠間市手越22-1

秘湯ぶんぶくの湯 笠間 日帰り入浴 0296-72-6295 笠間市大渕字金澤５３２番地0

割烹旅館城山 笠間 宿泊施設 0296-72-0861 笠間市笠間１４−１

zakka&cafe gallery LE MIDI 笠間 笠間焼販売・登山ガイド 0296-73-0430 笠間市笠間1357-2

回廊ギャラリー門 笠間 陶磁器 0296-71-1507 笠間市笠間2230-1

桧佐陶工房 笠間 小売、陶芸体験 0296-72-0198 笠間市下市毛43-1

ウエルシア薬局笠間東店 笠間 ドラッグストア 0296-73-0998 笠間市笠間字稲荷町99-7

ウエルシア薬局笠間南店 笠間 ドラッグストア 0296-70-0073 笠間市石井2104

ウエルシア薬局新友部店 笠間 ドラッグストア 0296-77-3708 笠間市東平3丁目1番7号

ウエルシア薬局友部旭町店 笠間 ドラッグストア 0296-78-1978 笠間市旭町488番地1

株式会社カワチ薬品　笠間店 笠間 医薬品・食品・日用品 0296-72-7288 笠間市笠間1690-1

株式会社カワチ薬品　友部店 笠間 医薬品・食品・日用品 0296-78-2962 笠間市東平3-1-15

きらら館 笠間 陶器 0296-72-3109 笠間市笠間2258-1

Ｇｌａｓｓ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ＳＵＭＩＴＯ 笠間 ガラス作品 0296-72-2104 笠間市笠間2192-35

ケーズデンキ 笠間店 笠間 家電製品 0296-71-1222 笠間市石井字南町2090

製陶ふくだ 笠間 笠間焼 0296-72-0670 笠間市下市毛754

友部サービスエリア　上り 笠間 お土産 0296-77-8503 笠間市長兎路字梶山久保1059-6　友部サービスエリア上り線

ネクスコ東日本リテール笠間パーキングエリア店 笠間 食用土産品 0296-70-1250 笠間市上加賀田1916笠間パーキングエリア

道の駅かさま　直売所みどりの風 笠間 農産物、加工品、お土産等 0296-71-8831 笠間市手越２２－１

名品の店ますや 笠間 和雑貨 0296-72-1107 笠間市笠間1357-1

有限会社仲見世 丸井 笠間 土産品 0296-72-0356 笠間市笠間1272

株式会社笹目宗兵衛商店 笠間 地酒、土産品 0296-72-0021 笠間市笠間1339

有限会社大津晃窯 笠間 笠間焼 0296-72-4323 笠間市手越68

ギャラリー舞台 笠間 陶磁器 0296-73-0700 笠間市笠間2518－8

友部サービスエリア下り線 笠間 お土産品 0296-77-8600 笠間市長兎路1051-3

ツルハドラッグ友部店 笠間 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨、食品 0296-70-5778 笠間市旭町397－1番地

イエローハット友部店 笠間 カー用品 0296-70-9011 茨城県笠間市中央2-1-5

メガネのクロサワ笠間店 笠間 メガネ・補聴器・光学器 0296-72-6666 笠間市赤坂8笠間SCポレポレシティ2F

ムラサキパークかさま 笠間 スポーツ用品・アパレル 0296-71-9911 笠間市笠間2345　ムラサキパークかさま

ホテルエクシオ 笠間 飲食・お土産 0296-72-6733 笠間市笠間３９５８－１ホテルエクシオ

ローソン笠間飯合東店 笠間 小売り 0296-70-3630 笠間市飯合523-2

ふる川製菓 笠間 和菓子、洋菓子 0296-72-0571 笠間市笠間309-2

笠間工芸の丘 笠間 笠間焼（体験、買物）・物産品 0296-70-1313 笠間市笠間2388-1

笠間日動美術館 笠間 入館料 0296-72-2160 笠間市笠間978-4

春風萬里荘 笠間 入館料 0296-72-0958 笠間市下市毛1371-1

茨城県陶芸美術館 笠間 入場料 0296-70-0011 笠間市笠間2345

クスリのアオキ　小川店 小美玉 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0299-56-5035 小美玉市中延2284番地

ヤマザキショップ羽鳥梅屋店 小美玉 ヤマザキパン及び食料品、飲料、日用品 0299-46-3333 小美玉市796-3



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

太平洋クラブ美野里コース 小美玉 ゴルフ場 0299-49-1177 小美玉市三箇952

ENEOS羽鳥SS 小美玉 ガソリンスタンド、ガソリン・灯油・軽油・洗車・オイル交換 0299-46-3333 小美玉市羽鳥2596

トヨタレンタリース茨城空港 小美玉 レンタカー 0299-37-2131 小美玉市与沢1604-10

ココス石岡玉里店 小美玉 食事 050-3333-3761 小美玉市大字栗又四箇2548－11

橋本旅館 小美玉 飲食 弁当 0299-58-2038 小美玉市中延1番地

手しごと創菜 はんなりや 小美玉 飲食店 0299-26-0147 小美玉市栗又四ケ2455-1　コーポ松見家Ⅲ １Ｆ

野菜が笑う台所あかね 小美玉 食事(野菜料理、パスタ、ピザ) 0299-53-0466 小美玉市飯前1376-37

にんたまラーメン　ゆにろーず茨城トラックステーション店 小美玉 ラーメン 0299-48-2244 小美玉市西郷地新田1390

フードコートかぐや 小美玉 飲食業 0299-56-4421 小美玉市山野1628-44

ウエルシア小美玉玉里店 小美玉 ドラッグストア 0299-37-1106 小美玉市田木谷212-1

ウエルシア小美玉羽鳥店 小美玉 ドラッグストア 0299-46-0578 小美玉市羽鳥2738-59

ウエルシア薬局小美玉美野里店 小美玉 ドラッグストア 0299-28-7710 小美玉市羽鳥2908-3

小美玉ふるさと食品公社　美野里売店 小美玉 ヨーグルト　ソフトクリーム　プリン　アイス 0299-48-3150 小美玉市部室1189-4トキワ園芸花木センター内

株式会社カワチ薬品　アスタ玉里店 小美玉 医薬品・食品・日用品 0299-58-6890 小美玉市川中子872

空の駅そ・ら・ら　ヨーグルトハウス 小美玉 ヨーグルト　プリン　アイスクリーム　ソフトクリーム 0299-56-6991 小美玉市山野1628-42

ツルハドラッグ羽鳥店 小美玉 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨、食品 0299-28-8228 小美玉市羽鳥2738-68

常磐自動車美野里パーキングエリア上り線 小美玉 飲料・食用土産品 0299-46-5772 小美玉市羽鳥2177－2常磐自動車美野里パーキングエリア上り線

カインズ石岡玉里店 小美玉 日用品 0299-36-3333 小美玉市栗又四ケ2548-1

亀印製菓 茨城空港店 小美玉 土産菓子・和洋菓子 0299-54-0070 小美玉市与沢1601-55

常磐自動車道美野里パーキングエリア下り線（ショップ） 小美玉 観光土産品 0299-46-3063 小美玉市羽鳥字高場向2161-1

うこっけいおみたまごファーム 小美玉 卵、カステラなど卵を使用した和菓子 090-1212-4427 小美玉市中延2260-489

有限会社金子商店 小美玉 ほしいも 0299-46-2023 小美玉市羽鳥1438-2

茨城空港スカイアリーナ 小美玉 お土産品 0299-37-2345 小美玉市与沢1601-55茨城空港ターミナルビル2階

空のえきそ・ら・ら　物産館 小美玉 お土産品 0299-56-5700 小美玉市山野1628-44空のえきそ・ら・ら

ローソン茨城町小鶴店 茨城町 食品 029-291-2011 茨城町小鶴関田4-2

スポーツデポ　イオンタウン水戸南店 茨城町 スポーツ用品 029-291-1764 東茨城郡茨城町長岡3480-101

赤から　イオンタウン水戸南店 茨城町 居酒屋 029-291-0077 東茨城郡茨城町長岡3480-101

麺家ふじひろ茨城町店 茨城町 ラーメン 029-303-7707 東茨城郡茨城町長岡3481-87

大黒家 茨城町 和食割烹 029-292-0070 東茨城郡茨城町奥谷47-3

古民家の宿　庄や山口 茨城町 宿泊施設 029-292-8055 東茨城郡茨城町常井473-3

株式会社カワチ薬品　茨城町店 茨城町 医薬品・食品・日用品 029-292-9221 東茨城郡茨城町長岡3481-582

株式会社カワチ薬品　桜の郷店 茨城町 医薬品・食品・日用品 029-291-1080 東茨城郡茨城町桜の郷1200-1

ツルハドラッグ水戸南店 茨城町 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨、食品 029-219-0006 東茨城郡茨城町大字長岡3480-101

ツルハドラッグ八郷店 茨城町 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨、食品 0299-44-8550 石岡市柿岡字沖2743番1

ツルハドラッグ城里店 茨城町 日用品・医薬品 029-255-7555 東茨城郡城里町那珂西1413 城里ショッピングプラザ内

ツルハドラッグ常陸太田店 茨城町 日用品・医薬品 0294-80-2680 常陸太田市木崎二町1727-1

ツルハドラッグ常陸太田宮本店 茨城町 日用品・医薬品 0294-80-6050 常陸太田市宮本町4274

ツルハドラッグ御前山店 茨城町 日用品・医薬品 0295-58-8950 常陸大宮市野口1413-1

ツルハドラッグ千代田店 茨城町 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨、食品 0299-37-7708 かすみがうら市新治1827-32

ツルハドラッグ茨城小川店 茨城町 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨、食品 0299-37-1755 小美玉市大字野田字御用山354-1

ツルハドラッグ石岡店 茨城町 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨、食品 0299-27-8268 石岡市国府37730

ツルハドラッグ茨城桜の郷店 茨城町 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨、食品 029-219-0268 東茨城郡茨城町桜の郷509302

イエローハット水戸南店 茨城町 カー用品 029-219-1680 東茨城郡茨城町長岡3480-101

ブックエースTSUTAYAイオンタウン水戸南店 茨城町 書籍販売・レンタルビデオ 029-303-6031 東茨城郡茨城町長岡3480-101

ローソン　大洗磯浜町店 大洗 おにぎり・飲料水等 029-267-2691 東茨城郡大洗町磯浜町６５６４－１

Ｐｒｉｍｉｔｉｖｅ　ｈｕｔ　夏海の家 大洗 バーベキュー場 029-219-8070 東茨城郡大洗町大貫町２５６－８２

丸紅エネルギー　大洗港S.S. 大洗 ガソリンスタンド 029-266-0011 東茨城郡大洗町磯浜町8253-32

関根モータース 大洗 レンタカー 029-267-2047 東茨城郡大洗町磯浜町5507-33

味処大森 大洗 イワシ料理・地魚料理 029-267-4060 大洗町磯浜町3152-1

アクアワールド茨城県大洗水族館リラックスカフェマーメイド 大洗 コーヒー、軽食 029-267-5151 東茨城郡大洗町磯浜町8252-3

朝日堂 大洗 和食 029-267-1288 東茨城郡大洗町桜道458

朝日堂　平戸 大洗 飲食、お弁当、お惣菜 029-267-1288 東茨城郡大洗町磯浜町853

大洗お魚天国　海鮮食事処 大洗 海鮮食材 029-264-7676 東茨城郡大洗町磯浜町8253-18

大洗お魚天国　回転寿司 大洗 寿司 029-264-7676 東茨城郡大洗町磯浜町8253-18

大洗パークホテル・レストラン 大洗 ホテル内飲食店 0570-003-830 東茨城郡大洗町磯浜町8249-10



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

大洗料理つかさ 大洗 和食 029-267-0525 東茨城郡大洗町磯浜町6881-105小松崎ビル2階

お魚天国　浜っこ食堂 大洗 海鮮食材 029-267-7675 東茨城郡大洗町港中央11-2

お食事処日野治 大洗 主に海鮮 029-266-1551 東茨城郡大洗町磯浜町6879-6

海鮮処森田大洗店 大洗 和食、回転寿司 029-264-6550 東茨城郡大洗町磯浜町吹上5612

かま家 大洗 あんこう鍋・どぶ汁、すし、海鮮料理、天ぷら、うなぎ 029-267-5135 東茨城郡大洗町磯浜町676

ココス大洗店 大洗 食事 050-3333-8572 東茨城郡大洗町磯道145－1

武山 大洗 蕎麦 090-1817-9560 東茨城郡大洗町磯浜町6881-258

藤乃屋 大洗 中国料理 029-267-0181 東茨城郡大洗町港中央17-3石井ビル

松栄鮨大洗町 大洗 鮨 029-352-3100 東茨城郡大洗町磯浜町471-3

港食堂かじま 大洗 海鮮丼・定食等 029-212-4737 東茨城郡大洗町磯浜町８２５３番地２４

ゆっくら亭かじま 大洗 海鮮丼・定食等 029-267-1126 東茨城郡大洗町港中央２６番地１

リストランテ古橋亭 大洗 イタリア料理 029-266-0040 東茨城郡大洗町磯浜町8196

レストランメヒコ大洗店 大洗 シーフードを中心としたレストラン 029-267-5565 東茨城郡大洗町磯浜町8249

海のごはん家　磯菊 大洗 鮮魚 029-212-9890 東茨城郡大洗町磯浜町8253-24

大洗山口楼 大洗 飲食 029-267-3566 東茨城郡大洗町磯浜町8249-4

ume café WAON 大洗 梅干し 029-229-1223 大洗町大洗町磯浜町624

味ごよみ宮田 大洗 食品 029-267-0045 東茨城郡大洗町大貫町256−488

かに弥 大洗 海鮮料理 029-266-2141 東茨城郡大洗町磯浜町8253-22

Hell's kitchen café 大洗 アルコール 029-219-80700 東茨城郡大洗町大貫町２５６－８２Primitive hut 夏海の家

沖苑 大洗 焼肉 029-266-0383 東茨城郡大洗町磯浜町5507-5

納得の海鮮丼　ひろ吉 大洗 海鮮丼 0293-57-3640 東茨城郡大洗町磯浜町881-7

ヴィンテージクラブむらい 大洗 酒類及び飲食 029-267-3438 東茨城郡大洗町磯浜町891

食事処ほんだ 大洗 定食類 029-267-4575 東茨城郡大洗町大貫町1212-115

コミュニティスペース咲楽や 大洗 お食事 029-267-5187 東茨城郡大洗町磯浜町554

寿多庵（すだあん） 大洗 あんこう鍋、蕎麦、刺身、うなぎ、割烹料理 029-267-4611 東茨城郡大洗町磯浜町7929

まぐろどんどん（アクアワールド大洗水族館内フードコート） 大洗 海鮮丼 029-267-0061 東茨城郡大洗町磯浜町8252-3

めんや 大洗 ラーメン 029-266-1551 東茨城郡大洗町磯浜町8252-3

サザコーヒー大洗店 大洗 コーヒー 029-266-1003 東茨城郡大洗町港中央11-2大洗シーサイドステーション1F

アクアワールド茨城県大洗水族館 大洗 水族館入場券 029-267-5151 東茨城郡大洗町磯浜町8252-3

大洗美術館 大洗 美術館の展示観覧 029-266-2637 東茨城郡大洗町磯浜町8249番地

潮騒の湯 大洗 日帰り温泉 029-267-4031 東茨城郡大洗町大貫町256-25

太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 大洗 ゴルフグッズ、お土産（干物、しじみ、パン他） 029-264-7777 東茨城郡大洗町成田町3137

大洗シーサイドステーション 大洗 お土産、飲食店、アパレル等 029-264-9123 東茨城郡大洗町港中央11-2

亀の井ホテル大洗 大洗 酒類 菓子等土産品 029-267-3191 東茨城郡大洗町磯浜町7986-2

グランマーレ茨城大洗 大洗 宿泊施設 029-212-5073 東茨城郡大洗町大貫町12-12-11

浅野丸 大洗 宿泊施設 029-266-3588 東茨城郡大洗町磯浜町8244-6

大洗鷗松亭 大洗 宿泊事業 029-266-1122 東茨城郡大洗町磯浜町８１７９−５

大洗シーサイドホテル 大洗 客室での飲食物提供など 029-267-2111 東茨城郡大洗町磯浜町6880-9

大洗ホテル 大洗 宿泊事業 029-267-2151 東茨城郡大洗町磯浜町6881

割烹旅館　肴屋本店 大洗 宿泊施設 029-267-2211 東茨城郡大洗町磯浜町７１５

里海邸　金波楼本邸 大洗 宿泊施設 029-267-2101 東茨城郡大洗町磯浜町６８８３

民宿旅館　白浜荘 大洗 宿泊事業 029-266-1276 東茨城郡大洗町磯浜町６８６３

旅館・民宿　大勘荘 大洗 宿泊施設 029-267-2850 東茨城郡大洗町大貫町27

旅館・民宿セイラーズ 大洗 宿泊事業 029-267-5387 東茨城郡大洗町大貫町１６３−６

大洗ホテルANNEX魚来庵 大洗 宿泊施設 029-212-3488 東茨城郡大洗町磯浜町6885

大久保酒店 大洗 酒類 029-267-2361 東茨城郡大洗町磯浜町664

アクアワールド茨城県大洗水族館コレクターズショップガレオス 大洗 フィギュア、文具 029-267-5151 東茨城郡大洗町磯浜町8252-3

アクアワールド茨城県大洗水族館スーベニアショップモラモラ 大洗 菓子・ぬいぐるみ 029-267-5151 東茨城郡大洗町磯浜町8252-3

イエローサンズサーフショップ 大洗 サーフ用品小売り、スクール、レンタル 029-267-1017 東茨城郡大洗町大貫町256-328

ウエルシア大洗磯浜店 大洗 ドラッグストア 029-267-3188 東茨城郡大洗町磯浜町3465番地1

海野海藻店 大洗 わかめ・ひじき。昆布 029-267-2433 東茨城郡大洗町磯浜町5261

大洗海・山直売センターいきいき 大洗 海産物・お土産 029-266-1197 東茨城郡大洗町磯浜町8253-18

大洗駅売店 大洗 お土産等 029-266-1345 東茨城郡大洗町桜道301番地

大洗海鮮市場・海鮮どんぶり亭 大洗 魚介類・干物・珍味・観光お土産品 029-267-0121 東茨城郡大洗町磯浜町8253-56

大洗パークホテル・売店 大洗 ホテル内売店 0570-003-830 東茨城郡大洗町磯浜町8249-10



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

大洗町観光情報交流センター　うみまちテラス 大洗 大洗土産、レンタサイクル貸出 029-352-2715 東茨城郡大洗町桜道301うみまちテラス

小野瀬海藻 大洗 海藻乾物屋（わかめ・焼のり・昆布等） 029-267-3747 東茨城郡大洗町大貫町249-1

お弁当の万年屋　アクアワールド店 大洗 弁当 029-267-5104 東茨城郡大洗町磯浜町8252-3アクアワールド大洗水族館フードコート内

カキ小屋 大洗 カキ・海産物 029-266-1197 東茨城郡大洗町磯浜町8253-15

株式会社飯岡屋水産　本店 大洗 海産物 029-267-2839 東茨城郡大洗町磯浜町679

株式会社カワチ薬品　大洗店 大洗 医薬品・食品・日用品 029-267-7510 東茨城郡大洗町港中央11-2

総菜店かじま 大洗 各種惣菜・弁当・冷蔵、冷凍食品販売等 029-267-2110 東茨城郡大洗町磯浜町８１６番地１

めんたいパーク大洗 大洗 明太子及び明太子加工品 029-219-4101 東茨城郡大洗町磯浜町8255-3

有限会社こうじや　お弁当の万年屋 大洗 弁当 029-267-5104 東茨城郡大洗町磯浜町3666-2

北見工芸 大洗 ステッカー 029-267-6464 東茨城郡大洗町大貫町64番地

DOGDEPT大洗店 大洗 アパレル販売 029-264-9139 東茨城郡大洗町港中央11-2

年宝菓子店 大洗 飴菓子・菓子 029-267-2805 東茨城郡大洗町磯浜町673

有限会社　山戸呉服店 大洗 タオル　衣類 029-266-2480 東茨城郡大洗町磯浜町668

さかげん酒店 大洗 酒類 029-267-2200 東茨城郡大洗町磯浜町65

咲楽や 大洗 生花販売 029-267-7610 東茨城郡大洗町磯浜町7047-1

酒舗おそのえ商店 大洗 地酒専門店、茨城県の地酒、本格焼酎 029-264-5788 東茨城郡大洗町磯道146

ジョイシヨップ　タグチ 大洗 玩具.プラモデル全般. 029-267-3200 東茨城郡大洗町磯浜町847

にんべんにち工場直売店（しらすのお店にんべんいち） 大洗 しらす干し、釜揚げしらす 029-266-2001 東茨城郡大洗町磯浜町５４８９

SUNBEACH SURFGARAGE 大洗 サーフWAX、リーシュコード、サーフボード、SUP、ボディーボード 029-212-6886 東茨城郡大洗町前原下256-460

クスリのアオキ　城里店 城里 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-353-6555 東茨城郡城里町大字石塚1660番地4

セブン-イレブン常北下古内店 城里 食品、雑貨、雑誌、酒 029-288-5478 東茨城郡城里町下古内３２４

ローソン城里石塚 城里 おにぎり・飲料等 029-288-3977 東茨城郡城里町大字石塚１１９６－１

サザンヤードカントリークラブ 城里 ゴルフ場 029-288-5888 東茨城郡城里町下古内776番地

割烹　川広 城里 城里町産野菜 029-288-3288 東茨城郡城里町石塚1170

城里町健康増進施設ホロルの湯2階食堂 城里 飲食品 029-288-7775 東茨城郡城里町下古内1829-3

城里町健康増進施設ホロルの湯 城里 入浴料 029-288-7775 東茨城郡城里町下古内1829-3

ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 城里 宿泊事業 0296-88-2221 東茨城郡城里町塩子３４７３

城里町総合野外活動センターふれあいの里（一般財団法人城里町開発公社） 城里 宿泊施設 029-288-5505 東茨城郡城里町上入野4384

ホテル大山城 城里 飲食 テイクアウト 029-289-2511 東茨城郡城里町阿波山2305-2

城里ゴルフ倶楽部　ホテルキャッスルビレッジ 城里 宿泊施設 0296-88-3611 東茨城郡城里町徳蔵436-1

大洋交通株式会社 城里 旅行用品 0296-88-2153 東茨城郡城里町塩子1088

株式会社カワチ薬品　城里店 城里 医薬品・食品・日用品 029-288-7470 東茨城郡城里町那珂西2561-1

城里町健康増進施設ホロルの湯売店 城里 お土産品 029-288-7782 東茨城郡城里町下古内1829-3

道の駅かつら 城里 和洋菓子 029-289-2892 東茨城郡城里町御前山37

金満 ひたちなか 飲食店 029-273-3603 ひたちなか市勝田泉町9-3

粉雪亭 ひたちなか 喫茶・軽食 029-285-7809 ひたちなか市高場5-1-10

MEGAドン・キホーテ勝田店 ひたちなか 食料品、日用品、衣料品、化粧品、電化製品、玩具、スポーツ用品 057-041-311 ひたちなか市石川町44562

クスリのアオキ　高場店 ひたちなか 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-352-2071 ひたちなか市大字高場1856番地1

クスリのアオキ　西光地店 ひたちなか 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-212-5602 ひたちなか市西光地2丁目27番地2

クスリのアオキ　東石川店 ひたちなか 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-219-7117 ひたちなか市大字東石川3524番地5

クスリのアオキ　馬渡店 ひたちなか 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-352-3366 ひたちなか市東部第二土地区画整理事業地内95街区1番

JA常陸　津田直売所 ひたちなか 農産物、加工品等 029-274-8311 ひたちなか市津田３２４１－２

JA常陸　長砂直売所 ひたちなか 農産物、加工品等 029-285-0202 ひたちなか市長砂３４－４

ジャパンミート生鮮館ひたちなか店 ひたちなか 食料品 029-264-2911 ひたちなか市新光町 34-1

セブンイレブンひたちなか湊中央店 ひたちなか 食品 0299-96-1957 ひたちなか市湊中央2-8-7

まえじま商店 ひたちなか 酒、食料品 029-265-8010 ひたちなか市阿字ケ浦町174-5

セブンイレブンひたちなか殿山町店 ひたちなか 飲食物 029-264-1124 ひたちなか市殿山町2ｰ16ｰ2

セブンイレブン那珂湊十三奉行店 ひたちなか 飲食物 029-265-5145 ひたちなか市西十三奉行11625-36

ローソンひたちなか佐和駅西 ひたちなか コンビニエンス業 029-285-7714 ひたちなか市高場4－16－1ローソンひたちなか佐和駅西

ローソンひたちなか東石川西古内店 ひたちなか 食品 029-274-8333 ひたちなか市西光地２－１－１８

ヤマザキデイリーストア勝田津田店 ひたちなか 食料品、飲料、菓子、雑貨、酒、たばこ 029－273-1456 ひたちなか市津田2591

コヤマ津田店 ひたちなか 医薬品　健康食品　化粧品　介護用品　日用品 029-271-2222 ひたちなか市津田2950-3

ローソン勝田中央店 ひたちなか 食品 029-274-9481 茨城県ひたちなか市勝田中央44658

ローソン勝田駅東口店 ひたちなか 食品 029-273-2099 ひたちなか市勝田中央1-2

ローソンひたちなか田彦南店 ひたちなか 食品 029-275-5033 茨城県ひたちなか市田彦1564-3



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ローソンひたちなか東石川二丁目店 ひたちなか 食品 029-212-7223 茨城県ひたちなか市東石川37291

NewDays勝田 ひたちなか コンビニ 0120-956-376 ひたちなか市勝田中央1-1JR勝田駅構内改札外

マルト佐和店 ひたちなか 食料品 0292-19-8686 ひたちなか市大字稲田字円明12055

マルト春日店 ひたちなか 食料品 0292-19-8181 ひたちなか市春日町44835

ローソンひたちなか足崎店 ひたちなか コンビニ 029-285-7225 ひたちなか市足崎字原1499ー10

ローソンひたちなか阿字ケ浦町店 ひたちなか コンビニ 029-212-5300 ひたちなか市阿字ケ浦町字西永山1979ー1

セブンイレブンひたちなか市毛店 ひたちなか 食品、日用品、その他 029-272-2733 ひたちなか市市毛940-3

セブンイレブンひたちなか枝川店 ひたちなか 食品 029-228-0317 ひたちなか市枝川2472-2

セブン-イレブン　ひたちなか相金町店 ひたちなか 食料品 029-263-5017 ひたちなか市相金町16番地9

セブン-イレブンひたちなか稲田店 ひたちなか 食料品、雑貨、飲料、酒、タバコ 029-202-0732 ひたちなか市稲田603-9

ファミリーマートひたちなか西大島店 ひたちなか 食品　日用品　たばこ　酒 029-353-3051 ひたちなか市西大島3丁目1番7号

ローソン　ひたちなか馬渡店 ひたちなか おにぎり・飲料水等 029-276-7257 ひたちなか市馬渡550-2

ローソンひたちなかはしかべ一丁目 ひたちなか おにぎり・飲料等 029-219-6476 ひたちなか市はしかべ1-1-5

ローソン勝田高場店 ひたちなか 食品 029-285-9093 ひたちなか市高場1673-32

ローソンひたちなか高野東店 ひたちなか 食品 029-212-6566 ひたちなか市高野428-1

スポーツデポ　ひたちなか店 ひたちなか スポーツ用品 029-200-2033 ひたちなか市新光町27番1

城里ゴルフ倶楽部 ひたちなか ゴルフ用品 0296-88-3611 ひたちなか市馬渡西谷津3846

くすりのマルト調剤薬局笹野店 ひたちなか 調剤薬局 029-229-3833 ひたちなか市笹野町二丁目12番17

りらくるひたちなか店 ひたちなか リラクゼーション 050-8884-4429 ひたちなか市市毛527-5

有限会社関東タクシー ひたちなか タクシー 029-272-1311 ひたちなか市笹野3-10-8

湊　第一交通株式会社 ひたちなか タクシー 029-262-3836 ひたちなか市海門町1丁目4番3号

トヨタレンタリース勝田 ひたちなか レンタカー 029-274-3399 ひたちなか市東石川1-11-1

ニッポンレンタカー勝田駅東口営業所 ひたちなか レンタカー 029-276-1919 ひたちなか市勝田中央11-1

赤から　ひたちなか昭和通り店 ひたちなか 居酒屋 029-276-1990 ひたちなか市東石川1173-1-2

茨城地のものわらやき料理　たたきの一九　勝田店 ひたちなか わら焼き・茨城郷土料理 029-229-0010 ひたちなか市勝田中央4-4

焼き鳥　勝一屋 ひたちなか やきとり 029-212-8898 ひたちなか市表町5-5

海鮮処森田那珂湊店 ひたちなか 和食・回転寿司 029-262-5303 ひたちなか市湊本町44398

回転寿司森田 ひたちなか 回転寿司 029-263-4801 ひたちなか市湊本町44398

隠れ菴　忍家　勝田店 ひたちなか 居酒屋 029-272-1293 ひたちなか市勝田泉町9-14

キッチンモアナイナ ひたちなか ローストビーフ 029-212-7020 ひたちなか市勝田中央1-1

久楽 ひたちなか 海鮮丼 029-263-2210 ひたちなか市湊本町18-18

格子屋　勝田駅前店 ひたちなか 居酒屋料理 029-352-3886 ひたちなか市勝田中央10-1

ココス市毛店 ひたちなか 食事 050-3333-2068 ひたちなか市市毛811－1

ココス笹野店 ひたちなか 食事 050-3333-2884 ひたちなか市笹野町1－10－22

ココス高場店 ひたちなか 食事 050-3333-8539 ひたちなか市高場2158－1

ココス那珂湊店 ひたちなか 食事 050-3333-7041 ひたちなか市田中後39－１

ココスニューポートひたちなか店 ひたちなか 食事 050-3529-6773 ひたちなか市新光町34-1

シーサイド丸徳 ひたちなか 飲食店 029-265-8166 ひたちなか市阿字ヶ浦町3253

市場食堂どんぶり屋 ひたちなか 和食 029-263-5010 ひたちなか市湊本町２１－１４

市場寿司 ひたちなか 寿司 029-263-6333 ひたちなか市湊本町21-13

盛漁館 ひたちなか 魚料理 029-265-8153 ひたちなか市磯崎町4644

千葉屋 ひたちなか 魚料理 029-265-8416 ひたちなか市磯崎町4644

日本料理いさ美 ひたちなか 飲食 029-273-0133 ひたちなか市勝田泉町3-15

ばんどう太郎那珂湊店 ひたちなか 味噌煮込みうどん 029-229-1281 ひたちなか市峰後10-1

ばんどう太郎ひたちなか店 ひたちなか 味噌煮込みうどん 029-276-0811 ひたちなか市西光地2-17-7

ビッグボーイひたちなか田彦店 ひたちなか ハンバーグ・ステーキ 029-354-1556 ひたちなか市田彦990-9

フライングガーデン海浜公園前店 ひたちなか 飲食 029-354-6171 ひたちなか市馬渡５５５－２

フライングガーデン笠松運動公園前店 ひたちなか 飲食 029-270-3567 ひたちなか市佐和２０５２

フレッシュネスバーガーファッションクルーズ店 ひたちなか ハンバーガー 029-212-7128 ひたちなか市新光町35　ファッションクルーズニューポートひたちなか2階

