
□　飲食店
・だんまや水産　 須賀川市八幡町24-9 0248-75-4613
・㈱　暖気亭グループ　 須賀川市岡東町6番地　 0248-76-8616
・割烹　なかざわ 須賀川市東町１ 0248-73-3261
・㈲　とん珍 須賀川市本町23 0248-75-1188
・田村屋 須賀川市森宿字海道下17-2 0248-75-2652
・お食事処　伊豆屋 須賀川市並木町226-6 0248-73-4446
・食道楽　ひさご　須賀川店 須賀川市茶畑町5 0248-73-0722
・養老乃瀧　須賀川店 須賀川市西川前田 23-25 0248-73-1546
・㈱　どんどん 須賀川市丸田町１１７ 0248-72-0008
・吟醸料理・酒 ゆめぜん 須賀川市中町36-1 0248-72-1421
・銀河のほとり 須賀川市滑川字東町300 0248-73-0331
・下町潤虎食堂　ツムラ屋 須賀川市仲の町56-1 オーシェルナカノマチ1F 0248-94-7775
・ちから寿し 須賀川市長沼字金町３２ 0248-67-2623
・回転寿し　まぐろ亭　須賀川店 須賀川市仲の町59 0248-63-9220
・㈲　川東寿司幸 須賀川市小作田足原内22-2 0248-79-3218
・ダルジャン 須賀川市中町17-5 0248-76-6760
・ラーメン一本松 須賀川市陣場町156-1 0248-75-5591
・フルカワ食堂2 須賀川市季の郷156 0248-94-5797
・GAJA　西川店 須賀川市西山寺町202 0248-63-8929
・GAJA　イオンタウン店 須賀川市仲の町169-1 0248-63-7130
・食彩酒楽のきらく 岩瀬郡鏡石町本町219 0248-62-5277
・焼肉ダイニング　あじ庵 岩瀬郡鏡石町中央50-1 0248-62-1224
・八剣伝　鏡石店 岩瀬郡鏡石町不時沼336 0248-92-3725
・食道楽　ひさご　石川店 石川郡石川町大字塩沢字大日向72 0247-26-5305
・マーヴェラス末広 石川郡玉川村中字道上84 0247-57-4388
・Kitchen Grand-Pa キッチングランパ 郡山市菜根4-4-4 0249-22-8380
・春木屋　郡山分店 郡山市桑野2-16-13 024-922-0141
・お食事処　にった家 郡山市逢瀬町多田野字南大界108 024-957-3735
・お食事処　みのる 郡山市亀田2丁目26-14 024-933-1919
・しゃぶしゃぶ温野菜　横塚店 郡山市横塚2-1-6 024-941-0818
・肉と野菜の農家イタリアン　～Arigato～ 郡山市安積4丁目35-1F 024-983-9678
・極辛味噌専門店　麺屋つどい 郡山市大槻町前畑54-2
・かに徳　郡山本館 郡山市亀田2-18-16 024-931-2188
・鰻　飛鳥 郡山市名郷田1丁目14番地 024-931-6733
・炭火七輪焼肉酒家　じゅうじゅう　堤店 郡山市堤1-86 024-966-0288
・食彩　魚のもり〈会席・割烹、要予約〉 郡山市朝日1丁目21-10 024-935-5520
・ななせ〈高級割烹、要予約〉 郡山市島２丁目7-27 024-935-4477
・焼肉　満開 郡山市柏山町51 024-961-5511
・フルカワ食堂 郡山市大槻町字新池下56-3 024-952-4152
・フルカワ食堂3 郡山市昭和2-17-10 024-926-0244
・中国料理　福龍餃子館 郡山市日和田町三河尻77-6 024-958-1230
・肉汁うどん　自家製麺　まとや 郡山市大槻町小金林24-19 090-3120-1489
・中国名菜　姑娘飯店 郡山市駅前一丁目4番15号 024-923-5722
・居酒屋　北粋 郡山市桑野3-14-16 024-939-5811
・鉄板焼　大山（要予約） 郡山市土瓜1丁目82番地 024-966-2989
・羅布乃瑠沙羅英慕 郡山並木店 郡山市並木町4-6-19 024-990-0881
・羅布乃瑠沙羅英慕 郡山南店 郡山市名倉208 024-937-3313
・そば処　白友 田村市滝根町菅谷字糠塚前52 0247-78-2217
・養老乃瀧　矢吹町店 西白河郡 矢吹町小松419-2 0248-21-7246 
・食道楽　ひさご　白河店 白河市老久保49-15 0248-24-7190
・養老乃瀧　新白河店 白河市 新白河 1-118 0248-24-4601  
・かどや第二　本店 白河市大手町11-3 0248-27-0910
・かどや第二　昭和町店 白河市昭和町70-2 0248-27-0918
・モルトブォーノ 白河市大手町10-10 0248-22-8353
・旬菜美味　南風亭 福島市南向台2-10-62 024-521-8535
・羅布乃瑠沙羅英慕 福島店 福島市天神町15-4 024-525-3110
・手延べ製法ねせびきうどん　里の坊 福島市仁井田字石塚37-1 024-545-2263
・中華料理　龍鳳園 福島市笹谷字片目清水31-6 024-556-0732
・平井屋　本宮庵 本宮市青田字花掛20-48 0243-33-2862
・さかなや食堂　ウロコジュウ いわき市小名浜下神白字林崎54-3 0246-85-5915
・さかなや食堂　ウロコジュウ　いわき・ら・ら・ミュウ店 いわき市小名浜辰巳町43-1（いわき・ら・ら・ミュウ1階） 0246-52-0139
・ステーキハンバーグ