松本旅館 ひたちなか 海鮮料理 029-265-8113 ひたちなか市磯崎町4606-10

民宿　黒勢 ひたちなか 宿泊施設 029-265-8415 ひたちなか市磯崎町４１００−２

もんどころ　ひたちなか店 ひたちなか 居酒屋 029-353-3633 ひたちなか市勝田中央5-1

ヤマサ水産株式会社　和風レストランやまさ ひたちなか 定食・丼もの 029-263-6333 ひたちなか市湊本町21-13

有限会社海の駅 ひたちなか 寿司 029-263-6333 ひたちなか市湊本町21-13

有限会社さかなセンターパート・ワン　和風レストランやまさ ひたちなか 魚料理 029-262-5201 ひたちなか市湊本町19-12



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

らーめんげんき屋ひたちなか店 ひたちなか 各種宴会プラン、げんきらーめん、みそらーめん等 029-354-8515 ひたちなか市馬渡3282-1

レストハウス砂丘 ひたちなか 食事、飲み物 029-265-7101 ひたちなか市阿字ケ浦町2228-2

レストランメヒコ水戸店 ひたちなか シーフードを中心としたレストラン 029-227-0808 ひたちなか市枝川12440

旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ　勝田駅東口店 ひたちなか 清流若どり骨付きモモ一本グローブ揚げ 029-202-5501 ひたちなか市勝田中央７－７　コアビル２Ｆ

食事処　原屋 ひたちなか 和食 029-262-4351 ひたちなか市平磯町1033

味どころ雅び ひたちなか 飲食、お酒提供 029-275-3088 ひたちなか市共栄町5-1

居酒屋でんでん ひたちなか お酒 029-219-5423 ひたちなか市表町10-11-1居酒屋でんでん

AI's cafe ひたちなか パスタ、ピザなど 090-1809-2925 ひたちなか市表町4-7

九州屋台　九太郎　勝田店 ひたちなか 九州郷土料理 029-273-6160 ひたちなか市勝田中央７−７

カラオケドレミ　ひたちなか店 ひたちなか カラオケ・飲食 029-271-1950 ひたちなか市東石川1659-2

ジョリーパスタひたちなか東石川店 ひたちなか パスタ、ピザ 029-219-6570 ひたちなか市東石川2706-1

ステーキ宮 ひたちなか店 ひたちなか 飯物・焼物 029-275-2273 ひたちなか市馬渡2565-9

いろはにほへと 勝田駅前店 ひたちなか 飯物・焼物・酒類 029-354-0201 ひたちなか市勝田中央3-1

カルビ大将 ひたちなか店 ひたちなか 飯物・焼物 029-275-5150 ひたちなか市大字馬渡2559-10

寧々家 ひたちなか店 ひたちなか 飯物・焼物・酒類 029-272-8154 ひたちなか市大字東石川1655-1

かつたの高嶺 ひたちなか もつ焼き・煮込み 029-219-9249 ひたちなか市勝田中央７－１０

シュル　ル　リバージュ ひたちなか 飲食 029-276-7755 ひたちなか市東石川3-18-18

やよい軒ひたちなか市毛店 ひたちなか 定食類 029-202-9007 ひたちなか市大字市毛字上坪１０８２－２

焼肉樹々 ひたちなか 焼肉店 029-219-6960 ひたちなか市表町1-10

本場インド料理ブラフマー ひたちなか インド料理店 029-275-7715 ひたちなか市勝田中央

はま寿司ひたちなか田彦店 ひたちなか 寿司 0293-54-5060 ひたちなか市田彦９９０－７

はま寿司ニューポートひたちなか店店 ひたちなか 寿司 0292-65-1011 ひたちなか市新光町３４－１

左吉ひたちなか店 ひたちなか 飲食 029-274-3000 ひたちなか市高場2592-1

やきとり来恩 ひたちなか やきとり、ドリンク 029-357-7524 ひたちなか市はしかべ1-1-1

吉野家ひたちなか店 ひたちなか 牛丼 029-354-0701 ひたちなか市中根3169-2

吉野家ひたちなか西光地店 ひたちなか 牛丼 029-219-8771 ひたちなか市西光地3丁目1-1

株式会社ＭＥＧＡドン・キホーテ勝田店 ひたちなか 食料品、日用品、衣料品、化粧品、電化製品、玩具、スポーツ用品 029-273-3810 ひたちなか市石川町１−１

カラオケ館　ひたちなか勝田店 ひたちなか カラオケ 029-271-9966 ひたちなか市外野2-3-1

カツタロバタ ひたちなか 干物・焼き鳥 029-210-2378 ひたちなか市勝田泉町3-14

焼肉と韓国料理　鬼軍曹 ひたちなか 焼肉　韓国料理　韓国チキン 029-229-1277 ひたちなか市市毛836-3

時遊館勝田駅前店 ひたちなか カラオケ、飲食サービス 029-354-4177 ひたちなか市勝田中央3-1

牛常勝田店 ひたちなか 焼肉 029-219-5540 ひたちなか市表町7-6

玄國 ひたちなか 寿司、アルコール、その他 029-274-2735 ひたちなか市東石川3548-3

串焼酒場がってん ひたちなか 焼き鳥 029-275-0327 ひたちなか市表町1-4勝田ビル1-102号

焼肉・ホルモン・馬肉まんてん ひたちなか 馬刺し 029-275-0910 ひたちなか市勝田泉町1-15　1F

やきにくＫＯＨＡＫＵ ひたちなか 焼肉 029-274-3551 ひたちなか市勝田泉町1-8ココチビル1Ｆ

刺身と天ぷら六角や ひたちなか 刺身・天ぷら 029-219-5986 ひたちなか市勝田泉町2-10

中華ソバムギジルシ ひたちなか ラーメン 029-219-5986 ひたちなか市勝田泉町2-10

寿し福ちゃん ひたちなか 寿し 029-274-2246 ひたちなか市東石川3521-6

お食事とお惣菜の店　すずね食堂 ひたちなか 中華料理各種 050-8884-8502 ひたちなか市大字東石川1279

Barみたいなラーメン屋　七八 ひたちなか ラーメン 029-274-5260 ひたちなか市勝田中央７－７コアビル1階

あじ平　勝田店 ひたちなか ラーメン 029-274-5260 ひたちなか市外野2-34-6

カフェレストラン　フルール ひたちなか 食品 029-210-1836 ひたちなか市西大島1-29-16

グラスハウス ひたちなか 紅茶、スイーツ 029-265-9001 ひたちなか市馬渡字大沼605-4

サザコーヒー勝田駅前店 ひたちなか コーヒー 029-276-1151 ひたちなか市勝田中央1-2

サザコーヒー本店 ひたちなか コーヒー 029-270-1151 ひたちなか市共栄町8-18

すし蔵 ひたちなか 寿司 029-272-3709 ひたちなか市元町4-1

タリーズコーヒーひたちなか新光町店 ひたちなか コーヒー　軽食 029-265-1127 ひたちなか市新光町30-4

記念の森レストハウス ひたちなか コーヒー、スイーツ 029-265-9001 ひたちなか市馬渡字大沼605-4

焼きたてスコーンとコンフィチュールと紅茶の店　ラ　ターブル　ドゥ　イズミ ひたちなか スコーン　コンフィチュール　紅茶　食事 029-274-5331 ひたちなか市馬渡907-1

印度屋らんがる ひたちなか インド料理 029-212-7775 ひたちなか市市毛828-10

ひたちなか温泉　喜楽里別邸 ひたちなか 温泉施設、お土産 029-229-2641 ひたちなか市市毛６４０番地２

国営ひたち海浜公園プレジャーガーデン ひたちなか のりものチケット類・飲食物販 029-265-8185 ひたちなか市阿字ケ浦町552-18

阿字ヶ浦温泉のぞみ ひたちなか 日帰り温泉 029-265-5541 ひたちなか市阿字ヶ浦町3290阿字ヶ浦温泉のぞみ

ホテルニュー白亜紀　日帰り温泉 ひたちなか 日帰り温泉、飲食店（軽食） 029-265-7185 ひたちなか市磯崎町4604



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

阿字ヶ浦クラブ ひたちなか 宿泊施設 029-265-7111 ひたちなか市阿字ケ浦町９

網元の宿　えびのや ひたちなか 宿泊施設 029-265-8140 ひたちなか市磯崎町４６４０

いそざき温泉　ホテルニュー白亜紀 ひたちなか ホテル 029-265-7185 ひたちなか市磯崎町4604

春日ホテル ひたちなか 宿泊事業 0120-05-3164 ひたちなか市湊本町11-4

コーストインシャロームつるやアネックス ひたちなか 宿泊施設 029-262-5111 ひたちなか市平磯町１２４５

シーサイド原屋 ひたちなか 宿泊 029-262-4351 ひたちなか市平磯町1033

潮騒の宿丸徳 ひたちなか 宿泊事業 029-265-7006 ひたちなか市磯崎町4318

大扇旅館 ひたちなか 宿泊 029-273-6226 ひたちなか市東大島３丁目２５−２

つるやホテル ひたちなか 宿泊施設 029-265-8322 ひたちなか市阿字ケ浦町２２２９−２０

つるや旅館 ひたちなか 宿泊施設 029-265-8250 ひたちなか市阿字ケ浦町５

テラスイン勝田 ひたちなか レストラン 029-219-7211 ひたちなか市勝田中央1-3

とらや旅館 ひたちなか 宿泊施設 029-265-8222 ひたちなか市磯崎町４６４７−１

日の出荘 ひたちなか 宿泊 029-265-8307 ひたちなか市阿字ヶ浦町170

藤屋ホテル ひたちなか 宿泊事業 029-262-4141 ひたちなか市湊本町１−３２

ホテル クリスタルパレス ひたちなか 地元お土産、レストラン 029-273-7711 ひたちなか市大平1-22-1

ホテルサンシティ勝田 ひたちなか 宿泊事業 029-272-1111 ひたちなか市勝田中央７−６

ホテルルートインひたちなか ひたちなか 宿泊事業 029-354-0501 ひたちなか市市毛945-11

みなと観光ホテル株式会社 ひたちなか 宿泊施設 029-262-4118 ひたちなか市湊本町18-25

旅館　きよみ荘 ひたちなか 宿泊施設 029-265-8312 ひたちなか市阿字ケ浦町２０

旅館　清水屋 ひたちなか 宿泊 029-265-7544 ひたちなか市阿字ヶ浦3235

旅館山形屋 ひたちなか 宿泊事業 029-265-8207 ひたちなか市阿字ケ浦町117

平磯館 ひたちなか ラーメン、餃子 029-262-2706 ひたちなか市平磯町1001

EAST COAST FINE GLAMPING茨城ひたちなか ひたちなか ドリンク、おかし 090-8476-9720 ひたちなか市阿字ケ浦町442

ウエルシア那珂湊店 ひたちなか ドラッグストア 029-263-5088 ひたちなか市釈迦町7-24

ウエルシアひたちなか市毛店 ひたちなか ドラッグストア 029-354-8630 ひたちなか市大字市毛822-5

ウエルシアひたちなか大平店 ひたちなか ドラッグストア 029-202-5026 ひたちなか市大平3丁目11番20号

ウエルシアひたちなか外野店 ひたちなか ドラッグストア 029-202-5022 ひたちなか市外野2-12-4

ウエルシアひたちなか田中後店 ひたちなか ドラッグストア 029-264-3860 ひたちなか市田中後7-2

ウエルシアひたちなか堂端店 ひたちなか ドラッグストア 029-354-0037 ひたちなか市堂端2-1-4

ウエルシアひたちなか馬渡店 ひたちなか ドラッグストア 029-275-8118 ひたちなか市馬渡字西谷津3845-2

ウエルシアひたちなか六ツ野店 ひたちなか ドラッグストア 029-271-4520 ひたちなか市東石川3379番地15

ウエルシア薬局ひたちなか佐和店 ひたちなか ドラッグストア 029-285-9118 ひたちなか市高場1-22-6

ウエルシア薬局ひたちなか田彦店 ひたちなか ドラッグストア 029-353-3088 ひたちなか市田彦1003-5

ウエルシア薬局ひたちなか松戸町店 ひたちなか ドラッグストア 029-275-2608 ひたちなか市松戸町3-1-30

ウエルシア薬局ひたちなか馬渡向野店 ひたちなか ドラッグストア 029-272-7348 ひたちなか市馬渡向野2911-18

カクダイ水産お魚市場店 ひたちなか 干物その他 029-262-5811 ひたちなか市湊本町19-8　那珂湊お魚市場

株式会社カワチ薬品　佐和店 ひたちなか 医薬品・食品・日用品 029-285-5901 ひたちなか市高場1213

株式会社カワチ薬品　那珂湊店 ひたちなか 医薬品・食品・日用品 029-262-5308 ひたちなか市栄町2-14-42

株式会社カワチ薬品　ひたちなか店 ひたちなか 医薬品・食品・日用品 029-275-1121 ひたちなか市東石川字沼1567-1

(株)森田水産 ひたちなか 海産物 029-263-4800 ひたちなか市湊本町44398

ケーズデンキ シーサイドひたちなか ひたちなか 家電製品 029-265-1181 ひたちなか市新光町30-1

JUNE ひたちなか 化粧品 029-276-0511 ひたちなか市東大島1-24-2

紳士服コナカ　勝田店 ひたちなか 衣料品 029-354-0067 ひたちなか市東大島2ｰ9ｰ5

都炉美煎本舗勝田店 ひたちなか 煎餅 029-276-1633 ひたちなか市東石川2703-4

ひたちなか海浜鉄道株式会社 ひたちなか 鉄道関連グッズ（乗車券を除く） 029-212-8023 ひたちなか市釈迦町22番2号

ほしいも専門店大丸屋 ひたちなか 干しいも 029-263-7777 ひたちなか市釈迦町18-38

ヤマサ水産株式会社 ひたちなか 鮮魚 029-263-6333 ひたちなか市湊本町21-13

やまや那珂湊店 ひたちなか 酒・食品 029-352-9909 ひたちなか市釈迦町17-10

やまやひたちなか店 ひたちなか 酒・食品 029-270-1022 ひたちなか市笹野町3-3-32

有限会社さかなセンターパート・ワン ひたちなか 鮮魚・お土産品販売 029-262-5201 ひたちなか市湊本町19-12

レイクサイドカフェ ひたちなか 軽食、お土産品 029-265-9001 ひたちなか市馬渡字大沼605-4

干しいも売店 ひたちなか 干しいも 029-226-3800 ひたちなか市馬渡字大沼605-4　国営ひたち海浜公園　内臨時売店

魚の店　新屋 ひたちなか 鮮魚　海産物 029-263-7111 ひたちなか市湊本町21-9

焼いも館 ひたちなか 焼いも 029-273-6633 ひたちなか市馬渡0209-36

蔦屋書店ひたちなか店 ひたちなか 書籍 029-265-2300 ひたちなか市新光町30-4



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ヤマダデンキ　テックランドひたちなか店 ひたちなか 家電 029-354-7511 ひたちなか市稲田1424-1

菓子工房SAKABA ひたちなか カステラ・洋菓子 029-262-3534 ひたちなか市湊本町７ー２

サンドラッグ　ひたちなか大成店 ひたちなか 医薬品、雑貨、化粧品 029-229-1771 ひたちなか市大成町11-5

宮辰商店 ひたちなか 海産物 029-262-4044 ひたちなか市湊中央2-4-1

メガネのクロサワひたちなか店 ひたちなか メガネ・補聴器・光学器 029-212-9630 ひたちなか市笹野町1丁目11-12

ツルハドラッグ勝田店 ひたちなか 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 029-353-5251 ひたちなか市青葉町44632

ツルハドラッグひたちなか市毛店 ひたちなか 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 029-354-0269 ひたちなか市市毛953-7

ツルハドラッグひたちなか昭和通り店 ひたちなか 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 029-354-1178 茨城県ひたちなか市中根3325-13

くすりのマルト春日店 ひたちなか ドラッグストア 029-219-5500 ひたちなか市春日町10-1

ジョイフル本田ひたちなか店 ひたちなか 日用品 029-265-5325 ひたちなか市新光町34-1

アマトーネアクセソリーオひたちなか店 ひたちなか アクセサリー・雑貨等 029- 212-8802 ひたちなか市新光町３５ニューポートひたちなかファッションクルーズ２Ｆ

サックスバーひたちなか店 ひたちなか バッグ他 029- 264-2630 ひたちなか市新光町３５ニューポートひたちなかファッションクルーズ１Ｆ

ヤマダデンキ　テックランドシーサイドひたちなか店 ひたちなか 家電製品 029-229-1066 ひたちなか市新光町39-2

Francfranc ひたちなか店 ひたちなか 雑貨 03-4216-4021 ひたちなか市新光町35ニューポートひたちなかファッションクルーズ 1F

モンベルひたちなか店 ひたちなか アウトドア用品、お土産品（地域限定商品） 029-229-0020 ひたちなか市新光町35 ジョイフル本田 ニューポートひたちなか 内

THE GROCERY&WINEひたちなか店 ひたちなか 食品 029-229-1539 ひたちなか市新光町35番区画No.179ファッションクルーズニューポートひたちなか

イエローハットひたちなか店 ひたちなか カー用品 029-285-7611 ひたちなか市稲田1048-24

テックランドシーサイドひたちなか店 ひたちなか 家電製品 029-229-1066 ひたちなか市新光町39-2

ドラッグストア マツモトキヨシ 那珂湊店 ひたちなか 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-219-5331 ひたちなか市田中後20-6

ドラッグストア マツモトキヨシ ひたちなか佐和店 ひたちなか 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-285-7748 ひたちなか市高場1484

ドラッグストア マツモトキヨシ ひたちなか笹野店 ひたちなか 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-202-5055 ひたちなか市笹野町1-9-4

ドラッグストア マツモトキヨシ ヨークタウンひたちなか店 ひたちなか 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-275-5776 ひたちなか市東石川3614-1

ブックエースTSUTAYA勝田東石川店 ひたちなか 書籍販売・レンタルビデオ 029-354-8811 ひたちなか市東石川3614-1ヨークタウンひたちなか内

AOKIひたちなか昭和通り店 ひたちなか 紳士服・ﾚﾃﾞｨｰｽ 029-273-7888 ひたちなか市中根3325-1ＡＯＫＩひたちなか昭和通り店

レンタサイクルtamariba ひたちなか レンタサイクル 029-353-3181 ひたちなか市表町8-8

Beauty closet Alii ひたちなか マッサージ、エステ 029-270-0707 ひたちなか市表町5-1メゾンドイー　1F

株式会社かわねや　菅谷店 那珂 食料品・雑貨 029-298-8141 那珂市菅谷3305-1

イオン那珂町店 那珂 総合スーパー 029-298-7000 那珂市竹ノ内3-6-5

JA常陸　那珂直売所 那珂 総合スーパー 029-298-7000 那珂市後台２２９０−５

ローソン那珂中台 那珂 コンビニエンス業 029-212-8033 茨城県那珂市中台708－5

マルト那珂店 那珂 食料品 0293-53-1122 那珂市菅谷字杉前522

ローソン那珂菅谷店 那珂 食料品 029-295-2332 那珂市菅谷 字寄居１７３８−１

りらくる那珂菅谷店 那珂 リラクゼーション 050-8884-4421 那珂市菅谷1-65

茨城第一交通株式会社　　那珂営業所 那珂 タクシー 029-253-1125 那珂市菅谷7072番地

トヨタレンタリース那珂 那珂 レンタカー 029-295-7867 那珂市菅谷字杉原5382-1

蔵+蕎麦　な嘉屋 那珂 常陸あき蕎麦 029-298-0105 那珂市鴻巣1257

ココスサンモリノ那珂店 那珂 食事 050-3333-4035 那珂市菅谷1591－1

ばんどう太郎那珂店 那珂 味噌煮込みうどん 029-295-5061 那珂市竹ノ内3-1-7

益益　那珂店 那珂 居酒屋 029-298-0930 那珂市竹ノ内一丁目25-9

味噌乃マルショウ那珂後台店 那珂 各種宴会プラン、千日味噌ラーメン、餃子等 029-295-7878 那珂市後台3053-13

しゃぶしゃぶ温野菜　那珂店 那珂 しゃぶしゃぶ食べ放題 029－353－2929 那珂市菅谷1591－1

吉野家349号線那珂菅谷店 那珂 牛丼 029-352-1377 那珂市竹ノ内1-5-16

カラオケビッグエコー那珂店 那珂 カラオケＢＯＸ 029-353-1666 那珂市竹ノ内1-26-6

喜多方らーめんなか川 那珂 飲食業 029-295-7788 那珂市飯田1634-1

アジアインドレストラン　マナカマナ那珂店 那珂 インドカレー 029-295-6107 那珂市竹ノ内2ー3ー2

静ヒルズホテル 那珂 宿泊施設 029-296-2111 那珂市静1678

木内酒造鴻巣本店 那珂 常陸野ネストビール 029-298-0105 那珂市鴻巣1257

ウエルシア薬局那珂瓜連店 那珂 ドラッグストア 029-296-3318 那珂市瓜連748-3　

ウエルシア薬局那珂竹ノ内店 那珂 ドラッグストア 029-298-8682 那珂市竹ノ内三丁目7番地3

株式会社カワチ薬品　サンモリノ那珂店 那珂 医薬品・食品・日用品 029-353-0350 那珂市菅谷1618-2

株式会社カワチ薬品　那珂店 那珂 医薬品・食品・日用品 029-295-3101 那珂市菅谷5474-1

亀印製菓那珂インター店 那珂 和洋菓子 029-229-0126 那珂市飯田3371-1

ケーズデンキ 那珂店 那珂 家電製品 029-298-6377 那珂市菅谷大字寄居1620-1

紳士服コナカ　那珂店 那珂 衣料品 029-295-7502 那珂市菅谷2427-1

都炉美煎本舗那珂店 那珂 煎餅 029-352-0122 那珂市竹ノ内2-2-1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

メガネのクロサワ那珂店 那珂 メガネ・補聴器・光学器 029-295-4824 那珂市菅谷2653-1

ツルハドラッグ那珂竹ノ内店 那珂 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 029-353-2268 那珂市竹ノ内1丁目5-10

くすりのマルト那珂店 那珂 ドラッグストア 029-353-1333 那珂市菅谷字千本杉600-1

シャトレーゼ那珂店 那珂 洋菓子 和菓子 アイス等 029-353-1125 那珂市竹ノ内1-26-6

イオン東海店 東海 食品、衣料品、くらしの品など 029-287-3311 那珂郡東海村舟石川駅東４丁目１−１

JA常陸　東海ファーマーズマーケットにじのなか 東海 農産物、加工品等 029-219-4147 那珂郡東海村石神内宿１１６７－９

デイリーヤマザキ東海村動燃通り店 東海 食料品、酒、雑貨 029-287-0063 那珂郡東海村村松2602-3

セブンイレブン東海駅西 東海 食品　雑貨　その他コンビニエンスストア商品 029-283-1145 那珂郡東海村舟石川駅西38233

セブンイレブン東海二軒茶屋 東海 食品 029-287-1501 那珂郡東海村石神外宿2470-7

セブンイレブン東海舟石川 東海 食品 029-283-3337 那珂郡東海村大山台2-19-6

NewDaysミニ東海 東海 コンビニ 0120-956-376 那珂郡東海村舟石川駅西1-1-1JR東海駅構内改札外

隠れ菴　忍家　東海店 東海 居酒屋 029-282-1237 那珂郡東海村舟石川駅西4-3-5

ココス東海店 東海 食事 050-3333-4029 那珂郡東海村村松347－1

ばんどう太郎東海店 東海 味噌煮込みうどん 029-287-7251 那珂郡東海村東海2-15-20

カラオケドレミ　東海店 東海 カラオケ・飲食 029-287-0880 那珂郡東海村東石川1659-2

うどんれすとらん　へんこつ　東海店 東海 うどん・そば 029-287-2200 那珂郡東海村大字舟石川駅西２丁目５−９

アジアインドレストラン　マナカマナ東海店 東海 インドカレー 029-282-7718 那珂郡東海村舟石川駅西2ー5ー7

ホテルエリアワン東海 東海 宿泊 029-212-3366 那珂郡東海村白方1752-36

ウエルシア薬局東海舟石川店 東海 ドラッグストア 029-287-2288 那珂郡東海村舟石川駅西2-9-12

東海パーキングエリア下り線 東海 観光土産品 029-283-1966 那珂郡東海村石神外宿2060-1　常磐道東海パーキングエリア下り線内

ほしいも株式会社 東海 干し芋のほか茨城県内のお土産全般 029-219-4432 那珂郡東海村須和間42-2

ツルハドラッグ東海店 東海 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 029-270-5977 那珂郡東海村村松北1丁目1-24

ツルハドラッグ東海中央店 東海 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 029-212-4778 那珂郡東海村村松2124-2

常磐自動車道東海パーキングエリア上り線（ショップ） 東海 観光土産品 029-282-8692 那珂郡東海村石神外宿2060-1　

ドラッグストア マツモトキヨシ 東海店 東海 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-287-3121 那珂郡東海村舟石川駅西3-13-22

ブックエース東海店 東海 書籍販売・レンタルビデオ 029-283-3113 那珂郡東海村舟石川駅西3-14-14

どこでも出張BBQ満福いばらき 東海 手ぶらバーベキュー　BBQ器材レンタル 029-212-6085 那珂郡東海村照沼228－6

イオン鹿嶋店 鹿嶋 総合小売業 0299-83-0111 鹿嶋市宮中２９０－１

クスリのアオキ　鹿島神宮南店 鹿嶋 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0299-77-5512 鹿嶋市大字宮中1996番地1

クスリのアオキ　鹿嶋宮中店 鹿嶋 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0299-94-8621 鹿嶋市大字宮中248番地3

クスリのアオキ　神向寺店 鹿嶋 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0299-95-7306 鹿嶋市大字宮中4780番地

コミュニティストア　ミズノ 鹿嶋 食品 0299-82-3167 鹿嶋市下津　273-50

セブンイレブン鹿嶋奥宮店 鹿嶋 食品 0299-84-5581 鹿嶋市宮中1225603

セブンイレブン鹿嶋三笠店 鹿嶋 食料品　日用品 0299-84-5151 鹿嶋市平井字アラク北1184-40

セブンイレブン鹿嶋旭ヶ丘店 鹿嶋 食品 0299-82-5534 鹿嶋市平井1325-7

セブンイレブン鹿嶋津賀店 鹿嶋 食品 0299-69-7667 鹿嶋市津賀2127-1

セブンーイレブン鹿嶋厨2丁目店 鹿嶋 おにぎり､弁当､パン、ドリンク､菓子､雑貨等 0299-84-5100 鹿嶋市厨2丁目12-1

セブンイレブン鹿嶋谷原南店 鹿嶋 食品 0299-83-7112 鹿嶋市谷原1384

セブンイレブン鹿嶋宮中店 鹿嶋 弁当など 0299-83-2892 鹿嶋市宮中3-1-12

セブンイレブン鹿嶋平井店 鹿嶋 弁当など 029-990-3888 鹿嶋市平井1128-429

セブンイレブン鹿嶋浜津賀店 鹿嶋 食品 0299-69-0020 鹿嶋市浜津賀354-1

セブンイレブン鹿嶋泉川店 鹿嶋 食品　雑貨 0299-84-2117 鹿嶋市泉川83-4

有限会社　鹿島水郷タクシー 鹿嶋 タクシー 0299-82-1323 鹿嶋市宮中1995-11

鹿島合同自動車株式会社 鹿嶋 タクシー 0299-82-3521 鹿嶋市宮中5-13-3

お食事処鈴章 鹿嶋 割烹・うなぎ 0299-82-1417 鹿嶋市宮中１－４－２７

ココス鹿嶋店 鹿嶋 食事 050-3333-7461 鹿嶋市宮中1－1

樹林 鹿嶋 鉄板焼き、しゃぶしゃぶ、すき焼き、お好み焼き 0299-82-1126 鹿嶋市宮中1-4-26

ドライブイン　うちだや 鹿嶋 蕎麦、うどん 0299-82-1217 鹿嶋市宮中1-2-22

呑処弦 鹿嶋 居酒屋 0299-82-9617 鹿嶋市鉢形台2-18-5

馬刺し居酒屋　陽 鹿嶋 馬刺し、お酒、おつまみなどの居酒屋料理 0299-83-1708 鹿嶋市宮中7-1-3嘉納ビル１貸店舗

馬肉料理専門店　桜屋 鹿嶋 馬肉料理、お酒など、居酒屋料理 0299-77-5711 鹿嶋市宮中7-1-1島田貸店舗１階

ばんどう太郎鹿嶋店 鹿嶋 味噌煮込みうどん 0299-85-0811 鹿嶋市大字宮中1974-2

ホテル古保里 鹿嶋 ホテル内のカフェ 0299-82-1311 鹿嶋市宮中２丁目１−８

和風レストランやまびこ 鹿嶋 ステーキ 0299-83-1221 鹿嶋市宮中5ｰ10ｰ14

にんたまラーメン　ゆにろーず鹿嶋店 鹿嶋 ラーメン 0299-69-4755 鹿嶋市小山字峰595-1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

Hawaiian Cafe＆Restaurant メレンゲ 鹿島店 鹿嶋 パンケーキ 0299-94-3931 鹿嶋市宮中347-3

やよい軒鹿嶋谷原店 鹿嶋 定食 0299-90-7810 鹿嶋市谷原454-1

博多九兵衛鹿嶋店 鹿嶋 居酒屋 0299-87-4584 鹿嶋市鉢形台1-10-3ツインタウンアオノE

炭火串焼ガキゲン鹿嶋店 鹿嶋 飲食店 0299-83-3655 鹿嶋市宮中4643-10

酒肴庵 仁笑門 鹿嶋 地魚・牛・豚・鶏・野菜 0299-84-6113 鹿嶋市鉢形1095番地1号

吉野家124号線鹿島店 鹿嶋 牛丼 0299-85-1488 鹿嶋市宮中1970-1

ブラジル料理　レストラン　ベリンバウ 鹿嶋 ブラジル料理　ステーキ 0299-83-3722 鹿嶋市宮中5132-2

カラオケ館　鹿嶋宮中店 鹿嶋 カラオケ 0299-82-7111 鹿嶋市宮中331-3

はま寿司　鹿嶋佐田店 鹿嶋 寿司 0299-85-0057 鹿嶋市佐田624-1

ウツギ酔賓店 鹿嶋 海鮮　焼き鳥 0299-94-3319 鹿嶋市宮中1-9-29

甘味処鎌倉　鹿島神宮前店 鹿嶋 お土産わらびもち、わらびもちドリンク 050-8883-0610 鹿嶋市宮中1-6-24

ホテルルートイン鹿嶋 鹿嶋 宿泊施設 0299-90-7511 鹿嶋市長栖2275-1

ウエルシア鹿嶋大野店 鹿嶋 ドラッグストア 0299-90-9100 鹿嶋市大字和789-2

ウエルシア鹿嶋平井店 鹿嶋 ドラッグストア 0299-85-2252 鹿嶋市旭ケ丘2-8-1

ウエルシア鹿嶋緑ヶ丘店 鹿嶋 ドラッグストア 0299-82-3352 鹿嶋市緑ヶ丘4丁目6番地7

ウエルシア鹿嶋宮津台店 鹿嶋 ドラッグストア 0299-83-3468 鹿嶋市大字宮津台151番地52

ウエルシア薬局鹿嶋プラザ店 鹿嶋 ドラッグストア 0299-84-7818 鹿嶋市宮中字東山289-1

かしま甘太郎 鹿嶋 大判焼き 0299-82-1605 鹿嶋市宮中1－5－14

株式会社カワチ薬品　鹿嶋店 鹿嶋 医薬品・食品・日用品 0299-84-7727 鹿嶋市平井1290-1

紳士服コナカ鹿島店 鹿嶋 衣料品 0299-84-4147 鹿嶋市宮中314-4

丸三老舗神宮駅前店 鹿嶋 和菓子、和スイーツ 0299-83-0303 鹿嶋市宮下2-9-6

ヤマダデンキ　テックランド鹿島店 鹿嶋 家電 0299-85-0555 鹿嶋市宮中字東山333-4

西川園　鹿島チェリオ店 鹿嶋 日本茶・海苔・お土産品 0299-83-3021 鹿嶋市宮中２９０１ショッピングセンターチェリオ

ナフコ北鹿嶋店 鹿嶋 生活用品 0299-90-9321 鹿嶋市和784-1

イエローハット鹿島店 鹿嶋 カー用品 0299-84-1680 鹿嶋市長栖141990

メガネのクロサワ鹿嶋チェリオ店 鹿嶋 メガネ・補聴器・光学器 0299-84-6736 鹿嶋市宮中290-1鹿嶋チェリオ2F

森のあそびば 鹿嶋 アスレチック 080-4810-0039 鹿嶋市宮中４５５３-１

鹿島ハイツスポーツプラザ 鹿嶋 スポーツ施設、温浴施設 0299-82-7941 鹿嶋市田野辺659

そば処神栖砂場 神栖 お蕎麦 0299-96-5615 神栖市知手176-6

南部観光バス 神栖 バス 0299-96-1531 神栖市知手中央9-11-14

クスリのアオキ　神栖土合店 神栖 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0479-21-6312 神栖市土合西一丁目3番28号

クスリのアオキ　波崎店 神栖 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0479-21-7022 神栖市波崎6886番地1

クスリのアオキ　平泉店 神栖 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0299-77-7451 神栖市平泉2番地171

クスリのアオキ　平泉東店 神栖 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0299-95-8002 神栖市平泉東三丁目14番地3

セブンイレブン神栖日川店 神栖 食料品　日用品 0299-96-0465 神栖市日川4413

セブンイレブン神栖太田店 神栖 食料品　日用品 0479-40-2577 神栖市太田456-41

セブンイレブン神栖知手店 神栖 食料品　日用品 0299-96-8951 神栖市知手中央3丁目8-3

セブンイレブン神栖横瀬店 神栖 食料品　日用品 0299-97-0015 神栖市日川1963-137

セブンイレブン茨城神栖大野原店 神栖 食料品他 0299-92-2147 神栖市大野原37012幸武ビル109

セブンイレブン神栖4丁目店 神栖 食料品他 0299-93-2133 神栖市神栖4丁目2805-16

セブンイレブン神栖鰐川店 神栖 食料品 0299-93-4599 神栖市堀割2-2-1

ローソン神栖太田店 神栖 食品 0479-21-5222 神栖市太田603-14

ローソン神栖息栖店 神栖 食品 0299-92-6420 神栖市息栖3040-270

ローソン波崎別所店 神栖 食品 0479-21-5088 神栖市波崎4676-7

セブンイレブン神栖1丁目店 神栖 弁当など 0299-92-1951 神栖市神栖1-9-1

セブンイレブン息栖稲荷店 神栖 弁当など 0299-90-0070 神栖市息栖2885-258

セブンイレブン神栖済生会病院前店 神栖 弁当など 029-996-8822 神栖市知手中央7-3405-256

セブンイレブン波崎海岸店 神栖 小売店 0479-44-0108 神栖市波崎8810ー5

セブンイレブン茨城神栖奥野谷店 神栖 セブンイレブン 029-996-3237 神栖市奥野谷2031

セブンイレブン神栖矢田部店 神栖 コンビニエンスストア 0479-48-7011 神栖市矢田部6381

セブンイレブン神栖須田店 神栖 コンビニエンスストア 0479-48-1400 神栖市須田2304-78

ローソン神栖波崎浜新田 神栖 食品 0479-44-0177 神栖市波崎8246-2

セブンイレブン茨城波崎本郷店 神栖 食品雑貨加工食品等 0479-44-5484 神栖市波崎6395-3

セブンイレブン神栖萩原店 神栖 食料品　日用品 0299-95-1135 神栖市萩原８８０-２

セブンイレブン神栖知手中央店 神栖 食料品、日用品 0299-90-5655 神栖市知手中央10-8-11



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ゴルフ5　アクロスプラザ神栖店 神栖 ゴルフ用品 0299-92-8055 神栖市居切1456-51

りらくる神栖店 神栖 リラクゼーション 050-8884-4425 神栖市掘割3-1-33

南部タクシー 神栖 タクシー 0299-96-1531 神栖市知手中央9-11-14

南部代行 神栖 運転代行 0299-96-1531 神栖市知手中央9-11-14

有限会社　神栖タクシー　本社営業所 神栖 タクシー 0299-92-0011 神栖市筒井1701-9

有限会社山本タクシー 神栖 旅客運送（タクシー）、運転代行 0299-96-1755 神栖市奥野谷5673-5

株式会社　柳川タクシー 神栖 タクシー、ハイヤー 0479-46-0404 神栖市須田3737

トヨタレンタリース神栖 神栖 レンタカー 0299-93-1100 神栖市大野原4-11-32

日進レンタカー鹿島営業所 神栖 レンタカー 0299-92-4651 神栖市木崎2406-225

ガッツレンタカー神栖店 神栖 レンタカー 0299-77-5502 神栖市神栖1－65－43

ニッポンレンタカー鹿島セントラルホテル営業所 神栖 レンタカー 0299-90-1819 神栖字大野原4-7-1

らーめん源之丞 神栖 ラーメン 0299-77-5406 神栖市神栖4-5-19

赤から　神栖店 神栖 焼肉 0299-91-0377 神栖市平泉255-9

アトンパレスホテル・ステーキイン欅 神栖 ステーキ・海鮮料理 0299-93-2001 神栖市大野原1-12-1

アトンパレスホテル・レストラン　ルピナス 神栖 和食・洋食料理 0299-93-2001 神栖市大野原1-12-1

鹿島セントラルホテル・中国料理 桃鹿楼 神栖 中国料理 0299-95-5511 神栖市大野原4-7-11

鹿島セントラルホテル・日本料理 槙 神栖 日本料理 0299-95-5511 神栖市大野原4-7-11

鹿島セントラルホテル・プラネート・鉄板焼き 楓 神栖 洋食・常陸牛 0299-95-5511 神栖市大野原4-7-11

カジュアルレストラン セピア 神栖 洋食 0299-95-5511 神栖市大野原4-7-11

国際館ルクソール 神栖 宴会料理 0299-93-2001 神栖市大野原1-12-1

ココス神栖店 神栖 食事 050-3333-0485 神栖市大野原4－1－37

ココス波崎店 神栖 食事 050-3333-8146 神栖市波崎8352－2

地鶏旬菜神楽　神栖店 神栖 居酒屋 0299-93-4194 神栖市大野原1-13-11

しゃぶしゃぶ三昧　巴　神栖店 神栖 しゃぶしゃぶ屋 0299-92-5922 神栖市大野原2-12-17

庄や　鹿嶋パークホテル店 神栖 居酒屋 0299-90-0408 神栖市大野原4-1-2鹿嶋パークホテル一階

信州そば三城 神栖 お酒・食事類 0299-91-0346 神栖市大野原1-24-1

ステーキイン欅 神栖 ステーキ・海鮮料理 0299-93-2001 神栖市大野原1-12-1

ばんどう太郎神栖店 神栖 味噌煮込みうどん 0299-90-1011 神栖市堀割３丁目 1-10

ビッグボーイ神栖店 神栖 ハンバーグ・ステーキ 0299-90-0281 神栖市平泉町田265-28

レストラン　ルピナス 神栖 和食・洋食料理 0299-93-2001 神栖市大野原1-12-1

レストランハーバー 神栖 食事 0299-93-2446 神栖市平泉東1丁目64-182ミヨヒコビル1F

にんたまラーメン　ゆにろーず神栖店 神栖 ラーメン 0299-95-9339 神栖市知手中央1-1-1

和食処竹林亭 神栖 食事 0299-97-0808 神栖市知手中央1丁目9番1号

道とん堀　神栖店 神栖 お好み焼き 0299-91-1580 神栖市平泉255-13

安楽亭 神栖店 神栖 焼肉 0299-90-0291 神栖市木崎2398

ゆきむら亭神栖店 神栖 ラーメン 0299-96-3555 神栖市奥野谷8199-2

博多九兵衛神栖店 神栖 居酒屋 0299-87-5125 神栖市神栖1-12-10NSTOWN101

ビストロ十兵衛 神栖 居酒屋 0299-87-5808 神栖市堀割1-5-4ラ・ヴェリテ101

焼肉　肉衛門 神栖 焼肉 0299-87-4656 神栖市平泉東3－23－3

炭火串焼ガキゲン神栖店 神栖 飲食店 0299-92-9599 神栖市大野原1-2-31

波崎グリーンホテル 神栖 御弁当・各種アメニティ・施設貸出 0479-44-1205 神栖市波崎1251番地

中華料理　杏林 神栖 中華料理 0299-96-3238 神栖市知手3011-46

民宿・旅館たかぎ 神栖 飲食 0299-96-5277 神栖市知手中央10-9-18

吉野家124号線神栖店 神栖 牛丼 0299-90-1565 神栖市大野原1丁目6-3

高倉町珈琲茨城神栖店 神栖 飲食 0299-95-8331 神栖市大野原4丁目-8-67-1

華まる 神栖 飲食店 029-992-8793 神栖市神栖1-12-10

もも焼きJAPAN 神栖 飲食店 029-992-8793 神栖市神栖1-65-43神栖横丁

牛角神栖店 神栖 焼肉 0299-77-5554 神栖市大野原4丁目474-20

はま寿司　神栖店 神栖 寿司 0299-95-4077 神栖市神栖1-1-2

湖海 神栖 和食　洋食　一般 0299-93-0666 神栖市神栖2-5-19

鉄板酒場akabeko 神栖 飲食店(鉄板焼) 0299-87-0753 神栖市大野原1-25-6

タコとハイボール神栖横丁店 神栖 たこやき 0299-95-9041 神栖市神栖１－６５－４３神栖横丁　KAMISU　TAKEOUT　PARK

もなcafe 神栖 最中、ドリンク 0299-87-4762 神栖市居切1547-1人見店舗B号

ティラミス専門店GRACE 神栖 ティラミス 080-4680-2982 神栖市神栖1－65－43神栖横丁ブース1

アトンパレスホテル 神栖 宿泊施設 0299-93-2001 神栖市大野原1-12-1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

アトンパレスホテル・国際館ルクソール 神栖 宴会料理 0299-93-2001 神栖市大野原1-12-1

Water Garden Resort キャンプ＆マリーナ 神栖 宿泊施設 0299-94-3514 神栖市日川３６３１−１

鹿島セントラルホテル 神栖 宿泊事業 0299-95-5511 神栖市大野原4-7-11

茶寮砂の栖 神栖 宿泊施設 0299-93-2001 神栖市大野原1-12-1

たびのホテル鹿島 神栖 宿泊施設 0299-95-5990 神栖市平泉東１丁目64番地36

ノヴァホールホテル梅はら 神栖 宿泊 0479-44-2454 神栖市波崎9231

ファミリーロッジ旅籠屋神栖店 神栖 宿泊施設 0299-92-8854 神栖市平泉266-7

ホテルルートイン神栖 神栖 居酒屋レストラン 0299-95-0255 神栖市知手3106-15

旅館とうわだ荘 神栖 宿泊施設 0299-96-1957 神栖市奥野谷8057

WINDSBASE～FARMAR’S  PALETTE～　直売所WINDSBASE 神栖 野菜、加工品 0479-46-5771 神栖市太田580-18

ウエルシア神栖大野原店 神栖 ドラッグストア 0299-93-8538 神栖市大野原3丁目9番36

ウエルシア神栖知手中央店 神栖 ドラッグストア 0299-95-0155 神栖市知手中央6-6-19

ウエルシア神栖知手店 神栖 ドラッグストア 0299-96-8398 神栖市知手中央2-2-27

ウエルシア神栖土合本町店 神栖 ドラッグストア 0479-48-5066 神栖市土合本町4-9809-451

ウエルシア神栖波崎店 神栖 ドラッグストア 0479-44-2530 神栖市波崎8519

ウエルシア薬局神栖中央店 神栖 ドラッグストア 0299-93-5011 神栖市神栖1-5-6

ウエルシア薬局神栖平泉店 神栖 ドラッグストア 0299-93-0268 神栖市平泉1-4

ウエルシア薬局神栖堀割店 神栖 ドラッグストア 0299-93-2408 神栖市堀割３丁目4-3

ウエルシア薬局神栖矢田部店 神栖 ドラッグストア 0479-40-5588 神栖市矢田部7803-51

ウエルシア薬局神栖若松店 神栖 ドラッグストア 0479-40-0408 神栖市若松中央２丁目10番

鹿島セントラルホテル・ショップ アイリス 神栖 お土産等 0299-95-5511 神栖市大野原4-7-11

株式会社カワチ薬品　神栖店 神栖 医薬品・食品・日用品 0299-92-9883 神栖市平泉265-22

株式会社カワチ薬品　波崎店 神栖 医薬品・食品・日用品 0479-44-3040 神栖市波崎8283

亀印製菓セントラルホテル店 神栖 和洋菓子 0299-93-8003 神栖市大野原4－7－11鹿島セントラルホテル内

ケーズデンキ 神栖店 神栖 家電製品 0299-95-5030 神栖市平泉2番120

ケーズデンキ 波崎店 神栖 家電製品 0479-40-3131 神栖市波崎8368番

ヤマダデンキ　テックランドNew神栖店 神栖 家電 0299-94-3600 神栖市平泉字北口527番地24号

カインズ神栖店 神栖 日用品 0299-92-3000 神栖市平泉出口239-15

ドラッグストア マツモトキヨシ 神栖店 神栖 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0299-92-2571 神栖市大野原4-4-5

調剤薬局マツモトキヨシ 神栖店 神栖 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0299-90-1703 神栖市大野原5-3-68

ドラッグストア マツモトキヨシ ライフガーデン神栖店 神栖 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0299-95-5560 神栖市平泉8-80

リエベ　鹿島セントラルホテル店 神栖 小物・衣類 0299-93-9911 神栖市大野原4-7-11　鹿島セントラルホテル 1F

ニュー鹿南 神栖 キャンプ 0479-48-1100 神栖市矢田部11307-3

カラオケ　ＫＦ 神栖 カラオケ施設・飲食物 0299-93-9300 神栖市神栖2-3-6カラオケ　ＫＦ

クスリのアオキ　須賀店 潮来 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0299-94-5532 潮来市須賀2773番地

セブンイレブン茨城潮来バイパス店 潮来 食料品 0299-66-4714 潮来市徳島5323-6

セブンイレブン潮来あやめ1丁目店 潮来 食料品 0299-77-9377 潮来市あやめ1丁目7-2

セブンイレブン潮来日の出6丁目店 潮来 食品、飲料 029-966-6550 潮来市日の出6-1-26

セブンイレブン潮来宮前店 潮来 食品、雑貨、たばこ、酒 029-966-0755 潮来市宮前2丁目35-8

セブンイレブン潮来洲崎店 潮来 食品、雑貨、たばこ、酒 029-966-7112 潮来市洲崎3796

ジェイゴルフ霞ヶ浦 潮来 ゴルフ運営 0299-64-6661 潮来市茂木279-1

水郷潮来観光協会 潮来 物産、雑貨、レンタルサイクル 0299-63-3154 潮来市あやめ1-1-16

株式会社小義商事 潮来 燃料 0299-66-0889 潮来市徳島1840

潮来合同自動車有限会社 潮来 タクシー 0299-62-2237 潮来市潮来98-15

イタリアンガレージ 潮来 イタリアン、ピッツァ 0299-63-1863 潮来市日の出1-1-16

阿や免旅館 潮来 宿泊　飲食 0299-62-2127 潮来市潮来１０８−２４

キッチンハウス　かや 潮来 ビーフステーキ、ハンバーグ 0299-62-2229 潮来市潮来430-5

つか本そば店 潮来 そば、うどん 0299-62-3212 潮来市潮来185-

はしや 潮来 定食 つまみ 酒類 飲料 ほか 0299-63-1070 潮来市あやめ2-24-19

ラーメン屋壱番亭潮来店 潮来 ラーメン・餃子・その他一品料理 0299-66-3869 潮来市曲松2736-3

潮来シャンティパレス　ときた 潮来 お食事　お土産　観光船 0299-63-2211 潮来市潮来97-1

清水屋 潮来 うなぎ・川魚料理 0299-64-2011 潮来市永山2651－1

千歳屋旅館 潮来 宿泊 0299-64-2003 潮来市牛堀11番地

寿司割烹志んや 潮来 寿司、和食 029-962-2131 潮来市潮来5070

海鮮倶楽部 潮来 うなぎ、和食等 029-964-2911 潮来市上戸398-5



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

THEむじな 潮来 居酒屋 0299-63-1911 潮来市あやめ２－２８－１７

焼肉の牛子 潮来 焼肉 0299-62-2911 潮来市潮来6085-1

潮来ホテル 潮来 宿泊施設 0299-62-3130 潮来市あやめ１丁目１０−７

亀の井ホテル潮来 潮来 酒類 菓子等土産品 0299-67-5611 潮来市水原1830－1

観光みやげガレージ 潮来 観光みやげ 0299-80-1860 潮来市あやめ1-1-16

イタコスポーツ 潮来 スポーツ用品 0299-63-0354 潮来市あやめ２－１７－６

ウエルシア潮来新宮南店 潮来 ドラッグストア 0299-67-0015 潮来市新宮南1437-1

ウエルシア潮来須賀南店 潮来 ドラッグストア 0299-63-2230 潮来市須賀南289番地

にしくら 潮来 煎餅 0299-62-2286 潮来市潮来1086－33

道の駅いたこ 潮来 名産品、農産物、グランドゴルフ、ドックラン 0299-67-1161 潮来市前川1326-1

愛友酒造　酒工房 潮来 日本酒　梅酒　 0299-62-2234 潮来市辻２０５

ナフコ潮来店 潮来 生活用品 0299-80-1481 潮来市潮来6061

立原商店 潮来 佃煮等 0299-62-3122 潮来市潮来109-14

松崎薬局 潮来 薬　化粧品 0299-63-1001 潮来市潮来295

山澤水産 潮来 佃煮、煮干し等 0299-66-1345 潮来市徳島1920

ドラッグストア マツモトキヨシ 牛堀ララルー店 潮来 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0299-64-6811 潮来市永山777

津軽河岸あと広場 潮来 ろ舟・観光船 0299-94-2800 潮来市潮来591-1

霞観光株式会社 行方 旅行、バス関連商品 0299-55-2529 行方市手賀4478-5

セブンイレブン北浦岡店 行方 食料品 0291-35-3933 行方市山田3014-3

セブンイレブン玉造バイパス店 行方 食料品 0299-55-1302 行方市玉造甲996-1

ノースショアカントリークラブ 行方 ゴルフプレー料金・ゴルフ用品・飲食料金 0291-35-1900 行方市山田2423

ばんどう太郎玉造店 行方 味噌煮込みうどん 0299-55-3971 行方市玉造甲1824-1

さぬきうどん天霧玉造店 行方 うどん 0299-55-2252 行方市玉造甲660番地1

麺や虎徹 行方 ラーメン 0299-35-6238 行方市玉造甲661番地6

北浦宝来温泉つるるんの湯宿北浦湖畔荘 行方 個室で安心　貸切温泉入浴＆昼食付き　日帰りプラン 0291-35-0123 行方市山田39690

PONY PLUS 行方 乗馬体験 090-1423-5445 行方市山田920-2

湖畔の宿　湖月 行方 宿泊施設 0299-72-0581 行方市麻生１９４

橋本屋旅館 行方 宿泊施設 0299-73-3203 行方市矢幡370

湖畔の家ふくろう 行方 宿泊 080-3454-1926 行方市藤井96-1

別邸翠風荘慶山 行方 宿泊施設 0299-57-3838 行方市浜2796-1

ウエルシア行方玉造店 行方 ドラッグストア 0299-35-6602 行方市玉造甲659-2

ウエルシア薬局行方麻生店 行方 ドラッグストア 0299-72-3108 行方市麻生3289-46

株式会社カワチ薬品　麻生店 行方 医薬品・食品・日用品 0299-72-1631 行方市麻生3288-49

ケーズデンキ 行方店 行方 家電製品 0299-36-2210 行方市玉造甲1808

セブンイレブン鉾田中央店 鉾田 食品 0291-32-5560 鉾田市鉾田1608-2

セブンイレブン鉾田新鉾田2丁目店 鉾田 食料品 0291-32-3540 鉾田市新鉾田2-10-5

セブンイレブン鉾田大竹店 鉾田 食料品 0291-33-2878 鉾田市大竹484

セブンイレブン鉾田柏熊店 鉾田 食品、雑貨 0291-37-0776 鉾田市湯坪300-3

セブンイレブン鉾田塔ケ崎店 鉾田 食料品 0291-33-2670 鉾田市塔ケ崎718ー6

ローソン鉾田安房店 鉾田 食品　雑貨など 0291-32-5779 鉾田市安房1649-1

セブンイレブン鉾田汲上店 鉾田 お弁当、お惣菜、飲料 0291-39-5677 鉾田市汲上993-2

セブンイレブン鉾田上冨田店 鉾田 食料品 0291-36-5860 鉾田市上冨田575-35

ザ・ロイヤル ゴルフクラブ 鉾田 ゴルフ用品 0291-39-7511 鉾田市大蔵200

いこいの村涸沼レストラン 鉾田 昼食、夕食、酒類含む飲料 0291-37-1171 鉾田市箕輪3604

ココス鉾田店 鉾田 食事 050-3333-1720 鉾田市新鉾田2－17－3

ばんどう太郎鉾田店 鉾田 味噌煮込みうどん 0291-32-5631 鉾田市鉾田1386

にんたまラーメン　ゆにろーず旭店 鉾田 ラーメン 0291-37-3384 鉾田市樅山592-2

カラオケビッグエコー鉾田店 鉾田 カラオケＢＯＸ 0291-33-6611 鉾田市鉾田2600-1

洋食ダイニング　集 鉾田 洋食レストラン 0291-39-6689 鉾田市大蔵1335-202

SWEET JOKERS CAFE 鉾田 コーヒー 090-9154-5803 鉾田市安塚1564-3

グリルあらの 鉾田 洋食 0291-37-0981 鉾田市樅山135-3

はま寿司 鉾田店 鉾田 寿司 0291-34-0331 鉾田市塔ヶ崎1018-1

フォレストパーク　メロンの森 鉾田 観光農園・バーベキュー 0291-33-2858 鉾田市安房1623-1

いこいの村涸沼売店 鉾田 お土産品(菓子類、干物類、飲料品、衣料品等)酒類は販売なし 0291-37-1171 鉾田市箕輪3604

いこいの村涸沼フロント 鉾田 カラオケ以外の施設貸出 0291-37-1171 鉾田市箕輪3604



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

水平線 鉾田 宿泊施設 0291-37-4181 鉾田市荒地475-273

ホテルさわや 鉾田 宿泊施設 0291-33-2188 鉾田市鉾田1583-2

旅館民宿くるみ屋 鉾田 宿泊事業 0291-37-0555 鉾田市造谷６０５−６１

隠れ家　四季の月 鉾田 宿泊施設 0291-32-7880 鉾田市上釜165-250

秘境の楽園 COCOS HARBOR 鉾田 宿泊施設 090-5566-0741 鉾田市上釜178-1

ウエルシア鉾田中根店 鉾田 ドラッグストア 0291-32-4198 鉾田市鉾田1259番地3

ウエルシア鉾田舟木店 鉾田 ドラッグストア 0291-36-3128 鉾田市舟木171-1

株式会社カワチ薬品　鉾田店 鉾田 医薬品・食品・日用品 0291-33-5070 鉾田市安房1647-6

ケーズデンキ 鉾田店 鉾田 家電製品 0291-34-2030 鉾田市安房字水砂1418-13

ハッピークラム涸沼直売店 鉾田 しじみ 0291-37-3470 鉾田市箕輪字仲割2724-1

鉾田支所売店 鉾田 食料品・お土産 0291-33-4277 鉾田市鉾田１３６７－３鉾田合同庁舎

鹿島灘海浜公園 鉾田 野菜、お土産、飲食 0291-34-1010 鉾田市大竹390

鉾田フルーツチーズケーキ 鉾田 チーズケーキ 0291-36-7733 鉾田市田崎３９４０－１

ドラッグストア マツモトキヨシ 鉾田アクロス店 鉾田 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0291-34-1055 鉾田市塔ヶ崎1017ー1 ショッピングガーデンアクロス内

ドラッグストア マツモトキヨシ 鉾田ビッグハウス店 鉾田 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0291-36-0122 鉾田市滝浜482-1

わしのす山工房 鉾田 木の玩具　組み木　パズル 0291-39-9422 鉾田市大蔵866-20わしのす山工房

いこいの村涸沼　 鉾田 キャンプ区画利用料・キャンプ用レンタル備品料 0291-37-1171 鉾田市箕輪3604

イオン土浦店 土浦 衣食住 029-835-8000 土浦市上高津367番地

クスリのアオキ　まりやま店 土浦 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-830-4689 土浦市摩利山新田116番地1

クスリのアオキ　真鍋店 土浦 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-846-0530 土浦市真鍋五丁目6番16号

クスリのアオキ　千束店 土浦 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-846-0431 土浦市千束町4番27号

クスリのアオキ　中神立店 土浦 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-898-9225 土浦市中神立町26番地23

クスリのアオキ　都和店 土浦 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-886-5600 土浦市並木5丁目4128番地5

クスリのアオキ　土浦おおつ野店 土浦 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-828-1931 土浦市おおつ野二丁目2番5号

クスリのアオキ　土浦桜ケ丘店 土浦 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-893-3655 土浦市桜ケ丘町19番1号

ジャパンミート生鮮館荒川沖店 土浦 食料品 029-830-4129 土浦市北荒川沖町 1-30

とりせん木田余店 土浦 食料品 029-825-3330 土浦市木田余4583

ミニストッププレイアトレ土浦店 土浦 コンビニエンスストア 029-823-8131 土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦

ローソン土浦城北町店 土浦 食品 029-826-3976 土浦市城北町44637

ローソン土浦神立東二丁目 土浦 食品 029-846-3200 土浦市神立東2-10-46

NewDaysミニ荒川沖 土浦 コンビニ 0120-956-376 土浦市荒川沖東2-1-6JR荒川沖駅構内改札外

NewDaysキオスク土浦改札外 土浦 コンビニ 0120-956-376 土浦市有明町1-30JR土浦駅構内改札外

NewDaysミニ土浦５号 土浦 コンビニ 0120-956-376 土浦市有明町1-30JR土浦駅構内改札内

NewDaysミニ神立 土浦 コンビニ 0120-956-376 土浦市神立中央1-1-22JR神立駅構内改札外

ゴルフ5　土浦店 土浦 ゴルフ用品 029-834-0017 土浦市板谷6丁目651-11

Green　Parks　fuuwaイオンモール土浦店 土浦 衣料品 029-835-8698 土浦市上高津367イオンモール土浦

りらくる土浦店 土浦 リラクゼーション 050-8884-4431 土浦市蓮河原新町2-1

亀城観光自動車有限会社 土浦 タクシー 029-821-0726 土浦市中央-16-1

日貿タクシー（日本貿易運輸株式会社）本社 土浦 タクシー 029-887-0102 土浦市大岩田525-6

遊季膳さくら 土浦 飲食店 029-823-3873 土浦市田中3-11-6

土浦第一交通株式会社 土浦 タクシー 029-821-1231 土浦市粕毛字上田83番2号

有限会社　天川タクシー 土浦 タクシー 029-822-4062 土浦市天川１－２５－１０

神立ハイヤー 土浦 タクシー 029-831-0900 土浦市神立中央1-17-27

トーヨーレンタカー土浦店 土浦 レンタカー 029-255-1677 土浦市真鍋5-16-34

トヨタレンタリース土浦駅西口 土浦 レンタカー 029-825-3100 土浦市桜町1-8-12

ガッツレンタカー土浦店 土浦 レンタカー 029-846-1270 土浦市桜町1-12-17

土浦タクシー株式会社 土浦 タクシー 029-821-5324 土浦市粕毛６５７番地９

ニッポンレンタカー土浦駅東口営業所 土浦 レンタカー 029-821-0919 土浦市港町1-2-11

IBARAKI佐藤酒店 土浦 酒類、食品 029-811-6790 土浦市有明町1-30JR土浦駅直結プレイアトレ土浦2F

茨城地のものわらやき料理　たたきの一九　土浦店 土浦 わら焼き・茨城郷土料理 029-846-1991 土浦市大和町8-3

大阪串揚一　土浦店 土浦 串揚げ 029-824-0039 土浦市桜町1-16-20

オリーブの丘　土浦真鍋店 土浦 パスタ、ピザ、ドルチェ 029-846-0711 土浦市真鍋3-4-3

かね喜本店 土浦 寿司、和食 029-821-8723 土浦市下高津1-18-10

くいもの屋わん 土浦店 土浦 居酒屋 029-835-3666 土浦市大和町4-1土浦東郷ビル3F

ココス神立店 土浦 食事 050-3333-1389 土浦市中神立町5－5



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ココス土浦桜ヶ丘店 土浦 食事 050-3333-0526 土浦市桜ヶ丘町757－1

ココス土浦店 土浦 食事 050-3333-3198 土浦市真鍋1－17－16

さくらガーデン 土浦 飲食 お弁当 029-826-1580 土浦市宍塚1938

博多もつ鍋まるも 土浦 もつ鍋 029-833-2525 土浦市中神立町13-5

SLOWJETCOFFEECOOKIE 土浦 食べ物、ドリンク 0298-25-0818 土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦３Fステーションロビー

チャイナ厨房雪村 土浦 ラーメン・チャーハン 029-824-5678 土浦市永国町1058-1

中華料理真鍋店 土浦 ラーメン・チャーハン 029-823-6388 土浦市真鍋新町1251

NANAIRO Eat at HOME! 土浦 酒、食べ物 0298-25-7716 土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦２Fステーションロビー

鶏一番中村西根店 土浦 ラーメン・餃子 029-843-6077 土浦市中村西根73-3

Hao2 土浦 食べ物 0298-25-0802 土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦３Fステーションロビー

博多もつ鍋・串焼　 一九　土浦店 土浦 もつ鍋・串焼・馬刺 029-875-9419 土浦市大和町4-15

八右衛門 土浦 刺身、寿司、天ぷら、酒、ビール 029-842-8100 土浦市荒川沖西2-5-4

ビッグボーイ土浦木田余店 土浦 ハンバーグ・ステーキ 029-825-0277 土浦市木田余4589

ふぐ・あんこう　喜作 土浦 茨城の地魚を使った日本料理 029-831-7472 土浦市神立中央1-11-18

星野リゾート BEB5 土浦カフェ 土浦 アルコール、雑貨、乾物 029-825-0502 土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦3階

ホテルマロウド筑波　ヴォジュール 土浦 洋食レストトラン 029-822-3000 土浦市城北町２−２４

マルハチ商店 土浦 刺身、天ぷら、寿司、燻製品販売、酒、ビール等 029-804-1888 土浦市荒川沖西2-5-4

もんどころ　土浦駅前店 土浦 居酒屋 029-827-3223 土浦市大和町4-1　東郷ビル3F

やきとんパンチ　土浦店 土浦 ホルモン串 029-846-4637 土浦市大和町7-2

焼肉きんぐ 土浦店 土浦 焼肉 029-896-6893 土浦市真鍋1-1-13

ゆきむら亭神立店 土浦 ラーメン・餃子 0298-34-7778 土浦市中神立町36-1

ゆきむら亭木田余店 土浦 ラーメン・餃子 029-825-2347 土浦市木田余4590-1

和創作　仁 土浦 飲食店 029-896-5757 土浦市桜町3-3-17

居酒屋やまとや 土浦 食べ物 029-821-4000 土浦市大和町9-1 ウララビル地下1階

小松屋　佃煮とうなぎ 土浦 食品 029-821-0373 土浦市大和町5-3

庄や荒川沖駅前店 土浦 鮮魚、野菜。食肉 029-846-1521 土浦市荒川沖東3丁目1-36

大衆肉酒場肉力 土浦 肉 029-869-9965 土浦市桜町1-17-10

熱燗徳利 土浦 魚介料理、酒類 029-824-3853 土浦市桜町1-2-13

料亭霞月楼 土浦 飲食物 029-822-2516 土浦市中央1-5-7

和食・鮨ダイニング　天龍本店　神立店 土浦 和食・鮨 029-832-2302 土浦市中神立町５−１

や台ずし土浦駅前町 土浦 寿司・お酒 029-826-0528 土浦市大和町7-26

牛タン焼き仁斗（じんと） 土浦 牛タン焼き　ラクレットチーズ　 029-875-7207 土浦市大和町大和北館101

シネマサンシャイン土浦 土浦 映画鑑賞、飲食、物販 029-835-5221 土浦市上高津367番地イオンモール土浦3F

ロイヤルホスト真鍋新町店 土浦 飲食 029-821-2632 土浦市真鍋新町１９－８

鳥吉土浦店 土浦 焼き鳥 029-879-1252 土浦市桜町1-16-20大内ビル２F

うなぎ錦水 土浦 うなぎ 029-823-6047 土浦市永国886-5

一成　土浦店 土浦 蕎麦 029-821-0028 土浦市大和町9-1ウララビル1F

鮪市場イオンモール土浦店 土浦 海鮮丼、天丼 029-879-7230 土浦市上高津367番地イオンモール土浦

安べえ土浦駅前店 土浦 海鮮、豆腐料理 083-825-5581 土浦市大和町4-3ウエストビル土浦1Ｆ

はなの舞神立駅前店 土浦 海鮮料理 029-834-7177 土浦市神立中央3-69-10

回転寿司かね喜土浦店 土浦 寿司 029-826-1090 土浦市粕毛290-1

日高屋　土浦西口店 土浦 中華料理 029-823-8020 土浦市大和町9-1

カラオケバンバン神立店 土浦 飲食含むカラオケサービス 050-3134-0599 土浦市神立中央2-20-36

ステーキハウスクックバーン 土浦 ステーキ 029-826-4129 土浦市宍塚1845

吉野家土浦真鍋店 土浦 牛丼 0298-35-2104 土浦市真鍋2丁目1-28

ホテルマロウド筑波　摩亜魯王洞 土浦 中国料理 029-822-3000 土浦市城北町2-24ホテルマロウド筑波

日乃屋カレー土浦店 土浦 カレー 029-893-2355 土浦市真鍋1-18-1小松屋ビル104

ホルモンダイニング大黒　荒川沖店 土浦 ホルモン・焼肉 029-875-5527 土浦市荒川沖東3-3-19

韓国食堂マニモゴ　土浦店 土浦 韓国料理 029-869-9780 土浦市大和町9-1　ウララビル１階

炭火焼肉牛豚 土浦 焼肉、韓国料理 029-845-7471 土浦市大和町7－21

萬作や 土浦 酒、食品 029-824-5692 土浦市大和町8-8　みくにビル　1F

旭屋 土浦 海鮮定食 029-841-0022 土浦市荒川沖6-138

カラオケビッグエコー土浦店 土浦 カラオケＢＯＸ 029-824-0133 土浦市中高津1-15-11

カラオケビッグエコー土浦駅前店 土浦 カラオケＢＯＸ 029-826-1600 土浦市大和町4-1東郷ビル5F

はま寿司 土浦若松店 土浦 寿司 029-823-9515 土浦市若松町3997番3号



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

寧々家 土浦店 土浦 飯物・焼物・酒類 029-824-3577 土浦市城北町２－２

がぶり亭 土浦 鶏料理 029-886-8615 土浦市有明町2-31関鉄ビル1階

鳥貴族土浦駅前店 土浦 焼鳥 029-886-5128 土浦市大和町4-1東郷ビル7階

レストラン中台 土浦 洋食 029-822-1068 土浦市桜町2丁目12-3レストラン中台

JOYSOUND土浦店 土浦 カラオケ 029-835-0077 土浦市大和町4-1 東郷ビル　6F

丸源ラーメン 土浦店 土浦 ラーメン 029-879-9465 土浦市真鍋1-11-7

Couronne JA 土浦 パン 029-828-6618 土浦市小岩田西1-1-11JA水郷つくば

クーロンヌPLAYatre TSUCHIURA 土浦 パン 029-886-5626 土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦2F

そば処　善 土浦 そば 029-821-4826 土浦市小岩田西1-1-11

タリーズコーヒープレイアトレ土浦店 土浦 コーヒー 029-869-8870 土浦市有明町１－３０プレイアトレ土浦１階

TARTE SPEAKER 土浦 洋菓子 0298-25-0808 土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦３Fステーションロビー

坂東太郎土浦おおつ野店 土浦 味噌煮込みうどん 029-869-5111 土浦市手野町字新堀4001-1

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ 　ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦店 土浦 パン　コーヒー 029-825-0309 土浦市上高津367番地

はなまるうどんイオンモール土浦店 土浦 うどん・天ぷら 029-835-5087 土浦市上高津367イオンモール土浦

Wonder Fruits イオンモール土浦店 土浦 フルーツジュース 029-875-7604 土浦市上高津367番地イオンモール土浦1階

ラクスマリーナ 土浦 遊覧船 029-822-2437 土浦市川口2-13-6

インディカート土浦店 土浦 レンタルゴーカートサーキット 029-846-2292 土浦市下高津4-13　駐車場特設会場

アウラテラス茨城 土浦 宿泊施設 050-3198-5845 土浦市東城寺503

湖北ホテル 土浦 宿泊施設 029-824-3411 土浦市湖北１丁目１−８

ビジネスホテルトキワ 土浦 宿泊施設 029-822-9378 土浦市蓮河原新町3-12

ビジネスホテル若藤 土浦 宿泊 029-821-1034 土浦市桜町2-11-4

プラザ荒川沖 土浦 宿泊事業 029-843-4180 土浦市中荒川沖町3-4

ベルズイン・土浦 土浦 ホテル内でお土産、日用品を販売 029-826-1400 土浦市大和町6-5

星野リゾート BEB5 土浦 土浦 宿泊施設 0570-073-022 土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦3階

ホテルフィット 土浦 宿泊施設 029-822-4111 土浦市港町1-8-26

ホテルルートイン土浦 土浦 宿泊施設 029-825-2322 土浦市真鍋新町19-1

関東鉄道　本社 土浦 鉄道グッズ 029-822-3718 土浦市真鍋一丁目１０番８号

ココカラファインプレイアトレ土浦店 土浦 医薬品　化粧品 029-824-1771 土浦市有明町1-30　プレイアトレ土浦

ウエルシア土浦神立店 土浦 ドラッグストア 029-834-1600 土浦市神立中央3-2-27

ウエルシア土浦東都和店 土浦 ドラッグストア 029-822-5668 土浦市東都和6-1

ウエルシア土浦中高津店 土浦 ドラッグストア 029-825-2201 土浦市中高津一丁目17番23号

ウエルシア土浦真鍋店 土浦 ドラッグストア 029-835-6171 土浦市真鍋3-5-25

ウエルシア薬局土浦霞ヶ岡店 土浦 ドラッグストア 029-835-2881 土浦市霞ケ岡町22-5

ウエルシア薬局土浦さん・あぴお店 土浦 ドラッグストア 029-833-4438 土浦市大畑1611

ウエルシア薬局土浦新田中店 土浦 ドラッグストア 029-823-5868 土浦市田中二丁目10番35号

ウエルシア薬局土浦高津店 土浦 ドラッグストア 029-824-3868 土浦市下高津3丁目7番46号

かねき一ノ蔵田中店 土浦 寿司（テイクアウト）、弁当 029-822-8564 土浦市田中2-11-1

かね喜さんあぴお店 土浦 寿司（テイクアウト） 029-862-1381 土浦市大畑1611新治ショッピングセンターさんあぴお

株式会社カワチ薬品　土浦南店 土浦 医薬品・食品・日用品 029-826-8400 土浦市中高津3-1-3

株式会社カワチ薬品　真鍋店 土浦 医薬品・食品・日用品 029-823-8521 土浦市真鍋新町20-20

蔵出し焼き芋かいつか　プレイアトレ土浦店 土浦 焼き芋・さつまいも加工品 029-886-9866 土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦２F

ケーズデンキ 土浦真鍋店 土浦 家電製品 029-835-2688 土浦市真鍋1丁目1083-1

志ち乃　プレイアトレ土浦店 土浦 どら焼き 029-886-5551 土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦2F

志ち乃　本店 土浦 どら焼き 029-828-1117 土浦市手野町60-3

土浦支所売店 土浦 食料品・お土産 029-826-2613 土浦市真鍋５－１７－２６土浦合同庁舎

ドラッグストアセキ荒川沖店 土浦 医薬品・化粧品・日用品・食品 029-837-7300 土浦市荒川沖西1-18-26

メガネスーパー土浦真鍋店 土浦 眼鏡・コンタクト・サングラス・補聴器・リラクゼーション 050-3043-7713 土浦市真鍋1-18-23

やまや高津店 土浦 酒・食品 029-886-3816 土浦市中高津1丁目22番7号

やまや土浦荒川沖店 土浦 酒・食品 029-843-7743 土浦市中村南4-11-13

ゆきむら工場直売所 土浦 冷凍餃子・生中華麺 029-843-5777 土浦市卸町1-7-7

関鉄クリエイト本社 土浦 酒類 029-822-3722 土浦市真鍋1-10-8　関鉄本社ビル

ツルハドラッグ土浦小松店 土浦 医薬品、化粧品、雑貨、食品 029-825-3336 土浦市小松1丁目4-27

ツルハドラッグ土浦生田町店 土浦 医薬品、化粧品、雑貨、食品 029-825-8268 土浦市生田町9番38号

メガネのクロサワ土浦店 土浦 メガネ・補聴器・光学器 029-822-9630 土浦市真鍋新町18-11

メガネのクロサワイオン土浦店 土浦 メガネ・補聴器・光学器 029-875-6111 土浦市上高津367イオンモール土浦2F



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ダイユーエイト土浦おおつ野店 土浦 生活必需品 029-897-3670 土浦市おおつ野8丁目164

カスミ交通 土浦 タクシー 029-899-3977 土浦市霞ケ岡町1-7

ジョイフル本田荒川沖店 土浦 日用品 029-841-2211 土浦市北荒川沖町1-30

グランサックス土浦店 土浦 バッグ他 029- 835-5080 土浦市上高津３６７イオンモール土浦１Ｆ

高月堂 土浦 観光土産品(菓子) 029-823-3611 土浦市桜町1-6-15　高月堂ビル

マロニエゴルフ 土浦 ゴルフ用品 029-843-0500 土浦市北荒川沖町1番35号1階

earthmusic&ecologyイオンモール土浦店 土浦 衣料品 029-835-8283 土浦市上高津367イオンモール土浦1階

ドラッグストア マツモトキヨシ 土浦ピアタウン店 土浦 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-825-3912 土浦市真鍋新町18-13

イオンボディ　イオンモール土浦店 土浦 化粧品・アロマ・食品 029-825-3380 土浦市上高津367番地　1階イオンモール土浦店

K.T auto motor hobby レンタルガレージ店 土浦 レンタルサイクル 029-828-4611 土浦市湖北１丁目１－８湖北ホテル敷地内

居酒屋横町 石岡 鉄板焼き 090-5998-8244 石岡市石岡2557-5石岡プラザホテル敷地内

クスリのアオキ　石岡若宮店 石岡 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0299-56-3761 石岡市若宮一丁目6番26号

ミニストップ石岡鹿の子店 石岡 弁当　ソフトクリーム　雑誌　菓子　ジュース 0299-23-0505 石岡市鹿の子一丁目１４番２５号

NewDays石岡 石岡 コンビニ 0120-956-376 石岡市国府1-1-1JR石岡駅構内改札外

ローソン石岡東石岡二丁目店 石岡 食品 0299-26-7727 石岡市東石岡2-14-5

サミットゴルフクラブ 石岡 ゴルフ場 0299-44-1234 石岡市嘉良寿理139

りらくる石岡店 石岡 リラクゼーション 050-8884-4422 石岡市旭台1丁目12-12

関鉄ハイヤー石岡営業所 石岡 タクシー 0299-24-2200 石岡市府中一丁目2-6

丸通ハイヤー 石岡 タクシー 0299-24-0202 石岡市府中1-1-22本橋ビル2階

トヨタレンタリース石岡駅前 石岡 レンタカー 0299-36-0330 石岡市国府1-1891-1

駅レンタカー石岡営業所 石岡 レンタカー 0299-24-3309 石岡市国府１－１８９１－１

ニッポンレンタカー石岡駅東口営業所 石岡 レンタカー 0299-36-0919 石岡市石岡2-6-9

Yasato de トレタ 石岡 常陸野ネストビール だいだいエール 0299-42-4822 石岡市下青柳200番地　いばらきフラワーパーク駐車場内

オリーブの丘　石岡店 石岡 パスタ、ピザ、ドルチェ 029-957-3950 石岡市八軒台4-1

ココス石岡店 石岡 食事 050-3333-3011 石岡市石岡3197－4

炭火焼肉まん平 石岡 焼肉店 0299-43-3729 石岡市下林361-2

ゆきむら亭石岡店 石岡 ラーメン 0299-26-9876 石岡市東光台3-7-2

レストラン蔵 石岡 洋食 0299-23-5511 石岡市府中37175

酒と肴のたか木 石岡 お刺身 0299-24-3399 石岡市石岡13961-7

やよい軒石岡旭台店 石岡 定食　丼 0299-28-6348 石岡市旭台1-1-4

レストランティアラ 石岡 飲食 0299-24-5633 石岡市国府1-1　ホテルグランマリアージュ内

回転寿司かね喜石岡店 石岡 寿司 0299-28-5181 石岡市東石岡5-3-50

吉野家6号線石岡店 石岡 牛丼 0299-36-1235 石岡市石岡3918-2

カラオケ館　石岡店 石岡 カラオケ 0299-23-7788 石岡市石岡3055-10

はま寿司　石岡店 石岡 寿司 0299-28-2234 石岡市東大橋字中峰3137-6

ステーキ宮 石岡店 石岡 飯物・焼物 0299-56-3125 石岡市東大橋1975-5

うおやす 石岡 和食 0299-28-0288 石岡市旭台3-4-6

キッチンさくら 石岡 ハンバーグ 0299-22-2807 石岡市国府4-4-20

焼肉きんぐ 石岡店 石岡 焼肉 0299-26-7713 石岡市東石岡5-7-17

徳樹庵石岡店 石岡 寿司・そば・天ぷら 0299-56-6708 石岡市東大橋1975-5

キッチンどんぐり 石岡 定食、うどんそば、丼物、ソフトクリーム等 0299-56-2558 石岡市下青柳1361-1

坂東太郎石岡総本店 石岡 味噌煮込みうどん 0299-56-7751 石岡市東田中1062-4

サーティワンアイスクリーム　石岡ヨークベニマル店 石岡 アイスクリーム 029-927-0431 石岡市東大橋字中峰ヨークベニマル店内

岡野ファーム 石岡 ランチ、ジェラート 0299-57-3233 石岡市吉生３０３

いばらきフラワーパーク 石岡 植物園、お土産販売、飲食店 0299-42-4111 石岡市下青柳200

ダチョウ王国　石岡ファーム 石岡 ダチョウ 0299-23-2245 石岡市半ノ木14052

東筑波ユートピア 石岡 動物園入園券、ぬいぐるみ 0299-43-6656 石岡市吉生2729-1

割烹旅館いづみ荘 石岡 宿泊施設 0299-26-3232 石岡市高浜735番地

ゲストハウスjicca 石岡 宿泊施設 ＜電話ナシ＞ 石岡市加生野392-1

花やさと山（石岡市ふれあいの森） 石岡 宿泊施設 0299-57-2525 石岡市下青柳282-1

ホテルルートイン石岡 石岡 宿泊施設 0299-35-8111 石岡市石岡1-1-10

有限会社ホテル橋本楼 石岡 宿泊施設 0299-22-2021 石岡市府中２丁目１−２９

飯田屋 石岡 佃煮 0299-22-2557 石岡市国府1-2-30

石岡市やさと農産物直売所 石岡 農産物及びその加工品 0299-36-5031 石岡市下青柳200

ウエルシア石岡杉並店 石岡 ドラッグストア 0299-22-3458 石岡市石岡2280-2



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ウエルシア石岡東光台店 石岡 ドラッグストア 0299-26-8500 石岡市東光台4-11-22

ウエルシア石岡八郷店 石岡 ドラッグストア 0299-43-3188 石岡市下林278

株式会社カワチ薬品　石岡北店 石岡 医薬品・食品・日用品 0299-26-0321 石岡市東大橋1977-1

株式会社カワチ薬品　石岡店 石岡 医薬品・食品・日用品 0299-26-9393 石岡市東光台3-1-1

株式会社カワチ薬品　石岡ばらき台店 石岡 医薬品・食品・日用品 0299-23-1830 石岡市茨城1-4-33

ケーズデンキ 石岡店 石岡 家電製品 0299-26-8700 石岡市東大橋字中峯1937-1

小倉味噌店 石岡 味噌　みそベビーカステラ 0299-26-3223 石岡市高浜831

ヤマダデンキNew石岡店 石岡 家電 0299-56-2661 石岡市石岡12886フォレストモール内

サンドラッグ　石岡店 石岡 医薬品、雑貨、化粧品 0299-35-1021 石岡市石岡12886

イエローハット石岡店 石岡 カー用品 0299-26-8611 石岡市旭台1-17-19

酒の志筑屋 石岡 酒類(地酒) 0299-23-2866 石岡市鹿の子1-14-30

ドラッグストア マツモトキヨシ 八郷店 石岡 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0299-43-3551 石岡市柿岡字和尚塚5687-2

株式会社ヤマダデンキ　ヤマダアウトレット石岡店 石岡 家電製品、リユース家電 0299-28-1711 石岡市東石岡1-1-36

TSUTAYAピアシティ石岡店 石岡 書籍販売・レンタルビデオ 0299-35-5577 石岡市石岡2222-2

花やさと山 石岡 キャンプ・焚火体験等のｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 0299-57-2525 石岡市下青柳282-1

風来里馬小屋 石岡 乗馬体験 090-4937-4323 石岡市小屋716-16

隠れ家居酒屋ゆう 龍ケ崎 居酒屋 0297-66-6636 龍ケ崎市佐貫１丁目11-5

クスリのアオキ　寺後店 龍ケ崎 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0297-86-8222 龍ケ崎市3493番地1

クスリのアオキ　南中島店 龍ケ崎 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0297-63-3338 龍ケ崎市南中島町113番地12

セブンイレブン竜ヶ崎若柴店 龍ケ崎 飲食料品 0297-66-6536 龍ケ崎市佐貫2-20-1

セブンイレブン龍ケ崎大徳町店 龍ケ崎 飲食料品 0297-64-9710 龍ケ崎市大徳町252-2

セブンイレブン竜ヶ崎光順田店 龍ケ崎 食品 0297-64-2370 龍ヶ崎市光順田3022

NewDays龍ケ崎市 龍ケ崎 コンビニ 0120-956-376 龍ヶ崎市佐貫町647JR龍ケ崎市構内改札外

赤から　龍ヶ崎店 龍ケ崎 居酒屋 0297-61-5026 龍ケ崎市中根台4-9-4

かつ太郎龍ヶ崎店 龍ケ崎 とんかつ 0297-84-6951 龍ヶ崎市馴柴町690-1

ココス龍ヶ岡店 龍ケ崎 食事 050-3333-7130 龍ヶ崎市藤ヶ丘3丁目1-10

ココス竜ヶ崎店 龍ケ崎 食事 050-3333-4741 龍ヶ崎市馴柴町861

蕎麦居酒屋四季亭 龍ケ崎 蕎麦、酒 0297-65-3456 龍ケ崎市佐貫3-6-2

タリーズコーヒー龍ケ崎店 龍ケ崎 コーヒー　軽食 0297-60-7012 龍ケ崎市中里2丁目1-2

ゆきむら亭龍ヶ崎店 龍ケ崎 ラーメン・餃子 0297-64-8100 龍ケ崎市馴柴693-3

四季蕎麦 龍ケ崎 蕎麦 0297-84-6188 龍ケ崎市佐貫町蛭川502-3　関鉄佐貫ビルⅠ　一階

竜ヶ崎プラザホテル四季亭 龍ケ崎 飲食 0297-65-3399 龍ケ崎市佐貫3-6-2　

ホルモンダイニング大黒佐貫店 龍ケ崎 ホルモン・焼肉 0297-85-3056 龍ケ崎市佐貫１丁目２−１４

ジョリーパスタ竜ヶ崎店 龍ケ崎 パスタ、ピザ 0297-63-2850 龍ヶ崎市寺後3587-1

あみ焼元祖しちりん佐貫東口駅前店 龍ケ崎 牛タン・カルビ・ホルモン・ビール・酎ハイ 0297-66-2987 龍ヶ崎市佐貫3-15-1

ピザーラ竜ケ崎店 龍ケ崎 ピザ等 0297-65-1700 龍ケ崎市中根台1-1-1

四六時中　北竜台店 龍ケ崎 和食 080-7274-0996 龍ケ崎市小柴5-1-2ショッピングセンターサプラ1階

豊丸水産佐貫店 龍ケ崎 海鮮料理 029-761-5505 龍ヶ崎市佐貫町大宿沼645-1関鉄佐貫ビル1F

コロッケ倶楽部龍ヶ崎店 龍ケ崎 カラオケボックス 029-761-6166 龍ケ崎市小通幸谷町288　クィーンズモール龍ヶ崎

カラオケビッグエコー龍ヶ崎店 龍ケ崎 カラオケＢＯＸ 0297-89-0001 龍ケ崎市緑町22

日本料理　傾奇者、 龍ケ崎 和食 0297-85-2275 龍ケ崎市佐貫3-13-2光正ビル1階

はま寿司　竜ヶ崎店 龍ケ崎 寿司 0297-60-0130 龍ケ崎市馴柴町860

旬の台所　しゃんしゃん龍 龍ケ崎 コロッケ 0297-85-2039 龍ケ崎市松ヶ丘2-10-1

焼肉飯村牛 龍ケ崎 黒毛和牛 0297-63-2989 龍ケ崎市佐貫1-2-9

日高屋　龍ヶ崎市駅東口店 龍ケ崎 中華料理 0297-61-5006 龍ヶ崎市佐貫町647

竜ヶ崎プラザホテル本館 龍ケ崎 宿泊 0297-65-3456 龍ケ崎市佐貫3丁目6-2

さぬきグリーンホテル 龍ケ崎 宿泊施設 0297-66-1188 龍ケ崎市佐貫3-20-4

さぬきシティホテル 龍ケ崎 宿泊施設 0297-66-8177 龍ケ崎市佐貫1-8-9

ビジネスホテル大京 龍ケ崎 宿泊施設 0297-66-6400 龍ケ崎市佐貫4-1-15

旅館㐂仙 龍ケ崎 宿泊に伴うサービス 0297-62-0269 龍ケ崎市下町2981

関東鉄道　竜ヶ崎駅 龍ケ崎 鉄道グッズ 	0297-62-2152 龍ケ崎市米町3903-1

ウエルシア薬局龍ケ崎長山店 龍ケ崎 ドラッグストア 0297-66-0628 龍ケ崎市長山3丁目2-1

ウエルシア龍ケ崎佐貫店 龍ケ崎 ドラッグストア 0297-61-6260 龍ケ崎市佐貫1-1

ウエルシア龍ケ崎馴馬店 龍ケ崎 ドラッグストア 0297-63-7071 龍ケ崎市馴馬町2957番地1

ウエルシア龍ケ崎緑町 龍ケ崎 ドラッグストア 0297-61-0434 龍ケ崎市緑町89



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

かね喜サプラ店 龍ケ崎 寿司（テイクアウト） 0297-65-4803 龍ケ崎市小柴5-1-2龍ヶ崎ニュータウンショッピングセンターサプラ

株式会社カワチ薬品　竜ヶ崎店 龍ケ崎 医薬品・食品・日用品 0297-62-5360 龍ヶ崎市中里1-1-7

ケーズデンキ たつのこまち龍ケ崎モール店 龍ケ崎 家電製品 0297-86-6055 龍ケ崎市中里2-1-2

ケーズデンキ 竜ヶ崎店 龍ケ崎 家電製品 0297-65-5700 龍ケ崎市小柴1丁目7

髙橋肉店 龍ケ崎 龍ケ崎コロッケ 0297-62-2024 龍ケ崎市砂町5131

ドラッグセイムス　竜ヶ崎中根台店 龍ケ崎 食品、雑貨、医薬品、化粧品等 0297-61-5531 龍ケ崎市中根台4-1-13

ドラッグセイムス　竜ヶ崎白羽店 龍ケ崎 食品、雑貨、医薬品、化粧品等 0297-61-2271 龍ケ崎市白羽1-7-37

ドラッグセイムス　龍ケ崎緑町店 龍ケ崎 食品、雑貨、医薬品、化粧品等 0297-86-9970 龍ケ崎市緑町40

ヤマダデンキアウトレット龍ヶ崎店 龍ケ崎 家電製品 0297-61-5611 龍ヶ崎市小通幸谷町288Quizモール内

ヤマダデンキ　テックランド龍ヶ崎店 龍ケ崎 家電 0297-61-5611 龍ヶ崎市小通幸谷町288　Qizモール内

蔦屋書店龍ケ崎店 龍ケ崎 書籍 0297-60-7088 龍ケ崎市中里2-1-2

サンドラッグ　龍ケ岡店 龍ケ崎 医薬品、雑貨、化粧品 0297-63-7531 龍ケ崎市市松ヶ丘1-1

イエローハット竜ケ崎中根台店 龍ケ崎 カー用品 0297-65-3841 龍ケ崎市中根台３－２－１

日本トイザらス株式会社龍ケ崎店 龍ケ崎 ベビー用品、玩具 0297-65-5145 龍ヶ崎市小柴44568

ドゥサックス竜ケ崎店 龍ケ崎 バッグ他 0297- 65-4819 龍ケ崎市小柴５－１－２ＳＣサプラ１Ｆ

カインズ龍ヶ崎店 龍ケ崎 小売り 0297-65-8333 龍ヶ崎市小柴1-1

ビバホーム竜ケ崎店 龍ケ崎 日用品・大工用品・園芸用品 0297-65--4310 龍ケ崎市小通幸谷町228

ドラッグストア マツモトキヨシ 竜ヶ崎城南店 龍ケ崎 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0297-62-8880 龍ヶ崎市光順田1713-1

ドラッグストアマツモトキヨシ たつのこまち龍ケ崎モール店 龍ケ崎 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0297-61-2207 龍ヶ崎市中里2-1-2

薬 マツモトキヨシ 北竜台サプラ店 龍ケ崎 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0297-65-4812 龍ケ崎市小柴5-1-2

はじめのプリン 龍ケ崎 プリン 0297-86-6548 龍ケ崎市下町4872-11

AOKI竜ヶ崎ニュータウン店 龍ケ崎 紳士服、婦人服 0297-65-4888 龍ケ崎市久保台37269

龍ケ崎市観光物産センター 龍ケ崎 龍ケ崎市内名産品 0297-94-1093 龍ケ崎市佐貫町645番地1関鉄佐貫ビルⅡ　1階C室

ありむら工房 龍ケ崎 バードカービング（鳥彫刻）制作体験 0297-75-2507 龍ヶ崎市中根台１－１１－１

セブンイレブン取手駅東口店 取手 食糧品 0297-72-5325 取手市取手3-4-11

ファミリーマート取手白山店 取手 食料品　飲料 0297-71-4688 取手市白山5丁目18-1

ファミリーマート取手東四丁目店 取手 食料品　飲料 0297-71-3171 取手市東4丁目1-30

ファミリーマート取手藤代南三丁目店 取手 食料品　飲料 0297-71-6377 取手市藤代南3丁目10ー1

NewDaysミニ藤代１号 取手 コンビニ 0120-956-376 取手市宮和田1131JR藤代駅構内改札外

西友　取手駅前店 取手 食料品 0297-71-3501 取手市新町1-9-1

ローソン　取手小堀店 取手 食品・日用品 04-7179-3939 取手市大字小堀字上野4018-1

NewDaysミニ取手1号 取手 飲料、菓子、食料品（おにぎり等） 0297-72-7681 取手市中央町1-1取手駅西口改札外

ローソン取手紫水 取手 食料品（お弁当・おにぎり・軽食・飲料など）・日用雑貨など 0297-86-8623 取手市上萱場２１６８−１

ローソン取手西二丁目 取手 食品 0297-74-0021 取手市西二丁目36番3号

ローソン取手戸頭７丁目 取手 食品 0297-78-8810 取手市戸頭７丁目6-1

成城石井　アトレ取手店 取手 食品 0297-77-1188 取手市中央町2-5　JR取手駅　アトレ取手店3階

ローソン取手ゆめみ野店 取手 おにぎり、弁当、ファストフード 0297-63-3181 取手市ゆめみ野２－９－６

ローソン取手駅東店 取手 おにぎり 0297-72-0150 取手市中央町1-1

ローソン取手駅東口バスターミナル店 取手 食品 0297-77-7021 茨城県取手市取手2-2-8

りらくる取手店 取手 リラクゼーション 050-8884-4417 取手市新町4-6-10

関東ハイヤー有限会社 取手 タクシー 0297-73-6677 取手市吉田577-5

京成タクシー北相株式会社　本社営業所 取手 タクシー 0297-73-0830 取手市白山5-13-8

トヨタレンタリース取手 取手 レンタカー 0297-78-0100 取手市野々井187-1

ニッポンレンタカー取手駅東口営業所 取手 レンタカー 0297-72-3919 取手市取手2-1-1

駅レンタカー取手営業所 取手 レンタカー 0297-73-4890 取手市取手2丁目１－１

MYMY　PHO 取手 フォー 0297-75-7272 取手市取手3-3-19

大阪串カツ一　取手店 取手 串カツ 0297-85-6565 取手市取手2-2-7 もも太郎ビル1階

ココス取手中央タウン店 取手 食事 050-3333-1692 取手市西1－31－33

ココス取手店 取手 食事 050-3333-7850 取手市井野台4－9－21

華屋与兵衛　取手寺田店 取手 和食 0297-71-2878 取手市寺田5001-3

華屋与兵衛　藤代店 取手 和食 0297-71-7168 取手市藤代963-1

パペエテ 取手 酒類、皿うどん 0297-73-0565 取手市取手2-9-13

Bistro QUATRE 取手 フード、ドリンクなど 0297-86-9666 取手市取手2-9-40ナガタニビル1階

ゆきむら亭藤代店 取手 ラーメン 0297-83-7123 取手市藤代967-1

にんたまラーメン　ゆにろーず取手店 取手 ラーメン 0297-74-2444 取手市桑原1412-1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

しゃぶしゃぶどん亭　取手藤代店 取手 しゃぶしゃぶ・すきやき 0297-85-3930 取手市藤代1861-2

ピザーラ取手店 取手 ピザ等 0297-73-8900 取手市白山4-3-10

日高屋　取手東口店 取手 中華料理 0297-74-8122 取手市取手3丁目1番2取手プラザ1階

カラオケバンバン取手駅前店 取手 飲食含むカラオケサービス 050-3134-0709 取手市取手2-3-1

esola 取手 お酒、ソフトドリンク、料理 0297-79-5711 取手2-2-8　海老原ビル4階

ハイボール酒場とりしん 取手 やきとり・ジビエ 0297-86-9983 取手市取手３－１－２　取手プラザ2階

鳥貴族取手店 取手 焼鳥 0297-86-9328 取手市取手2-2-8海老原ビル3階

ヴィドフランス　取手店 取手 ベーカリー・カフェ 0297-73-6283 取手市中央町2-5　ボックスヒル店内

ぼくと私のクロワッサン 取手 パン 0297-84-6171 取手市取手3-4-25 Rumahku取手101

ミイミイフォー　キッチンカー 取手 フォー・バインミー 0297-75-7272 取手市取手3-3-19

関鉄クリエイト戸頭店 取手 たばこ、お菓子等 080-4799-7695 取手市戸頭5-3-1　関東鉄道常総線戸頭駅舎内

関東鉄道　取手駅 取手 鉄道グッズ 0297-74-0567 取手市中央町2-5

ウエルシア取手新町店 取手 ドラッグストア 0297-74-9228 取手市新町3丁目9番41号

ウエルシア取手戸頭2号店 取手 ドラッグストア 0297-70-7030 取手市戸頭1-9-18

ウエルシア取手ゆめみ野店 取手 ドラッグストア 0297-70-2550 取手市ゆめみ野3-8-2

ウエルシア薬局取手新戸頭店 取手 ドラッグストア 0297-78-7508 取手市戸頭9丁目21番23号

歌舞伎あられ池田屋 取手 米菓 0297-79-5656 取手市山王542-1

株式会社カワチ薬品　藤代店 取手 医薬品・食品・日用品 0297-83-3661 取手市小浮気175-1

株式会社　新六本店 取手 奈良漬 0297-72-0006 取手市取手2-13-36

ケーズデンキ 取手店 取手 家電製品 0297-78-6466 取手市戸頭字長町1299-4

サワトのつけもの 取手 漬物 0297-72-3345 取手市東6-70-15

ドラッグストアクラモチ　取手店 取手 医薬品・食品・日用品 0297-77-5555 取手市新町六丁目1-25

ドラッグセイムス　取手戸頭店 取手 食品、雑貨、医薬品、化粧品等 0297-78-9681 取手市戸頭283-1

ドラッグセイムス　新取手店 取手 食品、雑貨、医薬品、化粧品等 0297-70-5271 取手市新取手１－３－５

藤沢商店 取手 酒類、食料品、贈答品、たばこ 0297-73-0133 取手市取手２ー１６ー３４

やまや　取手店 取手 酒・輸入食品 0297-70-6411 取手市井野台3-6-35

くまざわ書店　取手店 取手 書籍・文具 0297-77-1125 取手市中央町2-5アトレ取手店3F

茶丸山園　取手店 取手 日本茶・海苔 0297-74-0788 取手市中央町2-5アトレ取手1F

サンドラッグ　取手店 取手 医薬品、雑貨、化粧品 0297-70-2601 取手市戸頭1125

シャンドエルブ取手店 取手 雑貨 070-7468-6453 取手市中央町2-5アトレ取手3階

京樽 アトレ取手 取手 お寿司 0297-73-6805 取手市中央町２番５号　　アトレ取手1Ｆ

ドラッグストア マツモトキヨシ 藤代店 取手 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0297-83-3130 取手市藤代南2-16-2

ドラッグストア マツモトキヨシ 取手青柳店 取手 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0297-72-1305 取手市青柳1-8-31

薬 マツモトキヨシ アトレ取手店 取手 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0297-72-6891 取手市中央町2-5

駄菓子屋シャイン 取手 駄菓子、ドリンク、キャラクター文具 0297-79-6381 取手市藤代491-8

ブックエース新取手店 取手 書籍販売・レンタルビデオ 0297-74-6711 取手市寺田字佃4718-9

イエローハット藤代６号店 取手 カー用品 0297-70-9115 取手市小浮気136-1

シェリーフロール 取手 ハーバリウム、フラワークラフト 090-7267-4498 取手市藤代2036-10

NewDays牛久１号 牛久 コンビニ 0120-956-376 牛久市牛久町282JR牛久駅構内改札外

NewDaysミニ牛久２号 牛久 コンビニ 0120-956-376 牛久市牛久町282JR牛久駅構内改札内

NewDaysキオスクひたち野うしく 牛久 コンビニ 0120-956-376 牛久市ひたち野西3-41-16JRひたち野うしく駅構内改札外

西友　ひたち野うしく店 牛久 食料品 029-830-8910 牛久市ひたち野東1-23-1

ゴルフ5　ひたち野うしく店 牛久 ゴルフ用品 029-873-3786 牛久市ひたち野東1丁目25-1

スポーツデポ　ひたち野うしく店 牛久 スポーツ用品 029-873-3785 牛久市ひたち野東1丁目25-1

りらくる牛久店 牛久 リラクゼーション 050-8884-4430 牛久市中央2-4-3

ゴールドジム牛久茨城 牛久 サプリメント 029-878-2002 牛久市牛久町280番地エスカード牛久店

トヨタレンタリース牛久駅東口 牛久 レンタカー 029-870-0100 牛久市南2丁目1-31

駅レンタカー牛久営業所 牛久 レンタカー 029-886-7444 牛久市中央５－１４－１０

ガッツレンタカー牛久店 牛久 レンタカー 029-875-8978 牛久市中央5-4-4　セントラルクリエイト1号室

ニッポンレンタカー牛久駅営業所 牛久 レンタカー 029-870-0919 牛久市牛久町282

牛久シャトー　BBQ 牛久 バーベキュー 029-896-3616 牛久市中央3-20-1

牛久シャトー　レストラン 牛久 フランス料理 029-896-3612 牛久市中央3-20-10

隠れ菴　忍家　牛久店 牛久 居酒屋 029-830-7075 牛久市中央1-5-2　エリートビル1F

ココス牛久中央店 牛久 食事 050-3333-0737 牛久市中央1－16－5

ココスひたち野うしく店 牛久 食事 050-3333-4982 牛久市ひたち野東4-1-10



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

そば茶屋楽花亭 牛久 そば 029-871-7001 牛久市女化町451

華屋与兵衛　牛久店 牛久 和食 029-871-8781 牛久市牛久町256-5

ばんどう太郎牛久中央店 牛久 味噌煮込みうどん 029-875-8351 牛久市中央3-8-6

フライングガーデンひたちの牛久店 牛久 飲食 029-870-5133 牛久市ひたち野東４丁目２６－２

壱番亭牛久店 牛久 ラーメン 029-875-3713 牛久市牛久町979-5

鮪と米　ひたち野うしく店 牛久 マグロ丼 029-893-5355 牛久市下根町483-8

あみ焼元祖しちりんひたち野うしく東口駅前店 牛久 牛タン・カルビ・ホルモン・ビール・酎ハイ 029-873-2919 牛久市ひたち野東1丁目27-3夢みのハウス102・103

やよい軒牛久上柏田店 牛久 定食　丼 0298-70-1617 牛久市上柏田3-29-12

ステーキ宮 牛久店 牛久 飯物・焼物 029-874-3663 牛久市栄町5丁目53

カルビ大将 牛久店 牛久 飯物・焼物 029-871-6455 牛久市上柏田3丁目67-5

回転寿司かね喜牛久店 牛久 寿司 029-870-3322 牛久市中央2-1-5

吉野家牛久南店 牛久 牛丼 029-886-3171 牛久市南6丁目4-5

カラオケ館　牛久栄町店 牛久 カラオケ 0298-71-3311 牛久市栄町4-5

はま寿司　牛久中央店 牛久 寿司 0298-78-3180 牛久市中央2丁目28番地

はなの舞　牛久西口店 牛久 厳選された旬の食材で調理した四季折々の料理 029-870-5077 牛久市牛久町282号　牛久アステア１F

居酒屋ごえん 牛久 飲食物 029-872-2267 牛久市ひたち野東1-29-4桜風マンション

ステーキのあさくま 牛久店 牛久 ステーキ、ハンバーグ 029-870-5670 牛久市猪子町995-55

焼肉きんぐ 牛久店 牛久 焼肉 029-875-9681 牛久市柏田町3231-9

南部珈琲エスカード牛久店 牛久 コーヒー　他 050-5375-5852 牛久市牛久町２８０エスカード牛久２F

金乃台カントリークラブ 牛久 ゴルフ場 029-872-0182 牛久市柏田町3432

AOKIひたち野うしく店 牛久 洋服、洋品 029-878-2888 牛久市ひたち野東2-7-2

味の老舗いしじま 牛久 落花生小売 029-872-0079 牛久市女化町451

ウエルシア牛久上柏田店 牛久 ドラッグストア 029-878-2051 牛久市上柏田2-33-6

ウエルシア牛久刈谷店 牛久 ドラッグストア 029-870-2077 牛久市牛久町3318-1

ウエルシア薬局牛久神谷店 牛久 ドラッグストア 029-871-8818 牛久市神谷5-1-1

ウエルシア薬局牛久猪子店 牛久 ドラッグストア 029-874-6618 牛久市猪子町995-18

牛久シャトー　ショップ 牛久 ワイン、ワインケーキ 029-896-3615 牛久市中央3-20-1

株式会社カワチ薬品　ひたち野牛久店 牛久 医薬品・食品・日用品 029-871-8800 牛久市ひたち野東5-21-2

ケーズデンキ ひたち野うしく店 牛久 家電製品 029-878-1611 牛久市ひたち野西4丁目１番地２

時代屋 牛久 土産品 029-889-2930 牛久市久野町２０８３

ジュエリーオム牛久本店 牛久 宝石貴金属メガネ 029-869-8155 牛久市中央3丁目16-1

手作処　かっぱ本舗 牛久 手焼せんべい・だんご・和菓子 029-873-8760 牛久市田宮町45-10

ドラッグセイムス　牛久ひたち野西店 牛久 食品、雑貨、医薬品、化粧品等 029-878-2566 牛久市ひたち野西3-27-7

都炉美煎本舗牛久店 牛久 煎餅 029-878-3278 牛久市ひたち野西2-8-3

南部珈琲本店 牛久 コーヒー豆 029-830-8235 牛久市栄町１－２１

ひたちの里牛久大仏店 牛久 土産品（銘菓・菓子・民芸品） 0298-89-2927 牛久市久野町2083

メイコーパール 牛久 パール 029-878-0101 牛久市中央5-4-4セントラルクリエイト６号室

やまや牛久店 牛久 酒・食品 029-878-2291 牛久市神谷6-2-7

浄土真宗東本願寺派本山東本願寺牛久大仏 牛久 御朱印帳 029-889-2931 牛久市久野町2083

ツルハドラッグひたち野うしく店 牛久 医薬品、化粧品、雑貨、食品 029-878-2680 牛久市ひたち野東307-2

サンドラッグ　牛久南店 牛久 医薬品、雑貨、化粧品 029-870-5575 牛久市南2丁目12-7

ドラッグストア マツモトキヨシ 牛久中央店 牛久 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-871-8161 牛久市中央2-16-12

ステンドグラス工房オクノシオ 牛久 ステンドグラス製作体験 029-875-5946 牛久市南３−３−８ステンドグラス工房オクノシオ

クスリのアオキ　稲吉店 かすみがうら 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-869-8220 かすみがうら市稲吉五丁目2番1号

ショコロンファーム雑貨食料品販売所 かすみがうら 栗、焼き栗、米、もち米、飲料、野菜、果実、雑貨品 080-5506-8004 かすみがうら市高倉92

かすみキッチン かすみがうら 産品を使用したヘルシーな料理 029-896-1227 かすみがうら市坂4784番地先かすみがうら市交流センター

ショコロンファームカフェ かすみがうら 焼き栗、焼き栗ソフト、モンブラン、栗ご飯、コーヒー、ハーブティー 080-5506-8004 かすみがうら市高倉92

安田果樹園 かすみがうら 梨 ぶどう 栗 柿 0299-59-3957 かすみがうら市下佐谷708

ショコロンファーム観光農園 かすみがうら 焼き栗体験、アイスづくり体験、ソーセージづくり体験 080-5506-8004 かすみがうら市高倉92

ゲストハウス古民家江口屋 かすみがうら 宿泊施設、ドリンク 080-9095-7800 かすみがうら市坂895番地

ウエルシア薬局かすみがうら大和田店 かすみがうら ドラッグストア 029-897-0348 かすみがうら市大和田592番地45

かすみマルシェ かすみがうら お土産品、オリジナル商品、ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ 029-840-9010 かすみがうら市坂４７８４

株式会社カワチ薬品　千代田店 かすみがうら 医薬品・食品・日用品 029-832-8734 かすみがうら市下稲吉2633-7

蔵出し焼き芋かいつか　かすみがうら本店 かすみがうら 焼き芋・さつまいも加工品 029-879-8077 かすみがうら市大和田字地蔵前517

ナフコかすみがうら店 かすみがうら 生活用品 029-834-6351 かすみがうら市深谷331063



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ショコロンファーム焼き栗販売所 かすみがうら 焼き栗、生栗、剥き栗、栗菓子、コーヒー、ハーブティー 080-5506-8004 かすみがうら市高倉92

ショコロンファーム かすみがうら 栗、焼き栗、体験 080-5506-8004 かすみがうら市高倉92

ゲストハウス古民家 かすみがうら 宿泊 080-9095-7800 かすみがうら市坂895番地1ゲストハウス古民家

Shokoron Sauna かすみがうら サウナ 090-4839-1228 かすみがうら市高倉92ショコロンファーム内

ローソン阿見霞台 阿見 食料品（お弁当・おにぎり・軽食・飲料など）・日用雑貨など 029－887-5635 稲敷郡阿見町阿見1860ー1

Cobra Puma Golf 　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 スポーツ用品 029-869-9730 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Honma Golf　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 スポーツ用品 029-889-6101 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

りらくる阿見店 阿見 リラクゼーション 050-8884-4426 稲敷郡阿見町うずら野4-2-31

日貿タクシー（日本貿易運輸株式会社）阿見営業所 阿見 タクシー 029-887-0102 稲敷郡阿見町岡崎1-8-28

トヨタレンタリース土浦荒川沖 阿見 レンタカー 029-842-0102 稲敷郡阿見町荒川本郷1334-16

Enoteca D'oro Premio　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 ピザ 029-875-6666 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Pizzeria 1830　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 パスタ、ピザ 029-889-6720 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Aarti　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 カレー 029-886-8811 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

オリーブの丘　荒川沖店 阿見 パスタ、ピザ、ドルチェ 029-875-3883 稲敷郡阿見町うずら野2-2-3

かね喜　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 寿司 029-833-6622 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

ココス阿見住吉店 阿見 食事 050-3333-9793 稲敷郡阿見町住吉1丁目3-1

ココス阿見店 阿見 食事 050-3333-6094 稲敷郡阿見町阿見4045－1

8代葵カフェひたち野牛久店 阿見 パンケーキ 029-896-9611 稲敷郡阿見町荒川本郷205-8

チャイニーズ青菜　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 中華料理 029-879-5652 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

中華食堂阿見西店 阿見 ラーメン・チャーハン 029-891-2255 稲敷郡阿見町阿見4534-1

とんかつ和幸　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 とんかつ 029-889-1125 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

ばんどう太郎ひたちの牛久店 阿見 味噌煮込みうどん 029-841-7321 稲敷郡阿見町荒川本郷205-1

ビッグボーイ阿見店 阿見 ハンバーグ・ステーキ 029-891-2061 稲敷郡阿見町大字阿見4154-3

ゆきむら亭阿見店 阿見 ラーメン 029-888-4044 稲敷郡阿見町中央5-34-9

ゆきむら亭荒川沖店 阿見 ラーメン・餃子 029-834-2678 稲敷郡阿見町荒川本郷235-8

回転寿司かね喜阿見店 阿見 寿司 029-840-2626 稲敷郡阿見町西郷3-1-10

吉野家荒川沖店 阿見 牛丼 0298-43-6222 稲敷郡阿見町住吉2丁目24-6

はま寿司　阿見住吉店 阿見 寿司 0298-43-8171 稲敷郡阿見町住吉1-3-1

手羽屋 阿見 居酒屋 0298-88-2225 稲敷郡阿見町中郷３ー１ー１

デリフランス　あみ店 阿見 ベーカリー・カフェ 029-833-6638 稲敷郡阿見町よしわら4丁目1-1　1160区画

Bagel & Bagel　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 ベーグル 029-875-6637 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

上島珈琲店　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 軽飲食 029-833-6533 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

神戸元町ドリア　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 ドリア 029-833-6750 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Tully's Coffee　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 軽飲食 029-833-6685 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

築地 銀だこ 阿見 たこ焼き 029-846-0295 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Pal Collection　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 鞄 029-886-7772 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

マンスリーどんぶりキッチン 丼's　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 どんぶり 	029-889-8830 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

宮武讃岐製麺所　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 うどん 029-833-6610 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

サーティワンアイスクリーム　あみプレミアムアウトレット店 阿見 アイスクリーム 029-889-6731 稲敷郡阿見町吉原4-1-1あみプレミアムアウトレット

VERITE　阿見店 阿見 ジュエリー・貴金属 029-889-6807 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Owndays 阿見 メガネ・サングラス 029-869-7723 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Earth Music&Ecology / Green Parks　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-886-8824 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Under Armour 阿見 衣料品、靴 029-896-8750 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Ingni　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-833-6516 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

ウエルシア薬局阿見荒川沖店 阿見 ドラッグストア 029-843-2788 稲敷郡阿見町うずら野１丁目１９番地2

ウエルシア薬局阿見荒川本郷店 阿見 ドラッグストア 029-843-2128 稲敷郡阿見町本郷3丁目3番地1

ウエルシア薬局阿見岡崎店 阿見 ドラッグストア 029-891-3361 稲敷郡阿見町岡崎三丁目8番地1

ウエルシア薬局阿見若栗店 阿見 ドラッグストア 029-891-0120 稲敷郡阿見町若栗1339-6

Aigle　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品、雑貨 029-886-8805 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

ACE　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 鞄、スーツケース 029-833-6608 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Eddie Bauer　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-829-5003 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Olive des Olive　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-889-0816 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Fresh Juice Bar Karin　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 ドリンク 029-846-1331 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

株式会社カワチ薬品　荒川沖店 阿見 医薬品・食品・日用品 029-841-1134 稲敷郡阿見町住吉2-23-5

Quiksilver/Dc　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-886-8800 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

Clarks 　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 靴 029-846-7575 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Cricket / Topkapi　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 雑貨 029-833-6687 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Gunze　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-828-8814 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Golden Bear　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-875-9595 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Comme ca ism　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-828-8331 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Samantha Thavasa　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 鞄 029-889-6577 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Samsonite　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 鞄 029-869-7535 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

J Brand　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-896-5211 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

J.Press　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-889-1001 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Sylvanian Families　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 玩具 029-875-6715 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Simple Life　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-889-2322 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

たち吉　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 雑貨 029-833-6778 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Titicaca　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品、雑貨 029-889-0166 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Ciaopanic/Dou Dou　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-833-6820 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Zwilling J.A. Henckels/Staub　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 雑貨 029-875-5075 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

TGM　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 雑貨 029-833-6669 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

T-fal 阿見 雑貨 029-833-6616 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

東京ソワール　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-889-8090 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

ドラッグストアセキ阿見店 阿見 医薬品・化粧品・日用品・食品 029-891-3400 稲敷郡阿見町阿見2357-1

ナイキオンリー・ショップ / ABC-Mart　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 スポーツウエア　等 029-833-6730 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Nice Claup　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-875-6767 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Natural Beauty Basic / Proportion　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-875-6776 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Nano Universe　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-886-8828 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

成田ゆめ牧場　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 ソフトクリーム 029-875-3143 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

ニューバランスファクトリーストアあみ 阿見 靴、衣類 029-893-2311 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Barclay　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 靴 029-889-6713 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Hakka　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-889-6810 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Puma　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 スポーツウエア　等 029-833-6540 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Brick House by Tokyo Shirts　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-893-3123 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Blue Label / Black Label Crestbridge　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-875-6395 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Be Be　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-889-6601 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Hawkins/Vans　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 靴、衣料品 029-833-6743 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Madras　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 靴 029-875-6777 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Mitsumine　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-833-6812 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Lanvin Collection/Katharine Hamnett Shoes Collection　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 靴 029-889-6711 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Levi's　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-833-6656 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Ryu　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 革小物、鞄 080-4227-8755 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Le Creuset　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 雑貨 029-833-6510 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Lupicia Bon Marche　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 食物販 029-833-6515 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Ray Cassin　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 衣料品 029-889-6722 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

Ray-Ban　あみプレミアム・アウトレット店 阿見 雑貨 029-875-6644 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

ツルハドラッグ荒川本郷店 阿見 医薬品、化粧品、雑貨、食品 029-843-6226 稲敷郡阿見町本郷3丁目1番地1

madras SELECT WORLD SHOES　あみプレミアムアウトレット店 阿見 靴 029-875-6777 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1あみプレミアムアウトレット815区

ランバン コレクション / キャサリン ハムネット ロンドン シューズコレクション あみ店 阿見 靴 029-889-6711 稲敷郡阿見町大字吉原2700あみプレミアム・アウトレット1000区

チチカカ あみプレミアムアウトレット店 阿見 雑貨・衣料 029-889-0166 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1あみプレミアムアウトレット1805区

petit madoca 阿見店 阿見 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-887-8910 稲敷郡阿見町中郷2-23-11

ドラッグストアセキ美浦店 美浦 医薬品・化粧品・日用品・食品 029-891-5300 稲敷郡美浦村受領1456番地1

TXアベニューつくばの良い品店 つくば 菓子、パン、酒、グッズ 029-859-4147 つくば市吾妻2-128

イオンつくば店 つくば 食品 029-839-1200 つくば市稲岡６６−１

クスリのアオキ　つくばみどりの店 つくば 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-893-5605 つくば市みどりの2丁目19番地8

クスリのアオキ　高見原店 つくば 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-829-7760 つくば市高見原1丁目1番地66

クスリのアオキ　二の宮店 つくば 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-879-5785 つくば市二の宮3丁目15番地7

とりせん研究学園店 つくば 食料品 029-850-2039 つくば市研究学園5丁目18番地1

ファミリーマートつくば谷田部インター店 つくば 食料品　飲料 029-839-1955 つくば市境松661ー9

ローソンつくば高見原二丁目店 つくば 食料品、日用品 029-896-5821 つくば市高見原2-1-10



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ローソンつくば春風台店 つくば 食品 029-857-8577 つくば市さくらの森1-1

西友　つくば竹園店 つくば 食料品 029-860-7211 つくば市竹園1-9-2

ローソンつくば天久保三丁目店 つくば 食料品 0298-54-1863 つくば市天久保3-16-8

ローソンつくば自由ケ丘 つくば 食料品（お弁当・おにぎり・軽食・飲料など）・日用雑貨など 029-846-5818 つくば市自由ケ丘１７０−４４

ローソンつくば駅バスターミナル つくば 日用品、食品 029-855-5530 つくば市吾妻1－8－10Bivi2階

株式会社ネクスト つくば コンサルタント 029-819-2315 つくば市みどりの2丁目11番地6

ネクスト行政書士事務所 つくば ビザ申請 080-4411-1717 つくば市みどりの2丁目１１番地６

ネクスト社会保険労務士事務所 つくば 助成金申請 080-4411-1717 つくば市みどりの2丁目１１番地６

カラオケバックス つくば カラオケ 029-869-5011 つくば市研究学園5丁目13-11MYU・MYU3F

カラオケCLUB DAM つくば店 つくば カラオケ店 029-897-3222 つくば市大角豆2012-18

りらくるつくば店 つくば リラクゼーション 050-8884-4415 つくば市東新井32-8

りらくるつくば稲荷前店 つくば リラクゼーション 050-8884-4418 つくば市稲荷前12-2

大曽根タクシー株式会社　学園中央営業所　 つくば タクシー 029-864-7008 つくば市苅間2022-1

大曽根タクシー株式会社　本社営業所 つくば タクシー 029-864-7008 つくば市花畑3-19-4

谷田部合同タクシー有限会社 つくば タクシー 029-836-0030 つくば市下原２１４－３

新栄タクシー有限会社 つくば タクシー 029-864-1761 つくば市篠崎792-2

佐藤タクシー つくば タクシー 029-867-0873 つくば市北条192番地

トヨタレンタリースつくば学園 つくば レンタカー 029-851-0100 つくば市春日2-25-3

トヨタレンタリースTXつくば駅前 つくば レンタカー 029-860-2900 つくば市竹園1-4-1

ニコニコレンタカーつくば春日2丁目店 つくば レンタカー 029-886-9014 つくば市春日2-11-2

ガッツレンタカーつくば店 つくば レンタカー 029-846-0229 つくば市春日2-8-3ヒルトップ片岡

日産レンタカー　つくば駅前店 つくば レンタカー 029-880-6523 つくば市竹園1-4-1　南3パークビル2階

ニッポンレンタカーTXつくば駅前営業所 つくば レンタカー 029-853-0919 つくば市竹園1-4-1南3パークビル1F

Bar2 つくば バー 090-5210-5700 つくば市二の宮

Spanish Bar Bonito つくば スペイン料理 029-896-8855 つくば市東新井17-3　クローバーテナント1-A

石焼らーめん一兆つくば並木店 つくば ラーメン・餃子 029-856-7177 つくば市並木4-17-8

壱番亭つくば店 つくば ラーメン 0298-37-1871 つくば市上横場２１６２−４

エルトリート つくば学園店 つくば 食事 029-850-2012 つくば市天久保2-16-4

お菜屋　わだ家　つくば店 つくば 和食 029-863-1567 つくば市研究学園5-8-4ホテルベストランド　１階

オステリア・ヴィッテロ つくば イタリア料理 029-877-0611 つくば市筑穂2-1-2

おみやげ・お食事処　神田家 つくば そば、うどん、丼、おみやげ品各種 029-866-0044 つくば市筑波722

回転寿司かね喜つくば桜店 つくば 寿司 029-857-1133 つくば市桜1丁目23-7

隠れ菴　忍家　つくば研究学園駅前店 つくば 居酒屋 029-855-0686 つくば市研究学園5-8-3　坂和ビル3F

鹿児島県霧島市 塚田農場 つくば店 つくば 地鶏炭火焼 029-850-5388 つくば市吾妻１丁目5番３号クレオスクエアＭＯＧ 3階

かつ太郎つくば学園店 つくば とんかつ 029-896-9351 つくば市西平塚331-7

Cafe Boulangerie Takezono つくば パン 029-846-5780 つくば市竹園1-13-2デュオヒルズつくばセンチュリー敷地内

カレーうどん専門店ZEYO. つくば カレーうどん 029-854-1778 つくば市天久保2-6-1ベストランド

吉衛門梅園店 つくば ラーメン・餃子 029-839-5679 つくば市大字下原380-5

牛たんけやき つくば研究学園店 つくば 牛たん定食 029-846-1125 つくば市研究学園4-2-12

クーロンヌつくばカスミ つくば パン 029-855-5582 つくば市研究学園5-19イーアスカスミスタイル内

ココス学園天久保店 つくば 食事 050-3333-6916 つくば市天久保2－17－1

ココス学園梅園店 つくば 食事 050-3333-7192 つくば市東2－9－9

ココスつくば小野崎店 つくば 食事 050-3333-2145 つくば市小野崎字成田282－7

ココスTXみどりの店 つくば 食事 050-3333-7695 つくば市みどりの1-3-3

ココステクノパーク桜店 つくば 食事 050-3333-2028 つくば市桜2－1－6

ココス谷田部店 つくば 食事 050-3333-5681 つくば市上横場2157－1

しゃぶ菜　イーアスつくば つくば しゃぶしゃぶ食べ放題 029-868-7178 つくば市研究学園5-19イーアスつくば　1階

旬菜しゃぶ重　イオンモールつくば つくば しゃぶしゃぶ食べ放題 029-839-2081 つくば市稲岡66-1イオンモールつくば　1階

ステーキハウス幌馬車研究学園店 つくば ステーキ 029-893-6521 つくば市面野井870-6

中国料理　桃李 つくば 中国料理 029-852-6001 つくば市吾妻1-1364-1ホテル日航つくば　別館2階

つくば山水亭別亭 つくば 会席料理 029-855-3313 つくば市吾妻1丁目1364-1ホテル日航つくば本館2階

つくば山水亭本店 つくば 会席料理 029-855-8181 つくば市小野崎２５４

手打ちそば処竹前 つくば そばうどん 029-864-3199 つくば市筑穂1-13-13

博多もつ鍋・串焼　一九　つくば総本店 つくば もつ鍋・串焼・馬刺 029-886-9937 つくば市小野崎177-4

8代葵カフェつくば学園店 つくば パンケーキ 029-846-6511 つくば市小野崎字稲荷山581-1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ばんどう太郎学園南店 つくば 味噌煮込みうどん 029-838-1021 つくば市赤塚627-2

ばんどう太郎つくば学園中央店 つくば 味噌煮込みうどん 029-875-9371 つくば市天久保2-14-1

ばんどう太郎つくば学園店 つくば 味噌煮込みうどん 029-861-7611 つくば市西平塚字梨の木 331-7

ばんどう太郎みどりの店 つくば 味噌煮込みうどん 029-846-1761 つくば市上萱丸343-1

ひたち野 つくば 常陸牛料理 029-866-1221 つくば市臼井2103-5筑波山風返峠

フライングガーデンつくば西平塚店 つくば 飲食 029-863-3622 つくば市西平塚３３２－１

フレシュネスバーガー　ララガーデンつくば店 つくば 調理部 029-860-5275 つくば市小野崎字千駄苅278-1ララガーデンつくば

フレッシュネスバーガーイオンモールつくば店 つくば ハンバーガー 029-846-6377 つくば市稲岡66-1イオンモールつくば3階

ホテルグランド東雲 つくば レストラン 029-856-2211 つくば市小野崎４８８−１

ホテルニュー梅屋 つくば 館内レストランでの飲食、お土産 029-838-0311 つくば市谷田部５６５０−１

もんどころ　つくばデイズタウン店 つくば 居酒屋 029-858-3228 つくば市竹園1-9-2　デイズタウン1F

焼肉レストラン大栄閣 つくば 焼き肉 029-851-2989 つくば市天久保１丁目１２−７

ゆきむら亭つくば店 つくば ラーメン 029-856-7768 つくば市西大橋前田735-1

ゆきむら亭つくば西店 つくば ラーメン・餃子 029-861-0577 つくば市西平塚331-10

La Porta つくば イタリアン 029-849-2211 つくば市研究学園5-8-4ホテルベストランド　１階

レストランアダージョ つくば イタリア料理 029-836-7131 つくば市上横場４３６−７

レストラン　セリーナ つくば カフェ 029-896-3261 つくば市吾妻1-1364-1ホテル日航つくば　本館2階

レストランセルフィーユ つくば ハンバーグ、洋食、フレンチ 029-886-4677 つくば市上横場423-1

レストランメヒコつくば店 つくば シーフードを中心としたレストラン 029-864-3005 つくば市大曽根３３６２

串かつ　でんがなBiViつくば店 つくば 酒 0298-61-1355 つくば市吾妻1-18-10 BiViつくば3F

焼肉貴韓房イオンつくば店 つくば 焼肉　焼肉食べ放題 029-886-5261 つくば市稲岡66-1

食楽BAR Takeo つくば 居酒屋全般 029-824-8540 土浦市有明町2-30　モナビル

大阪王将つくば店 つくば 飲食 029-839-1889 つくば市赤塚702

炭火やSHINGO つくば 焼き鳥 029-893-4686 つくば市研究学園5-13-11　MYU・MYU201

肉匠坂井　つくば研究学園店 つくば 焼肉 029-893-5288 つくば市西岡字岡下419-1

馬肉料理専門店　馬肉の一九 つくば 馬肉料理 029-869-7729 つくば市研究学園TSビル101

和食・鮨ダイニング　天龍本店　学園店 つくば 和食・鮨 029-875-6682 つくば市小野崎88-21

和食かつら つくば 釜めし・鰻・麦とろ 029-872-7082 つくば市大井1573-2

モッツバー研究学園店 つくば 焼肉、ホルモン焼き、焼酎 029-879-5422 つくば市研究学園5-15-9

モッツバーつくば本店 つくば 焼肉、ホルモン焼き、焼酎 029-858-1318 つくば市竹園1-9-2デイズタウン1F

鮪と米　研究学園店 つくば 鮪丼 029-886-6244 つくば市研究学園5-15-9

すし食堂おはん つくば すし 029-838-5234 茨城県つくば市今泉119-5

にんたまラーメン　ゆにろーずつくば店 つくば ラーメン 029-850-7110 つくば市小田4781

Beer&Cafe Engi つくば ビール、コーヒー、食事 070-1424-1124 つくば市吾妻1-101-つくばセンタービル一階

デンバープレミアムつくば店 つくば ハンバーグステーキ 029-879-7679 つくば市稲岡24108イオンモールつくば店

木曽路つくば店 つくば しゃぶしゃぶ・すきやき・日本料理 029-858-3781 つくば市小野崎92-5

炭火焼肉・ホルモンの店　肉八や つくば 焼肉 029-856-2989 つくば市館野５ー１

カラオケビッグエコーつくば天久保店 つくば カラオケＢＯＸ 029-853-1717 つくば市天久保1-14-1

PRONTOつくば万博記念公園駅前店 つくば 飲食店 029-836-8181 つくば市島名４３８３番地アパホテルつくば万博記念公園駅前

温野菜つくば松代店 つくば しゃぶしゃぶ 029-875-3329 つくば市松代1-7-9

やよい軒つくば下広岡店 つくば 定食　丼 0298-50-3008 つくば市下広岡1055-25

安楽亭 つくば店 つくば 焼肉 029-836-4129 つくば市赤塚705-4

ヴォーノイタリアつくば学園店 つくば イタリアン食べ放題バイキング 029-856-6680 つくば市二の宮2丁目1-1

鳥吉大穂店 つくば 焼き鳥、ビール 029-879-1252 つくば市筑穂3-1-8鳥吉大穂店

ベーカリーレストラン　ペニーレイン　つくば店 つくば パン・菓子・洋食 029-896-6165 つくば市稲岡66-1-D

蓮屋権左衛門 つくば 蓮根料理 029-811-6010 つくば市吾妻1-5-7ダイワロイネットホテルつくば1F

つくば蕎麦物語　一成 つくば 蕎麦 029-886-8066 つくば市吾妻1-8-10BiViつくば　2F

北京老飯店　本店 つくば 中華 029-854-8768 つくば市研究学園5-13-8アドヴァンスつくばテナント101

北京老飯店　みどりの店 つくば 中華 029-897-3981 つくば市みどりの中央44868ウイングマルシェ・みどりの104

しゃぶしゃぶどん亭　つくば研究学園店 つくば しゃぶしゃぶ・すきやき 029-855-8821 つくば市研究学園4丁目2番地10

北海道魚鮮水産BiViつくば店 つくば 海鮮料理 029-828-5177 つくば市吾妻1-8-10Biviつくば3F

さかなや道場研究学園店 つくば 海鮮料理 029-861-8620 つくば市研究学園5-13-11MYU・MYU 1Ｆ

つくばからあげ楽縁GAKUEN つくば からあげ 029-836-4989 つくば市松野木93-3楽縁

回転寿司かね喜つくば梅園店 つくば 寿司 029-850-5511 つくば市稲荷前13-7

四六時中　つくば店 つくば 和食 080-7113-2226 つくば市稲岡66-1イオンモールつくば3階



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

YAKINIKUCAFE 298 つくば カフェ　焼肉 029-856-2989 つくば市館野9-1

遊食伊太利庵　藤右ェ門　栄 つくば イタリアコース料理 029-857-4020 つくば市金田38-1

和のべカリーカフェ　蔵日和 つくば パン、カフェ 029-857-4188 つくば市金田38-1

カラオケBanBanつくば学園店 つくば 飲食含むカラオケサービス 050-3134-0819 つくば市東新井19-5　つくばサンヨービル2F

カラオケBanBanつくば梅園店 つくば 飲食含むカラオケサービス 050-3134-0932 つくば市下原字池向379-4

quadrifoglio つくば イタリア料理 029-864-2227 つくば市筑穂2

ジンホアつくば店 つくば 中華 029-893-3358 つくば市学園南1-11-3

ジンホアつくば松代店 つくば 中華 029-893-3788 つくば市手代木261-7

シュラスコBつくば店 つくば 肉 029-875-7790 つくば市学園南1-11-4

Bar Last Waltz つくば お酒 029-895-7350 つくば市筑穂1-16-1NTビル102

EARTH CHICKEN & FIRE つくば 焼き鳥 029-879-0860 つくば市筑穂1-14-13

吉野家つくば台町店 つくば 牛丼 029-839-5722 つくば市台町2丁目3-14

吉野家つくば大境店 つくば 牛丼 029-860-6155 つくば市西大橋593-10

吉野家つくば天久保店 つくば 牛丼 029-893-3129 つくば市天久保2-15-1

エイティーファイブ　つくば店 つくば ワイン　赤身肉 029-819-3351 つくば市研究学園5-15-2グレーシア201

チェゴ！！　つくばみどりの店 つくば 韓国焼肉 029-838-1127 つくば市みどりの2-52-16

牛角つくばテクノパーク桜店 つくば 焼肉 029-863-5529 つくば市柴崎16-4

高倉町珈琲つくば店 つくば 飲食 029-875-6222 つくば市小野崎502-30

炭火焼鳥・煮込み・ラーメン　あっぱれつくば店 つくば 焼き鳥・煮込み・ラーメン 029-859-8044 つくば市竹園1-9-2　デイズタウン１階

九州屋台二代目九次郎　研究学園店 つくば 九州郷土料理 029-886-9129 つくば市研究学園4-2-14　エビスタウン2F

韓国食堂マニモゴ研究学園店 つくば 韓国料理 029-893-6227 つくば市研究学園5-15-14　TSビル１階

チーズスイーツ工房　WITH CHEESE つくば チーズケーキ・チーズプリン・チーズドリンク・チーズ焼き菓子 029-893-3808 つくば市赤塚685-13

回転寿司やまと　つくば店 つくば 寿司 029-863-7309 つくば市館野6-1

割烹一の矢 つくば 和食 029-864-2310 つくば市栗原4095番地１

カラオケビッグエコー研究学園店 つくば カラオケＢＯＸ 029-855-3006 つくば市研究学園4-2-14

仲の茶屋 つくば 土産品 029-866-1030 つくば市筑波1番地

はま寿司 つくば研究学園 つくば 寿司 0298 50 5575 つくば市学園の森2-1

はま寿司 つくば小野崎 つくば 寿司 029-863-2616 つくば市小野崎字成田282-7

食楽居家ゆおん つくば 飲食全般 029-864-6070 つくば市大曽根3412−1

ステーキのあさくま 学園都市店 つくば ステーキ、ハンバーグ 029-852-9020 つくば市松代1-8-6

お好み焼本舗 つくば店 つくば お好み焼き 029-863-2366 つくば市東新井9-1

八笑 つくば 焼き鳥、刺身、日本酒 029-856-2015 つくば市研究学園駅5-2-7OSテナント103

イタリアンスポットチムニー つくば ピッツァ.パスタ 029-852-6848 つくば市二の宮2-1-6

チムニーギオット つくば ピッツァ.パスタ 090-3068-8903 つくば市稲荷前27-2

手打ちそば梁 つくば 日本蕎麦、天麩羅 090-7703-3232 つくば市高野387-3

青山がらり　つくば店 つくば 蕎麦・天麩羅・各種丼・日本酒・焼酎 029-851-1615 つくば市吾妻1-6-1トナリエキュート3階

クーロンヌつくば つくば パン 029-860-2636 つくば市松野木152－40

デザート王国　イオンモールつくば つくば クレープ　タピオカドリンク 029-839-5520 つくば市稲岡66-1イオンモールつくば　3階

坂東太郎研究学園総本店 つくば 味噌煮込みうどん 029-875-6171 つくば市研究学園3丁目2

坂東太郎つくば店 つくば 味噌煮込みうどん 029-847-3335 つくば市上郷1091-4

谷田部東パーキングエリア下り線 つくば 飲食メニュー 029-838-2505 つくば市梶内字ゴアンノウ616-イ

ローストビーフ星　イオンモールつくば つくば ローストビーフ丼 029-837-8250 つくば市稲岡66-1イオンモールつくば　3階

筑波山おもてなし館 つくば つくば市物産品・飲食物 029-869-8333 つくば市沼田1690-3

徳樹庵つくば研究学園店 つくば 寿司・そば・天ぷら 029-886-3172 つくば市研究学園7-44-21

サザコーヒーつくば駅前店 つくば コーヒー 029-828-5151 つくば市吾妻1丁目8-10Biviつくば1F

サザコーヒー筑波大学アリアンサ店 つくば コーヒー 029-896-5051 つくば市天久保3丁目1

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ　ｲｰｱｽつくば店 つくば パン　コーヒー 029-868-7309 つくば市研究学園5丁目19番

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ 　ｲｵﾝﾓｰﾙつくば店 つくば パン　コーヒー 029-839-0309 つくば市稲岡24108

ドトールコーヒーショップコーチャンフォーつくば店 つくば コーヒー 軽食 029-893-2750 つくば市学園の森3-50-7

サーティワンアイスクリームイオンモールつくば店 つくば アイスクリーム 029-896-6331 つくば市稲岡66-1イオンモールつくば　3階

茶の木村園 つくば お茶・自家焙煎珈琲豆販売と天然氷のかき氷販売 029-852-7575 つくば市春日4-7-9

フルーツピークス　つくば店 つくば フルーツタルト　パスタ等 029-886-5212 つくば市研究学園2－20

つくば温泉　喜楽里別邸 つくば 温泉施設、お土産 029-846-2641 つくば市西大橋６１４－１

筑波山ロープウェイ つくば 乗車券 029-866-0945 つくば市筑波１

筑波山ケーブルカー つくば 乗車券 029-866-0611 つくば市筑波１



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

つくばわんわんランド つくば 犬・猫のテーマパーク 029-866-1001 つくば市沼田579

筑波山江戸屋 つくば 日帰り入浴　足湯　喫茶　売店 029-866-0321 つくば市筑波728

アーバンホテル つくば 宿泊施設 029-877-0001 つくば市筑穂2-1-2

彩香の宿一望 つくば 宿泊施設 029-866-2222 つくば市筑波64-2

ウッディホテルスワ つくば 宿泊 宿泊されるお客様の夕食代 029-836-7123 つくば市上横場４３６−７

香月旅館 つくば 旅館業 029-867-0325 つくば市北条４３７２

株式会社旅館高橋 つくば 宿泊施設 080-9540-5087 つくば市谷田部6919-1

筑波温泉ホテル つくば 宿泊施設 029-866-0521 つくば市筑波395

つくばグランドホテル つくば 宿泊施設 029-866-1111 つくば市筑波1050-1

筑波山ホテル　青木屋 つくば お土産品・飲物・追加料理 029-866-0311 つくば市筑波７５３－１

ビジネス旅館高橋 つくば 宿泊施設 080-9540-5087 つくば市谷田部6919-1

ファミリーステイつくば つくば お土産品 029-886-3700 つくば市谷田部1144-16

ファミリーロッジ旅籠屋つくば店 つくば 宿泊施設 029-836-7858 つくば市みどりの2丁目9-7

ホテルつくばヒルズ梅園店 つくば 宿泊施設 029-893-3512 つくば市梅園２丁目１−１−１９

ホテル松島 つくば 宿泊施設 029-856-1191 つくば市小野崎３５

ホテルルートつくば つくば 宿泊 029-860-2111 つくば市花室1145-3

いしはま つくば 土産物 029-866-0713 つくば市筑波721

ウエルシアつくば学園吾妻店 つくば ドラッグストア 029-856-2038 つくば市吾妻3-14-1

ウエルシアつくば学園中央店 つくば ドラッグストア 029-852-7678 つくば市東新井24-6

ウエルシアつくば春日3丁目店 つくば ドラッグストア 029-850-3024 つくば市春日3丁目1番地９

ウエルシアつくば研究学園北店 つくば ドラッグストア 029-848-5650 つくば市学園の森2-33

ウエルシアつくば桜店 つくば ドラッグストア 029-863-5007 つくば市桜1-14-1

ウエルシアつくば松代店 つくば ドラッグストア 029-855-2881 つくば市松代1-4-6

ウエルシアBLANDEつくば並木店 つくば ドラッグストア 029-850-3226 つくば市並木四丁目3番地2　BLANDEつくば並木内

ウエルシア薬局学園中央店 つくば ドラッグストア 029-849-3718 つくば市東新井25-2

ウエルシア薬局つくば大曽根店 つくば ドラッグストア 029-877-0318 つくば市大曽根字吾妻3653-1

ウエルシア薬局つくば大穂店 つくば ドラッグストア 029-864-3838 つくば市筑穂1丁目12番地5

ウエルシア薬局つくば学園並木店 つくば ドラッグストア 029-856-1338 つくば市並木3丁目15番地1

ウエルシア薬局つくば学園二の宮店 つくば ドラッグストア 029-855-5978 つくば市二の宮三丁目15番地10

ウエルシア薬局つくば春日店 つくば ドラッグストア 029-854-0968 つくば市春日3-11-7

ウエルシア薬局つくば研究学園店 つくば ドラッグストア 029-852-2808 つくば市研究学園7-20-5

ウエルシア薬局つくば豊里店 つくば ドラッグストア 029-847-6288 つくば市豊里の杜2丁目1-1

ウエルシア薬局つくば万博記念公園店 つくば ドラッグストア 029-847-1308 つくば市島名福田坪土地区画整理地B48街区

ウエルシア薬局つくば東店 つくば ドラッグストア 029-858-8208 つくば市東二丁目9番1

ウエルシア薬局つくば北条店 つくば ドラッグストア 029-867-4831 つくば市北条亀井5209-5

ウエルシア薬局つくばみどりの店 つくば ドラッグストア 029-839-5860 つくば市みどりの1-32-1

ウエルシア薬局つくば谷田部店 つくば ドラッグストア 029-839-0866 つくば市台町2-3-10

ウエルシア薬局つくば吉沼店 つくば ドラッグストア 029-865-1528 つくば市吉沼1209番地4

家電住まいる館YAMADAつくば研究学園店 つくば 家電 029-896-8880 つくば市学園の森3丁目4番地-1

株式会社カワチ薬品　つくば大穂店 つくば 医薬品・食品・日用品 029-879-0271 つくば市筑穂2-3-2

株式会社カワチ薬品　つくば研究学園店 つくば 医薬品・食品・日用品 029-852-8030 つくば市研究学園3-1-3

株式会社カワチ薬品　つくば桜店 つくば 医薬品・食品・日用品 029-857-9511 つくば市桜1-14-2

株式会社カワチ薬品　つくばみどりの店 つくば 医薬品・食品・日用品 029-836-3012 つくば市みどりの中央11-4

株式会社カワチ薬品　谷田部店 つくば 医薬品・食品・日用品 029-836-6921 つくば市上横場2384-1

釜炊きおにぎり　筑波山縁むすび つくば 米 029-896-8863 つくば市筑波1223-8

関鉄クリエイトつくば売店 つくば お土産品 029-852-5666 つくば市吾妻1-8-10　biviツクバ

蔵出し焼き芋かいつか　つくば店 つくば 焼き芋・さつまいも加工品 029-893-2175 つくば市松野木９３−１８

ケーズデンキ つくば研究学園店 つくば 家電製品 029-868-7005 つくば市研究学園4丁目4番地1

ケーズデンキ トナリエクレオ店 つくば 家電製品 029-828-8070 つくば市吾妻１丁目7-1

コマ展望台 つくば お土産 029-866-1574 つくば市筑波１

志ち乃　つくば学園店 つくば どら焼き 029-850-6111 つくば市上野字向原681-1

紳士服コナカつくば研究学園店 つくば 衣料品 029-861-0703 つくば市研究学園6-49-1

筑波山・宮脇売店 つくば お土産 029-866-0611 つくば市筑波１

筑波山むらさき つくば 観光土産品 029-866-0035 つくば市筑波753

ドラッグストアセキみどりの店 つくば 医薬品・化粧品・日用品・食品 029-839-1100 つくば市みどりの2-64-7



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

都炉美煎本舗つくば学園の森店 つくば 煎餅 029-846-7535 つくば市学園の森2-23-2

YAMADA　web.com　つくば店 つくば 家電 029-839-9260 つくば市大字下原字池向370-1

やまやつくば学園店 つくば 酒・食品 029-886-4522 つくば市東新井18-9

レストセンター筑波館 つくば 観光物品 029-866-0019 つくば市筑波723

ACADEMIA　イーアスつくば店 つくば 書籍・文具・CD/DVD 029-868-7407 つくば市研究学園5丁目19番イーアスつくば３Ｆ

スドウ酒店 つくば 酒類 029-836-0079 つくば市谷田部2985-2

美酒堂　研究学園店 つくば 酒類 029-875-8479 つくば市研究学園4-2-9

ツルハドラッグイーアスつくば店 つくば 医薬品、化粧品、雑貨、食品 029-868-7268 つくば市研究学園5丁目19番地

筑波ハム直売所　つくば陣屋 つくば 肉加工品、乳加工品、野菜 029-879-9101 つくば市学園の森3-21-1

サンドラッグ　つくば店 つくば 医薬品、雑貨、化粧品 029-863-3799 つくば市竹園1丁目9-2

シューマートつくば研究学園店 つくば 靴・履物 029-893-4492 つくば市学園の森2-1

つくばロフト つくば 雑貨 029-855-6210 つくば市吾妻1-6-1トナリエつくばスクエア　キュート3階

コーチャンフォーつくば店 つくば 書籍・文具 029-893-2753 つくば市学園の森3-50-7

美酒堂　イオンつくば店 つくば 酒類 029-846-1979 つくば市稲岡66-1イオンつくば１階

農産物直売所えるふ農国 つくば 農産物 029-896-6161 つくば市稲岡66-1

杉養蜂園イーアスつくば店 つくば 蜂蜜 029-869-7738 つくば市研究学園5-19１階

PGATOURSUPERSTOREつくば学園東大通り店 つくば ゴルフ用品 029-843-8120 つくば市中村南39059

松屋製麺所 つくば ご自宅用らーめん 029-896-5298 つくば市沼田300番地

THE　GLOBE　イオンモールつくば店 つくば 雑貨 029-898-9901 つくば市稲岡66-1　イオンモールつくば1階　ウェストコート

久世福商店イオンモールつくば店 つくば 食品 029-896-6339 つくば市稲岡66-1イオンモールつくば1階

アマトーネアクセソリーオつくばイオンモール店 つくば アクセサリー・雑貨等 029- 869-5370 つくば市稲岡６６－１イオンモールつくば１Ｆ

グランサックスつくば研究学園店 つくば バッグ他 029- 868-7187 つくば市研究学園５－１９イーアスつくば２Ｆ

サックスバーつくばイオンモール店 つくば バッグ他 029- 839-2008 つくば市稲岡６６－１外イオンモールつくば１Ｆ

アマトーネアクセソリーオつくば研究学園店 つくば バッグ他 029- 848-5510 つくば市研究学園５－１９イーアスつくば２Ｆ

グランサックスつくばトナリエキュート店 つくば バッグ他 0298- 54-8560 つくば市吾妻１－６－１トナリエつくばスクエア　キュート１Ｆ

常磐自動車道谷田部東パーキングエリア上り線（ショップ） つくば 観光土産品 029-838-1534 つくば市新牧田字大日後263-2

Zoff イオンモールつくば店 つくば 眼鏡販売 029-836-1301 つくば市稲岡66-1イオンモールつくば 2F

チチカカ イオンモールつくば店 つくば 雑貨・衣料 029-879-7101 つくば市稲岡66-1イオンモールつくば3Ｆ

茶の蔵きむら園 つくば お茶・ギフト・やきまる（今川焼） 029-859-3900 つくば市手代木292-4

コートダジュール　本店 つくば 洋菓子 029-858-3094 つくば市東新井19-26

コートダジュール　ドゥレット つくば 洋菓子 029-868-6084 つくば市研究学園1-2-6

BASE877 つくば 土産品、雑貨 050-1304-2603 つくば市筑波1022-3

地酒本舗 美酒堂イーアスつくば店 つくば 酒類 029-893-2479 つくば市研究学園５丁目１９番イーアスつくば１階

ムラサキスポーツ　イーアスつくば店 つくば アクションスポーツ関連 029-868-7231 つくば市研究学園5-19　イーアスつくば3F

Francfranc イーアスつくば店 つくば 雑貨 03-4216-4021 つくば市研究学園 5丁目19番イーアスつくば 1F

つくば市物産館 つくば 食品 029-897-3955 つくば市吾妻２ー７つくば駅構内

モンベルつくばQ't店 つくば アウトドア用品、お土産品（地域限定商品） 029-860-3171 つくば市吾妻1-6-1 Q't 3階

つくばエキスポセンター サイエンスミュージアムショップ つくば 宇宙食、科学グッズ、オリジナル(コスモ星丸)グッズ 等 029-858-1100 つくば市吾妻2丁目9番地

URBAN RESEARCH DOORS イーアス つくば店 つくば 衣料品 050-2017-9052 つくば市研究学園5丁目19番地イーアス つくば 1F

アディダスブランドコアストアつくば つくば 衣類、シューズ、アクセサリー 029-863-1670 つくば市吾妻1-6-1トナリエつくばスクエアキュート 2F

ドラッグストア マツモトキヨシ つくば高見原店 つくば 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-870-3456 つくば市高見原1-1-12

ドラッグストア マツモトキヨシ レプサモールつくば店 つくば 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-837-1221 つくば市下原池向380-5

ドラッグストア マツモトキヨシ ヨークタウンつくば竹園店 つくば 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-850-5660 つくば市竹園1-3-1

ドラッグストア マツモトキヨシ さくらの杜ショッピングセンター店 つくば 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-893-4145 つくば市さくらの森25番５

薬 マツモトキヨシ トナリエキュートつくば店 つくば 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-850-3120 つくば市吾妻1-6-1 トナリエキュート1F

ルピシア イオンモールつくば店 つくば お茶、食品 029-839-2260 つくば市稲岡66-1イオンモールつくば 1F

神橋亭 つくば 福来みかん入り七味唐辛子　みよこの七味 029-866-0143 つくば市筑波726－6

ボードゲームショップフライヤー つくば ボードゲーム 080-2541-4171 つくば市上広岡407-1

フォレストアドベンチャー・つくば つくば アクティビティ体験 090-4755-7800 つくば市沼田1688

陶芸舎　KISEポッタリィ つくば 陶芸体験　　陶芸作品販売 090-8810-3196 つくば市吉瀬1876-1つくば文化郷別館

ホテルレイクサイドつくば つくば 宿泊、日帰り入浴 029-876-5050 つくば市下岩崎708-1

ふくろうの家 つくば ふくろうとのふれあい体験 029-886-3678 つくば市舘野459-2

Pasar守谷下り線　鼓 守谷 蕎麦 0297-48-5277 守谷市野木崎97-3　常磐自動車道守谷サービスエリア下り線

Pasar守谷下り線　南国酒家麺飯房 守谷 中華料理 0297-48-5277 守谷市野木崎97-3　常磐自動車道守谷サービスエリア下り線

Pasar守谷下り線　どんぶり子 守谷 親子丼 0297-48-5277 守谷市野木崎97-3　常磐自動車道守谷サービスエリア下り線



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

Pasar守谷下り線　焼肉トラジ 守谷 焼肉 0297-48-5277 守谷市野木崎97-3　常磐自動車道守谷サービスエリア下り線

Pasar守谷下り線　せたが屋 守谷 ラーメン 0297-48-5277 守谷市野木崎97-3　常磐自動車道守谷サービスエリア下り線

Pasar守谷下り線　楽甚 守谷 お好み焼き、たこ焼き 0297-48-5277 守谷市野木崎97-3　常磐自動車道守谷サービスエリア下り線

Pasar守谷下り線　南包子 守谷 中華まん 0297-48-5277 守谷市野木崎97-3　常磐自動車道守谷サービスエリア下り線

Pasar守谷下り線　TAKE&GO 守谷 ソフトクリーム、フランクフルトなど 0297-48-5277 守谷市野木崎97-3　常磐自動車道守谷サービスエリア下り線

ジャパンミート生鮮館守谷店 守谷 食料品 0297-48-5529 守谷市松ヶ丘 3-8

ファミリーマート守谷みずき野店 守谷 食料品　飲料 0297-47-0858 守谷市みずき野5丁目乙74-12

ローソン守谷松並庚塚店 守谷 食料品、日用品 0297-21-8750 守谷市松並1625-1

ローソン守谷大柏店 守谷 食料品、日用品 0297-38-8995 守谷市大柏251-1

西友　守谷店 守谷 食料品 0297-21-1821 守谷市けやき台4-1-5

ゴルフ5　守谷店 守谷 ゴルフ用品 0297-45-4549 守谷市けやき台4丁目1-5

ユニクロイオンタウン守谷店 守谷 衣類 0297-47-0732 守谷市百合ヶ丘3-249-1イオンタウン守谷2F

トヨタレンタリースTX守谷駅西口 守谷 レンタカー 0297-48-2900 守谷市中央1-23-17

ニッポンレンタカーTX守谷駅前営業所 守谷 レンタカー 0297-46-0919 守谷市中央4-15-2

ココス守谷店 守谷 食事 050-3466-1280 守谷市百合ヶ丘3-266-3

ステーキハウス幌馬車守谷店 守谷 ステーキ 0297-46-4161 守谷市鈴塚294

たたきの一九　守谷店 守谷 わら焼き・茨城郷土料理 0297-38-6800 守谷市中央二丁目16番地1　アワーズもりや2F

めん商人南守谷店 守谷 ラーメン・餃子 0297-21-1515 守谷市けやき台4丁目1-5西友楽市内

ゆきむら亭守谷店 守谷 ラーメン・餃子 0297-46-1600 守谷市立沢991-14

レストランメヒコ守谷店 守谷 シーフードを中心としたレストラン 0297-46-1700 守谷市立沢988-1

モッツバー守谷 守谷 焼肉、ホルモン焼き、焼酎 0297-44-8884 守谷市中央4-13-20

九州屋台　九太郎　守谷店 守谷 九州郷土料理 0297-38-4512 守谷市中央４丁目１０−７ダッシュビル ２F

守谷百合ヶ丘食堂 守谷 料理 0297-44-6627 守谷市百合ヶ丘２丁目－２７０９－６

やよい軒守谷立沢店 守谷 定食　丼 0297-21-0121 守谷市立沢2051-8

道とん堀　南守谷店 守谷 飲食店　お好み焼き 0297-47-9703 守谷市けやき台37012

ステーキ宮 守谷店 守谷 飯物・焼物 0297-46-2905 守谷市百合ヶ丘2丁目2730-3

すたみな太郎守谷店 守谷 バイキング 0297-45-2941 守谷市百合ヶ丘2丁目2727

TRES  CLUB 守谷 酒 080-1255-7740 守谷市中央4-21-11コトブキビル2F-B

はなの舞　守谷西口店 守谷 居酒屋 029-721-0075 守谷市中央1-23-4アクロスプラザ２F

さかなや道場　守谷南口店 守谷 居酒屋 029-721-3021 守谷市中央4-13-4こべに屋守谷ビル１F

吉野家守谷美園店 守谷 牛丼 0297-20-0229 守谷市美園4丁目1-6

エイティーファイブ守谷店 守谷 ワイン　赤身肉 0297-48-9878 守谷市中央2-16-17wellナカヤマ2F

カラオケ館　守谷本町店 守谷 カラオケ 0297-46-2783 守谷市本町205-1

カラオケビッグエコー守谷店 守谷 カラオケＢＯＸ 0297-46-4881 守谷市本町249-6

はま寿司　　アクロスモール守谷店 守谷 寿司 0297-47-0067 守谷市松ヶ丘6丁目6-1

ヴィドフランス　守谷店 守谷 ベーカリー・カフェ 0297-45-9871 守谷市大字守谷字土塔甲2566-1　TX　AVENUE　MORIYA　TXコート内

Pasar守谷上り線　いばらきおやつ『FLUFFY KITCHEN』 守谷 守犬焼、果肉入りフルーツソーダなどの小腹が空いたときのお供 0297-48-5271 守谷市大柏166　Pasar守谷上り線

Pasar守谷上り線　ミルク工房　もりや 守谷 守谷さんちのミルクソフトクリーム、季節のソフトクリームなど 0297-48-5271 守谷市大柏166　Pasar守谷上り線

Pasar守谷上り線　磯揚げMARUTEN 守谷 たこ棒、チーズ棒、じゃがバター天などの練り物 0297-48-5271 守谷市大柏166　Pasar守谷上り線

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ　ｲｵﾝﾀｳﾝ守谷店 守谷 パン　コーヒー 0297-47-0659 守谷市百合ヶ丘3-249-1

吉野家TX守谷駅店 守谷 牛丼 0297-21-1711 守谷市中央3丁目2

守谷ベーカリー 守谷 パン 0297-21-0028 守谷市大柏166守谷サービスエリア上り線

大かまど寅福　守谷食堂 守谷 定食 0297-21-0123 守谷市野木崎87-3守谷サービスエリア下り線

串大将 守谷 串焼き 0297-48-5271 守谷市大柏166パサール守谷

Pasar守谷上り線　旬選倶楽部 守谷 納豆、漬物、スイートポテトなどの茨城土産 0297-48-5271 守谷市大柏166　Pasar守谷上り線

関東鉄道　守谷駅 守谷 鉄道グッズ 0297-48-0031 守谷市中央2-18-3

関鉄クリエイト本社ミニチョップ守谷店 守谷 お土産品、酒類 080-3466-1996 守谷市中央2-18-3　関東鉄道常総線守谷駅舎内

Pasar守谷上り線　いばらきまーけっと 守谷 フルーツあんみつ大福、わらび餅などの茨城スイーツ 0297-48-5271 守谷市大柏166　Pasar守谷上り線

ウエルシア守谷松並店 守谷 ドラッグストア 0297-21-0266 守谷市ひがし野4-1-9

ウエルシア薬局守谷ひがし野店 守谷 ドラッグストア 0297-21-1560 守谷市ひがし野2-2-5

株式会社カワチ薬品　守谷店 守谷 医薬品・食品・日用品 0297-46-2311 守谷市美園2-16-2

株式会社カワチ薬品　守谷松並店 守谷 医薬品・食品・日用品 0297-46-2721 守谷市松並青葉4-1-1

志ち乃　Pasar守谷店 守谷 どら焼き 029-738-7855 守谷市大柏166常磐自動車道（上り線）守谷SA Pasar守谷内

肉の大山　守谷SA店 守谷 メンチ、コロッケ、お弁当 0297-38-8004 守谷市野木崎97-3

Ｐａｓａｒ守谷アトリウム 守谷 お土産等 0297-38-7900 守谷市大柏166守谷サービスエリア（上り線）



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

サンドラッグ　守谷店 守谷 医薬品、雑貨、化粧品 0297-20-6630 守谷市松並青葉1丁目11-2

美酒堂　ブランチ守谷店 守谷 酒類 0297-21-2279 守谷市中央2-53ブランチ守谷A020区画

ジョイフル本田守谷店 守谷 日用品 0297-48-8020 守谷市松ケ丘3-8

BROAD　BREAD 守谷 ベーカリー 0297-21-7112 守谷市久保ヶ丘二丁目１７番地４

CHELSEA New York イオンタウン守谷店 守谷 雑貨 0297-38-6445 守谷市百合ヶ丘3-249-1イオンタウン守谷1F

Pasar守谷下り線　パンオトラディショネル 守谷 パン 0297-48-5277 守谷市野木崎97-3　常磐自動車道守谷サービスエリア下り線

ドラッグストア マツモトキヨシ 守谷薬師台店 守谷 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0297-48-1341 守谷市薬師台1-1-2

薬 マツモトキヨシ 守谷駅店 守谷 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0297-48-0301 守谷市中央2-18-3

セントジョウジライディングクラブ 守谷 乗馬 0297-45-5070 守谷市大柏８４８－１

とりせんみらい平店 つくばみらい 食料品 0297-47-2001 つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目2番地5

ローソン谷和原小絹店 つくばみらい おにぎり、弁当、ファストフード 0297-52-7035 つくばみらい市小絹１５４－１２

株式会社　斉藤商店　セイフル伊奈 つくばみらい ガソリン　（自動車燃料） 0297-58-9130 つくばみらい市豊体617

さくら住宅株式会社 つくばみらい タクシー 0297-52-7730 つくばみらい市細代７０４－１

ココス谷和原店 つくばみらい 食事 050-3333-3971 つくばみらい市絹の台2-14-1

ばんどう太郎みらい平店 つくばみらい 味噌煮込みうどん 029-721-5911 つくばみらい市小張4126-1

モッツバーみらい平 つくばみらい 焼肉、ホルモン焼き、焼酎 0297-44-8508 つくばみらい市陽光台1-13-7

九州屋台　九太郎　みらい平店 つくばみらい 九州郷土料理 0297-21-5565 つくばみらい市陽光台17-2ステーションタワートヨシマ2F

さかなや　魚平　守谷店 つくばみらい お寿司 0297-20-5505 つくばみらい市筒戸1507-1

北京老飯店　みらい平店 つくばみらい 中華 0297-21-5286 つくばみらい市陽光台1-10-6-1F

吉野家つくばみらい店 つくばみらい 牛丼 0297-20-5176 つくばみらい市小絹726-2

ウエルシア薬局つくばみらい伊奈店 つくばみらい ドラッグストア 0297-58-3198 つくばみらい市谷井田字北耕地1332

ウエルシア薬局みらい平駅前店 つくばみらい ドラッグストア 0297-58-7188 つくばみらい市陽光台1-14-1

ケーズデンキ つくばみらい店 つくばみらい 家電製品 0297-20-5255 つくばみらい市小絹字東中宿708-1

ドラッグストアクラモチ　谷和原店 つくばみらい 医薬品・食品・日用品 0297-57-6111 つくばみらい市小絹925-3

ドラッグストアセキ富士見ヶ丘店 つくばみらい 医薬品・化粧品・日用品・食品 0297-47-2800 つくばみらい市富士見ヶ丘一丁目1番

ヤマダデンキ　テックランドNewつくばみらい店 つくばみらい 家電 0297-38-8771 つくばみらい市筒戸2189-1

ツルハドラッグみらい平店 つくばみらい 医薬品、化粧品、雑貨、食品 0297-57-7780 つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目2番地1

ローソン稲敷犬塚 稲敷 食料品（お弁当・おにぎり・軽食・飲料など）・日用雑貨など 0298-93-0622 稲敷市犬塚1588ｰ1

ローソン稲敷佐倉 稲敷 食料品（お弁当・おにぎり・軽食・飲料など）・日用雑貨など 029-879-5251 稲敷市佐倉1253－2

セブンイレブン桜川浮島店 稲敷 おにぎり、弁当、サンドウィッチ、飲料、酒、タバコ等 029-840-7050 稲敷市浮島53145-5

Premium Service 稲敷 運転代行 080-7743-0886 稲敷市江戸崎乙206

ココス江戸崎店 稲敷 食事 050-3333-0286 稲敷市江戸崎甲543－1

とんかつ咲咲 稲敷 とんかつ定食 029-875-6682 稲敷市神宮寺36-16

にんたまラーメン　ゆにろーず角崎店 稲敷 ラーメン 0297-60-6060 稲敷市角崎1649-7

はま寿司　稲敷江戸崎店 稲敷 寿司 0298-40-5061 稲敷市江戸崎甲4864-1

ゆきむら亭パルナ店 稲敷 ラーメン 0299-80-5735 稲敷市西代1495ショッピングセンターパルナ

こもれび森のイバライド 稲敷 体験 029-892-3911 稲敷市上君山2060-1

稲敷の家 稲敷 宿泊施設 080-8032-5300 稲敷市犬塚862

ウエルシア稲敷釜井店 稲敷 ドラッグストア 0299-80-4055 稲敷市釜井435-1

ケーズデンキ 稲敷江戸崎店 稲敷 家電製品 029-834-5080 稲敷市江戸崎字荒句甲325-3

ケーズデンキ 稲敷店 稲敷 家電製品 0299-78-2244 稲敷市西代字東田1495番地

ドラッグストアセキ稲敷店 稲敷 医薬品・化粧品・日用品・食品 029-869-7411 稲敷市犬塚1560番1

西川園　稲敷パルナ店 稲敷 日本茶・海苔・お土産品 0299-78-3690 稲敷市西代１４９５ショッピングセンター　パルナ

ツルハドラッグ江戸崎店 稲敷 医薬品、化粧品、雑貨、食品 029-834-5933 稲敷市江戸崎甲3-28

浜田商店 稲敷 家電品 029-894-2714 稲敷市阿波１４９８－１

ドラッグストア マツモトキヨシ 江戸崎店 稲敷 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 029-892-7712 稲敷市江戸崎町甲2137

ドラッグストアマツモトキヨシ 西代パルナ店 稲敷 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0299-80-5822 稲敷市西代1495

株式会社コバヤシ観光 古河 一般貸切旅客観光バスの運行 0280-98-3695 古河市関戸1759-14

ファミリーマート古河横山町店 古河 食品日用品 0280-21-1020 古河市横山町3丁目1-2

フアミリーマート古河東本町店 古河 食品 0280-30-1665 古河市古河520-1

イオン古河店 古河 総合スーパー 0280-31-7131 古河市旭町1-2-17

クスリのアオキ　おなぬま店 古河 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0280-23-2122 古河市女沼1647番地1

クスリのアオキ　下山町店 古河 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0280-33-8835 古河市下山町17番33号

クスリのアオキ　関戸店 古河 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0280-33-5120 古河市関戸1737番地1

クスリのアオキ　坂間店 古河 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0280-23-6672 古河市坂間226番地1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

クスリのアオキ　東牛谷店 古河 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0280-23-5120 古河市東牛谷478番地

ジャパンミート卸売市場古河店 古河 食料品 0280-32-5529 古河市上辺見 519-1

とりせん小堤店 古河 食料品 0280-23-1870 古河市小堤1919

とりせん総和店 古河 食料品 0280-92-7490 古河市下大野2008-1

ファミリーマート古河旭町店 古河 飲食料品 0280-30-5020 古河市旭町2-1-55

ファミリーマート古河東二丁目店 古河 飲食料品 0280-30-8371 古河市東2-20-65

ローソン古河葛生 古河 食品・日用品等 0280-92-8433 古河市葛生5-1

ローソン総和大堤 古河 食品、日用品 0280-48-5078 古河市大堤1970-2

ローソン古河下辺見 古河 食品、日用品 0280-33-2633 古河市下辺見2433

ローソン三和諸川 古河 食品、日用品 0280-77-1151 古河市諸川645-1

ローソン三和町上片田店 古河 食品.日用品 0280-75-1123 古河市上片田689-1

ローソン古河仁連 古河 食品、日用品 0280-23-3963 古河市仁連1571-8

うおとみ三和店 古河 食料品 0280-23-2231 古河市尾崎5307

スーパーフレッシュ古河店 古河 食料品 0280-48-5131 古河市鴻巣983－1

りらくる古河店 古河 リラクゼーション 050-8884-4424 古河市三杉町１丁目１－１１

トヨタレンタリース古河駅前 古河 レンタカー 0280-32-0077 古河市東本町1-80-1

ニッポンレンタカー古河駅前営業所 古河 レンタカー 0280-31-3919 古河市東1-10-21

壱番亭古河店 古河 ラーメン 	0280-98-2915 古河市東牛谷484

オリーブの丘　総和十間道路店 古河 パスタ、ピザ、ドルチェ 028-023-6493 古河市上辺見341-1

隠れ菴　忍家　古河店 古河 居酒屋 0280-30-8511 古河市古河839-1

かつ太郎丘里店 古河 とんかつ 0280-97-1151 古河市関戸 1160-10

かつ太郎総和店 古河 とんかつ 0280-92-9333 古河市高野 541-6

グルメハウス　集。 古河 酒、食事 0280-23-4483 古河市東１丁目5-24

ココス古河店 古河 食事 050-3333-7095 古河市原町199－3

ココス総和牛谷店 古河 食事 050-3333-9258 古河市大字西牛谷字上手206－1

8代葵フルーツパーラー 古河 フルーツ 0280-33-6121 古河市高野 540-1

ばんどう太郎古河店 古河 味噌煮込みうどん 0280-22-5501 古河市牧野地431-1

フライングガーデン古河店 古河 飲食 0280-30-0011 古河市東本町２１５０－１

丸満餃子 古河 餃子 0280-32-3615 古河市本町36-14

レストラン杉並 古河 料理 0280-22-0226 古河市中央町１－８－３２

炎座古河店 古河 焼肉 0296-25-6787 古河市西牛谷1263-3

居酒屋佐喜 古河 居酒屋 0280-32-7761 古河市東1丁目6−13

佐喜バー 古河 カラオケバー　飲み放題 0280-23-5523 古河市東1丁目6-13

そば処 大むら 古河 そば、うどん 0280-92-1017 古河市駒羽根410-5

処々 来ねか 古河 食品 0280-33-1570 古河市東本町1-22-23

海山亭いっちょう古河店 古河 寿司・うどん・蕎麦 0280-47-1278 古河市新久田220-2

吉野家125号線古河店 古河 牛丼 0280-30-5035 古河市西牛谷1017-5

吉野家JR古河駅店 古河 牛丼 0280-23-6344 古河市本町1-1-15

ステーキハウス千里 古河 飲食 0280-22-7790 古河市横山町１－４－１３

食彩厨房魚かつ 古河 釜めし 0280-32-3262 古河市上辺見2552

カラオケバンバン古河三杉町店 古河 飲食含むカラオケサービス 050-3134-0691 古河市三杉町2-5-20

カラオケBanBan古河鴻巣店 古河 軽食 050-3134-7840 古河市鴻巣890

デニーズ古河店 古河 ファミリーレストラン 080-3459-1732 古河市下山町１丁目５４

むらさきはなな 古河 味噌煮込みうどん 0280-76-3551 古河市仁連１４３６－１

カラオケビッグエコー古河店 古河 カラオケＢＯＸ 0280-31-5441 古河市西牛谷1014-3

矢まと　古河店 古河 和風居酒屋 0280-30-7085 古河市本町1-1-15 VAL古河店1F １０１号

はま寿司 古河旭町 古河 寿司 070-7484-2921 古河市旭町1-17-64

道とん堀古河総和店 古河 お好み焼き、もんじゃ焼き 0280-97-2898 古河市東牛谷453-1

焼肉きんぐ 古河店 古河 焼肉 0280-23-3022 古河市大堤147-1

丸源ラーメン 古河店 古河 ラーメン 0280-33-3742 古河市大堤138-1

ヴィドフランス　古河店 古河 ベーカリー・カフェ 0280-32-0660 古河市本町1-1-15　ＪＲ古河駅ＶＡＬ内

坂東太郎古河総本店 古河 味噌煮込みうどん 0280-23-5041 古河市駒羽根字柏葉412-1

徳樹庵古河店 古河 寿司・そば・天ぷら 0280-30-8071 古河市東本町4-2185

はなまるうどんイオン古河店 古河 うどん 0280-33-7497 古河市旭町1－2－17イオン古河店1階フードコート

レストランSUNROSE 古河 ハンバーグ、ステーキ 0280-22-0238 古河市中央町3-2-5



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

大谷旅館 古河 宿泊施設 090-6165-4080 古河市尾崎2369-2

ホテルルートイン古河駅前 古河 宿泊事業 0280-32-9500 古河市東1-12-7

イソハタ薬局中央町店 古河 医薬品 化粧品 雑貨 0280-22-0041 古河市中央町１－２－３４

ウエルシア茨城総和薬局 古河 ドラッグストア 0280-91-2055 古河市下大野2008

ウエルシア古河三和店 古河 ドラッグストア 0280-77-3508 古河市諸川1114-3

ウエルシア古河三和東店 古河 ドラッグストア 0280-77-1338 古河市諸川字井耕地259-7

ウエルシア古河東牛谷店 古河 ドラッグストア 0280-30-1110 古河市東牛谷1484-1

ウエルシア古河三杉店 古河 ドラッグストア 0280-31-6618 古河市三杉町2-4-5

ウエルシア薬局古河鴻巣店 古河 ドラッグストア 0280-48-5228 古河市鴻巣956-1

ウエルシア薬局古河総和店 古河 ドラッグストア 0280-30-1005 古河市下辺見2715

ウエルシア薬局古河諸川店 古河 ドラッグストア 0280-75-0622 古河市諸川1166

ウエルシア薬局ＶＡＬ古河店 古河 ドラッグストア  0280-30-3248 古河市本町1-1-15　VAL古河駅ﾋﾞﾙ内

株式会社カワチ薬品　古河店 古河 医薬品・食品・日用品 0280-31-1640 古河市旭町1-17-66

株式会社カワチ薬品　総和店 古河 医薬品・食品・日用品 0280-92-7609 古河市駒羽根821-3

株式会社カワチ薬品　古河南店 古河 医薬品・食品・日用品 0280-48-7060 古河市鴻巣899-1

ケーズデンキ 古河中央店 古河 家電製品 0280-97-2321 古河市西牛谷603-1

ケーズデンキ マーケットシティ古河店 古河 家電製品 0280-23-6355 古河市松並2丁目18-10

鈴木石材 古河 石材製品の販売および付帯事項 0280-32-1467 古河市東本町1-11-7

ドラッグセイムス　松並店 古河 食品、雑貨、医薬品、化粧品等 0280-30-7015 古河市松並１－８－２６

やまや古河店 古河 お酒 0280-33-6855 古河市東4-17-24

道の駅まくらがの里こが 古河 野菜、パン、お土産などの販売 0280-23-2661 古河市大和田2623道の駅まくらがの里こが

ツルハドラッグ古河諸川店 古河 医薬品、化粧品、雑貨、食品 0280-75-0788 古河市諸川1787-1

茶丸山園　古河店 古河 日本茶・海苔 0280-31-4706 古河市本町1-1-15VAL古河1F

イエローハット総和店 古河 カー用品 0280-97-1080 古河市東牛谷430-1

ビバホーム古河店 古河 工具・木材 0280-31-9611 古河市旭町1-2-3

生鮮市場 古河 生鮮食品 0280-30-0444 古河市本町1丁目1番15号VAL古河1F

華のれん 古河 土産 0280-30-7613 古河市本町1丁目1番15号VAL古河1F

ジョイフル本田古河店 古河 日用品 0280-98-2531 古河市西牛谷347

ビバホーム三和店 古河 大工用品・園芸用品・ペット用品 0280-76-6633 古河市諸川1659-1

京樽 古河駅 ビル（ＶＡＬ） 古河 お寿司 0280-31-4690 古河市本町１丁目１番１５号　

ドラッグストア マツモトキヨシ マーケットシティ古河店 古河 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0280-30-1285 古河市松並2-18-10

ブックエース総和店 古河 書籍販売・レンタルビデオ 0280-33-0900 古河市上辺見549-2

株式会社ヤマダデンキ　テックランド古河店 古河 家電製品 0280-30-0505 古河市西牛谷1002-1

株式会社Musubi  古河 茨城県古河市着地型企画旅行　クラシックカー＆プレステージカーツアー 0280-33-3026 古河市幸町1-37

クスリのアオキ　水海道諏訪店 常総 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0297-44-7081 常総市水海道諏訪町3249番地4

とりせん大沢店 常総 食料品 0297-30-8580 常総市大沢1938-2

ファミリーマート内守谷きぬの里店 常総 食料品　飲料 0297-27-9558 常総市内守谷町きぬの里1丁目10ー1

ローソン常総新石下店 常総 食品 0297-42-3884 常総市新石下字駒離1607-1

セブンイレブン常総山田南店 常総 食品 0297-23-4101 常総市水海道山田町4646

セブンイレブン水海道諏訪町店 常総 食品 0297-22-1123 常総市水海道橋本町3296-10

ローソン常総鴻野山店 常総 日用品・食品・飲料 0297-38-5335 常総市鴻野山芝原1665-8

セブンイレブン水海道駅前店 常総 食料品 雑貨 0297-23-0771 常総市水海道宝町2820−1

りらくる水海道店 常総 リラクゼーション 050-8884-4416 常総市水海道山田町1080-1

トヨタレンタリース石下 常総 レンタカー 0297-42-1010 常総市新石下1581

かつ太郎石下店 常総 とんかつ 0297-30-4301 常総市新石下 1658-1

ココス石下店 常総 食事 050-3333-6811 常総市新石下4534

ココス水海道バイパス店 常総 食事 050-3656-9368 常総市新井木町100－3

炎座石下店 常総 焼肉 0297-21-2126 常総市新石下 字駒離1632-1

バーベキュー村森の里 常総 バーベキューコース 0297-24-1996 常総市豊岡町乙1996-1

マルタキ水海道駅前店 常総 アルコール　食事 090-5752-9113 常総市水海道宝町2725-1

コロッケ倶楽部茨城石下店 常総 カラオケボックス 029-743-0070 常総市本石下4421　トライアル石下店2階

はま寿司 常総石下 常総 寿司 070-7484-2921 常総市石下4023

あすなろダイニング＆里カフェ 常総 レストランカフェ 0297-27-2364 常総市310

天然温泉　きぬの湯 常総 温泉入浴、売店、飲食店 0297-20-3751 常総市内守谷町きぬの里1丁目5-6

つくばタウンホテル 常総 宿泊 0297-42-2038 常総市新石下５６３



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ホテルルートイン水海道駅前 常総 宿泊事業 0297-30-0011 常総市水海道宝町1555-2

水海道第一ホテル 常総 宿泊施設 0297-23-2011 常総市水海道宝町2718

関東鉄道　水海道駅 常総 鉄道グッズ 0297-22-0453 常総市水海道宝町2861-2

ウエルシア常総北水海道店 常総 ドラッグストア 0297-30-6030 常総市水海道森下町4141-1

ウエルシア薬局常総石下店 常総 ドラッグストア 0297-42-0578 常総市新石下3930-1

ウエルシア薬局常総向石下店 常総 ドラッグストア 029-742-3138 常総市向石下857-2

株式会社カワチ薬品　石下店 常総 医薬品・食品・日用品 0297-42-0350 常総市新石下4067

株式会社カワチ薬品　水海道店 常総 医薬品・食品・日用品 0297-22-5171 常総市水海道淵頭町4550-2

ケーズデンキ 常総店 常総 家電製品 0297-42-0303 常総市新石下字駒離1563番地

ドラッグストアセキ鴻野山店 常総 医薬品・化粧品・日用品・食品 0297-34-7101 常総市鴻野山芝原1655-1

有限会社鳥末食品 常総 筑波巻 0297-24-3021 常総市豊岡町乙1996-1

竹村酒造店 常総 清酒 0297-23-1155 常総市水海道宝町3374-1

ツルハドラッグ水海道店 常総 医薬品、化粧品、雑貨、食品 0297-30-6268 常総市水海道宝町2771番

ツルハドラッグ水海道栄町店 常総 医薬品、化粧品、雑貨、食品 0297-30-7268 常総市水海道栄町2680-2

ビバホーム水海道店 常総 日用雑貨、園芸用品、大工用品 0297-23-0141 常総市水海道森下町4138-1

エンジェルジップ　スカイスポーツ　つくば 常総 モーターパラグライダー体験等 0297-22-5910 常総市大崎町308-1

石下ボウル 常総 ボウリング・アミューズ・卓球 0297-21-5024 常総市本石下4421-1　メガセンタートライアル２階

クスリのアオキ　岩井店 坂東 医薬品・化粧品・日用雑貨など 029-830-4690 坂東市岩井3285番地1

クスリのアオキ　沓掛店 坂東 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0297-34-1082 坂東市沓掛4248番地1

とりせん岩井店 坂東 食料品 0297-36-2233 坂東市岩井3357-1

ファミリーマート坂東辺田店 坂東 食料品　飲料 0297-20-8621 坂東市辺田1402ー90

ローソン坂東神田山店 坂東 日用品・食品・飲料 0297-35-3150 坂東市神田山1606

ローソン坂東半谷 坂東 食品・日用品 0297-448933 坂東市半谷２２４-１

ローソン坂東借宿店 坂東 日用品・食品・飲料 0297-21-2828 坂東市借宿1184-1

坂東ファミリーボウル 坂東 ボウリング場 029-736-0770 坂東市辺田1104-1ヨークタウン坂東2F

りらくる坂東店 坂東 リラクゼーション 050-8884-4428 坂東市辺田485-1

隠れ菴　忍家　坂東店 坂東 居酒屋 0297-20-8660 坂東市辺田1141-13

ココス岩井店 坂東 食事 050-3333-2252 坂東市辺田630－1

カラオケBanBan坂東岩井店 坂東 飲食含むカラオケサービス 050-3134-0791 坂東市岩井2851-4

はま寿司 坂東岩井 坂東 寿司 070-7484-2921 坂東市辺田1402-77

魚吉 坂東 魚料理　酒類 0297ｰ35ｰ0209 坂東市岩井2887ｰ4

蕎麦ダイニング古菅 坂東 日本蕎麦 0297-34-0075 坂東市辺田1521-2

元祖からあげ家　とりのいち　坂東店 坂東 唐揚げ弁当 0297-21-3422 坂東市辺田１１４４−１０

有限会社菊地煎餅店 坂東 米菓　煎餅 0297-35-4562 坂東市大馬新田１４１－３

ウエルシア坂東岩井本町店 坂東 ドラッグストア 0297-36-3068 坂東市岩井2746番地

株式会社カワチ薬品　坂東店 坂東 医薬品・食品・日用品 0297-35-3685 坂東市辺田1104-1

紳士服コナカ岩井店 坂東 衣料品 0297-36-3145 坂東市岩井2869-7

ドラッグストアクラモチ　沓掛店 坂東 医薬品・食品・日用品 0297-44-3111 坂東市沓掛4111-1

ドラッグストアセキ岩井店 坂東 医薬品・化粧品・日用品・食品 0297-36-4100 坂東市岩井5093-9

ドラッグストアセキ辺田店 坂東 医薬品・化粧品・日用品・食品 0297-47-3110 坂東市辺田632-6

ヤマダデンキ　テックランド坂東岩井店 坂東 家電 0297-38-6182 坂東市辺田1213-26

クスリのアオキ岩井店 坂東 医薬品、化粧品、日用雑貨等 0297-38-6075 坂東市岩井字屋敷尻3279番8外

ブックエースTSUTAYA坂東店 坂東 書籍販売・レンタルビデオ 0297-47-5180 坂東市辺田1104-1　ヨークタウン坂東内

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 坂東 入館券、年間パスポート 0297-38-2000 坂東市大崎700

ばんどう太郎五霞店 五霞 味噌煮込みうどん 0280-80-1411 猿島郡五霞町大字冬木 2906

道の駅ごか 五霞 飲食　お土産　野菜 0280-84-1000 猿島郡五霞町ごかみらい13-3

ウエルシア茨城五霞店 五霞 ドラッグストア 0280-80-0422 猿島郡五霞町原宿台4-13

クスリのアオキ　茨城境店 境 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0280-23-6025 猿島郡境町2129番地1

SAKAI Tennis Court 2020 境 テニス用品 0280-87-5506 猿島郡境町上小橋560-3

境町アーバンスポーツパーク 境 BMX インラインスケート 0280-87-5506 猿島郡境町上小橋560-3

境町ホッケーフィールド 境 フィールドホッケー場の利用 0280-87-5506 猿島郡境町みらい平二丁目８番地

平川モータース 境 レンタカー 0280-87-0551 猿島郡境町長井戸730-14

WO-29Butchers 境 焼肉 0280-33-6561 猿島郡境町西泉田1230-1

親家さむらい 境 寿司 0280-87-3017 猿島郡境町長井戸 267-2

ココス茨城境町店 境 食事 050-3333-4119 猿島郡境町字向地811-1

ステーキハウス幌馬車境店 境 ステーキ 0280-87-8769 猿島郡境町染谷３１５−４

8代葵カフェハワイ境店 境 パンケーキ 0280-23-2623 猿島郡境町西泉田1230-1

ばんどう太郎総本店 境 味噌煮込みうどん 0280-87-3016 猿島郡境町長井戸 297-1



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

坂東離宮 境 和牛・かに 0280-23-6881 猿島郡境町上小橋567-1

フライングガーデン境町店 境 飲食 0280-81-2008 猿島郡境町長井戸２１２

HOSHIIMONO 100 Cafe 境 干し芋カフェ 0280-33-3118 猿島郡境町1459-1

御老公の湯境店 境 飲食、施設内利用料金 0280-33-4126 猿島郡境町1327-1

ウエルシア薬局茨城境町店 境 ドラッグストア 0280-81-2151 猿島郡境町38-3

ケーズデンキ 境ＦｉＳＳ店 境 家電製品 0280-86-7500 猿島郡境町1156-1

ドラッグストアクラモチ　境店 境 医薬品・食品・日用品 0280-81-2088 猿島郡境町458

ドラッグストアセキ境店 境 医薬品・化粧品・日用品・食品 0280-81-1100 猿島郡境町230-1

ホテルスタンバイリーグさかい 境 宿泊施設 0280-23-1473 猿島郡境町蛇池706-1

野口熊太郎茶園 境 お茶、急須 0280-87-0128 猿島郡境町1144

クスリのアオキ　アクロス通り店 結城 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0296-45-8217 結城市大字結城7013番地1

クスリのアオキ　結城店 結城 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0296-45-5870 結城市大字結城12058番地1

とりせん結城店 結城 食料品 0296-33-1280 結城市新福寺六丁目１１番地４

ローソン結城アクロス通り 結城 コンビニエンス業 0296-33-0061 結城市大字結城8466

ローソン結城中央町一丁目 結城 コンビニエンス業 0296-45-7355 結城市中央町36986

ローソン結城小塙店 結城 食品・日用品 0296-33-4486 結城市大字結城字上小塙３５３４-５

ローソン結城上山川 結城 食品・日用品 0296-45-7872 結城市大字上山川５０４８-１

うおとみ結城店 結城 食料品 0296-32-3111 結城市結城550

ＯＴＡＫＡジャズ教室 結城 音楽教室 0296-47-5662 結城市結城2740

ムートンシーツのセクレ 結城 寝具 0296-33-3939 結城市結城9740

りらくる結城店 結城 リラクゼーション 050-8884-4423 結城市新福寺5丁目10-2

結城合同タクシー有限会社 結城 タクシー 0296-33-4141 結城市大字結城7518-8

O’s JAZZ BAR 結城 ベルギー・ビール 0296-47-5662 行方市手賀4478-5

かつ太郎結城店 結城 とんかつ 0296-20-8581 結城市新福寺6-1

ココス結城店 結城 食事 050-3333-0784 結城市結城13789

はなの舞　結城店 結城 海鮮 0296-21-2005 結城市新福寺2-18-2

フライングガーデン結城店 結城 飲食 0296-20-8701 結城市下り松６丁目１－５

どんぐり食堂 結城 飲食物　お弁当など 0296-54-6233 結城市中央町1-7-9

安楽亭 結城店 結城 焼肉 0296-21-3033 結城市城南町1-1-9

海山亭いっちょう結城店 結城 寿司・うどん・蕎麦 0296-54-5878 結城市結城9895

La・kamt 結城 パスタ・ピザ・デザート 0296-34-0118 結城市結城8776－8

吉野家カインズ結城店 結城 牛丼 0296-20-8121 結城市結城9784-3

はま寿司 結城 結城 寿司 070-7484-2921 結城市下り松6-9-2

ウエルシア結城下り松店 結城 ドラッグストア 0296-34-1892 結城市下り松四丁目1番地4

ウエルシア結城新福寺店 結城 ドラッグストア 0296-21-2281 結城市新福寺2-21-6

ウエルシア結城富士見店 結城 ドラッグストア 0296-32-6988 結城市大字結城10609番地1

株式会社カワチ薬品　結城南店 結城 医薬品・食品・日用品 0296-33-7361 結城市下り松6-9-20

カワチ薬品　結城北店 結城 医薬品 0296-34-0250 結城市結城7556-1

ケーズデンキ 結城店 結城 家電製品 0296-33-0933 結城市下り松三丁目1番地5

紳士服コナカ結城店 結城 衣料品 0296-20-8501 結城市新福寺6-10-6

たちかわ　どら焼屋　結城店 結城 どら焼 0296-21-2311 結城市新福寺5-16-8

ドラッグストアクラモチ　結城店 結城 医薬品・食品・日用品 0296-34-8888 結城市新福寺5-16-3

結城つむぎセンター 結城 茨城のお土産・結城紬製品・桐下駄 0296-32-6088 結城市下り松6-6-3

秋葉糀味噌醸造株式会社 結城 味噌、糀、糀関連商品 0296-32-3923 結城市結城174

カインズスーパーセンター結城店 結城 日用品 0296-21-3000 結城市結城公達9784-3

サンドラッグ　結城店 結城 医薬品、雑貨、化粧品 0296-34-7701 結城市結城11839-1

ブックエース結城店 結城 書籍販売・レンタルビデオ 0296-33-7711 結城市中央町1-4-6

イオン下妻店 下妻 食品・衣料品・暮らしの品 0296-60-1702 下妻市堀篭972-1

クスリのアオキ　新治店 下妻 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0296-54-6775 筑西市新治1991番地191

クスリのアオキ　千代川店 下妻 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0296-49-6170 下妻市原482番地

とりせん下妻店 下妻 食料品 0296-30-5271 下妻市下妻丙853

ファミリーマート下妻箕輪店 下妻 食料品　飲料 0296-30-0121 下妻市下妻字箕輪丙653ー1

居酒屋　集。 下妻 飲食 0296-44-0091 下妻市下妻丙405-5

ココス下妻店 下妻 食事 050-3333-1515 下妻市下妻乙438－1

8代葵カフェ下妻店 下妻 パンケーキ 0296-45-6261 下妻市砂沼新田32-11

ばんどう太郎下妻店 下妻 味噌煮込みうどん 0296-30-1231 下妻市堀籠字原内 933



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

焼肉百萬下妻店 下妻 焼肉 0296-30-5411 下妻市大字堀籠 931-1

デンバープレミアム下妻店 下妻 ハンバーグステーキ 0298-48-6671 下妻市堀篭972-1イオンモール下妻店

道とん堀　下妻店 下妻 お好み焼き 0296-30-5520 下妻市本宿町2-2-58

海と大地のご馳走家すずらん 下妻 常陸牛ローストビーフ 0296-43-6435 下妻市小島925-6

四六時中　下妻店 下妻 和食 080-7147-3665 下妻市堀籠972-1イオンモール下妻1階

カジュアルダイニング　RUFF 下妻 そば 0296-72-5676 下妻市本宗道1021-1

はま寿司 下妻 下妻 寿司 070-7484-2921 下妻市古沢1-5

坂東太郎下妻総本店 下妻 味噌煮込みうどん 0296-45-6721 下妻市砂沼新田54-1

はなまるうどんイオンモール下妻店 下妻 うどん 0296-54-6870 下妻市堀篭972-1イオンモール下妻店2階フードコート

果汁工房果琳　イオンモール下妻店 下妻 フルーツジュース 0296-44-5070 下妻市堀篭972-1イオンモール下妻1階

関東鉄道　下妻駅 下妻 鉄道グッズ 0296-44-2659 下妻市下妻乙363-2

ウエルシア下妻古沢店 下妻 ドラッグストア 0296-44-3101 下妻市古沢563

ウエルシア薬局下妻新千代川店 下妻 ドラッグストア 0296-43-1018 下妻市田下593

ケーズデンキ 下妻店 下妻 家電製品 0296-44-8899 下妻市横根557

下妻マルシェ 下妻 物販 0296-45-6411 下妻市砂沼新田32-11

紳士服コナカ下妻店 下妻 衣料品 0296-43-2159 下妻市下妻乙453-4

ドラッグストアクラモチ　下妻店 下妻 医薬品・食品・日用品 0296-30-1155 下妻市下妻丁409-1

ドラッグセイムス　下妻田町店 下妻 食品、雑貨、医薬品、化粧品等 0296-30-7081 下妻市田町1-5

ダイユーエイト茨城下妻店 下妻 生活必需品 0296-43-7488 下妻市下妻戊135

イエローハット下妻店 下妻 カー用品 0296-45-1135 下妻市高道祖字西原1384-21

グランサックス下妻店 下妻 バッグ他 0296-30-0838 下妻市堀篭９７２－１イオンモール下妻１Ｆ

CHELSEA New York イオンモール下妻店 下妻 雑貨 0296-45-8628 下妻市堀篭972-1イオンモール下妻店１F

ドラッグストア マツモトキヨシ 下妻店 下妻 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0296-43-1520 下妻市大字下妻丙853

ブックエース下妻店 下妻 書籍販売・レンタルビデオ 0296-43-7911 下妻市下妻戊115-1

クスリのアオキ　直井店 筑西 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0296-48-6856 筑西市直井1167番地

クスリのアオキ　明野店 筑西 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0296-45-7215 筑西市海老ヶ島787番地3

セブンイレブン下館小川 筑西 飲食料品 0296-28-8807 筑西市小川１２０７－１１

セブンイレブン下館島 筑西 飲食料品 0296-22-3870 筑西市島８０－１

セブンイレブン筑西川島 筑西 飲食料品 0296-48-7110 筑西市女方14-1

とりせん下館店 筑西 食料品 0296-28-3900 筑西市玉戸1018-35

ローソン筑西関本上店 筑西 食品・日用品 0296-21-5515 筑西市関本上字三道２３２-４

ファミリーマート下館八丁台店 筑西 食品 029-624-0039 筑西市八丁台35

下館ゴルフ倶楽部 筑西 ゴルフプレー代 0296-20-1111 筑西市茂田1858-10

下館パークゴルフ場 筑西 パークゴルフプレー代 0296-22-4189 筑西市ザ・ヒロサワ・シティ

CHILLBASE織田鍼灸院 筑西 鍼灸マッサージ 070-4356-9691 筑西市乙1038

茂田給油所 筑西 ガソリン 0296-25-3450 筑西市茂田南原1753-4

トヨタレンタリース筑西 筑西 レンタカー 0296-20-2100 筑西市玉戸992-11

オリックスレンタカー下館駅前店 筑西 レンタカー 0296-23-6855 筑西市二木成９２４－３

壱番亭下館店 筑西 ラーメン 0296-25-2914 筑西市下岡崎3-1-1

隠れ菴　忍家　下館店 筑西 居酒屋 0296-20-1170 筑西市西谷貝沼堀344-1

ココス下館店 筑西 食事 050-3333-5671 筑西市二木成86－3

ココス下館バイパス店 筑西 食事 050-3333-0745 筑西市外塚18－114

ナチュラルセンスいのせ 筑西 中国料理、フレンチイタリアン 0296-28-0400 筑西市伊佐山１２５

8代葵カフェ協和店 筑西 パンケーキ 0296-45-7801 筑西市門井1722-8

ばんどう太郎下館店 筑西 味噌煮込みうどん 0296-28-1801 筑西市玉戸 995-1

フライングガーデン下館店 筑西 飲食 0296-23-2211 筑西市西谷貝４５６－３

炎座本店 筑西 焼肉 0296-28-8388 筑西市玉戸山ヶ島1868-1

ゆきむら亭下館店 筑西 ラーメン・餃子 0296-28-8789 筑西市布川1249-100

大吉 筑西 お好み焼き 0296-24-7245 筑西市乙94

浜べゑ　下館駅前 筑西 海鮮浜焼き 0296-20-1322 筑西市乙88-1

千石ヤ 筑西 食べ物 0296-24-4330 筑西市稲野辺168-1

吉野家294号線下館店 筑西 牛丼 0296-21-0633 筑西市西谷貝330

旬彩遊膳かねきや 筑西 ランチサービス　飲食 0296-57-2030 筑西市門井1939-2

麺屋あおい 筑西 ラーメン 0296-47-6228 筑西市乙883

はま寿司 下館店 筑西 寿司 070-7484-2921 筑西市下岡崎2-17-13



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

ステーキ宮 下館店 筑西 飯物・焼物 0296-25-1155 筑西市外塚138-1

カルビ大将 下館店 筑西 飯物・焼物 0296-22-2955 筑西市下中山字西鶴374-1

坂東太郎協和総本店 筑西 味噌煮込みうどん 0296-54-5521 筑西市門井1722-1

ピザーラ下館店 筑西 ピザ等 0296-24-3700 筑西市菅谷1611

ザ・ヒロサワ・シティロッジ 筑西 宿泊施設 0296-45-5601 筑西市茂田595-8

平成ホテル 筑西 宿泊 朝食 0296-28-6444 筑西市伊佐山160-8

ホテルルートイン下館 筑西 宿泊事業 0296-23-1611 筑西市西谷貝360-1

関東鉄道　下館駅 筑西 鉄道グッズ 0296-24-6035 筑西市乙84-10

アート・カフェ・プローレ 筑西 お土産等 029-22-7710 筑西市ザ・ヒロサワ・シティ

ウエルシア薬局下館二木成店 筑西 ドラッグストア 0296-24-6568 筑西市二木成943

ウエルシア薬局下館南店 筑西 ドラッグストア 0296-21-0227 筑西市乙916

ウエルシア薬局筑西協和店 筑西 ドラッグストア 0296-57-5318 筑西市新治1996-26

株式会社カワチ薬品　下館西店 筑西 医薬品・食品・日用品 0296-25-1961 筑西市西谷貝247-1

株式会社カワチ薬品　下館南店 筑西 医薬品・食品・日用品 0296-25-6103 筑西市下岡崎3-9-1

ケーズデンキ 筑西店 筑西 家電製品 0296-28-8001 筑西市布川1249-20

紳士服コナカ下館店 筑西 衣料品 0296-22-2911 筑西市外塚117

たちかわ　下館南店 筑西 洋菓子 0296-20-0200 筑西市二木成1600-5

館最中本舗　湖月庵 筑西 和菓子・せんべい 0296-22-2513 筑西市稲荷町丙202-13

筑西支所売店 筑西 食料品・お土産 0296-24-9309 筑西市二木成６１５筑西合同庁舎

ドラッグストアクラモチ　明野店 筑西 医薬品・食品・日用品 0296-52-6200 筑西市海老ヶ島905-1

ドラッグセイムス　下館店 筑西 食品、雑貨、医薬品、化粧品等 0296-23-3567 筑西市甲919-1

ドン・キホーテ　下館店 筑西 食料品、日用品 0296-20-1601 筑西市西谷貝813

菓子庵たちかわ　本店 筑西 和菓子 0296-22-3268 筑西市丙274

ヤマダデンキ テックランドNew筑西店 筑西 家電品 0296-26-6650 筑西市布川1249-8

ツルハドラッグ関城店 筑西 医薬品、化粧品、雑貨、食品 0296-21-5268 筑西市関本中73-1

ツルハドラッグ黒子店 筑西 医薬品、化粧品、雑貨、食品 0296-49-6656 筑西市井上字仲道401番地1

イエローハット下館店 筑西 カー用品 0296-25-1680 筑西市下岡崎2-24-3

ドラッグストア マツモトキヨシ 玉戸モール店 筑西 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0296-26-8233 筑西市玉戸1018-41

ブックエース下館店 筑西 書籍販売・レンタルビデオ 0296-23-3150 筑西市市野辺223-1

道の駅　グランテラス筑西 筑西 野菜、土産物 0296-45-5055 筑西市川澄1850

廣澤美術館 筑西 入場料 0296-45-6228 筑西市ザ・ヒロサワ・シティ

クスリのアオキ　桜川岩瀬店 桜川 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0296-71-8222 桜川市岩瀬2687番地8

ローソン桜川岩瀬店 桜川 食品 0296-76-2360 桜川市岩瀬271-1

岩瀬桜川カントリークラブ 桜川 ゴルフ場 0296-75-5511 桜川市門毛2150

岡田ハイヤー合資会社 桜川 タクシー 029-675-2009 桜川市岩瀬177

壱番亭岩瀬店 桜川 ラーメン 0296-75-1347 桜川市上野原地新田148-2

ココス岩瀬店 桜川 食事 050-3333-5856 桜川市東桜川1－18

塩で食べる俵ハンバーグの店　ペンギン 桜川 ハンバーグ 0296-54-1193 桜川市真壁町塙世560-1

ゆきむら亭岩瀬店 桜川 ラーメン・餃子 0296-76-5789 桜川市青柳433

伊勢屋旅館 桜川 宿泊施設 0296-55-0176 桜川市真壁町真壁１９３

農家民宿Iimura 桜川 宿泊施設 080-1205-6910 桜川市加茂部289-1

見晴らしの丘　真壁 うり坊 桜川 宿泊施設 0296-45-8988 桜川市真壁町桜井１０７４−２６

ウエルシア岩瀬御領店 桜川 ドラッグストア 0296-76-2078 桜川市御領1丁目23

ウエルシア薬局岩瀬富士見台店 桜川 ドラッグストア 0296-75-5888 桜川市富士見台1-20

ウエルシア薬局真壁飯塚店 桜川 ドラッグストア 0296-20-7418 桜川市真壁町飯塚998

株式会社カワチ薬品　岩瀬店 桜川 医薬品・食品・日用品 0296-76-5801 桜川市明日香2-4-3

ケーズデンキ 桜川店 桜川 家電製品 0296-75-8050 桜川市友部878-1番地

菓子庵たちかわ　真壁店 桜川 和菓子 0296-54-2199 桜川市真壁町古城301-1

日本酒｢花の井｣蔵元  (株)西岡本店 桜川 日本酒 0296-55-1171 桜川市真壁町田６－１

カインズ岩瀬店 桜川 日用品 0296-76-6111 桜川市友部793

御菓子司　山口屋 桜川 和菓子類 0296-55-1226 桜川市真壁町真壁４３８

株式会社タサキ洋品店 桜川 衣料品　バック　学生衣料 0296-55-0134 桜川市真壁町真壁216

クスリのアオキ　八千代店 八千代 医薬品・化粧品・日用雑貨など 0296-48-7730 結城郡八千代町八千代中央土地区画整理事業地内40街区2画地

らーめんすずらん 八千代 鶏白湯らーめん 0296-49-8858 八千代町沼森848-1

ドラッグストアクラモチ　八千代南店 八千代 医薬品・食品・日用品 0296-30-3399 結城郡八千代町大字菅谷691-6



店舗名 地区 主な取扱品 電話番号 住所

サンドラッグ　利根店 利根町 医薬品、雑貨、化粧品 0297-61-7471 北相馬郡利根町もえぎの台2-1-1

ドラッグストア マツモトキヨシ 利根町店 利根町 医薬品・医薬部外品、化粧品、日用品 0297-68-6607 北相馬郡利根町 四季の丘1-16-8


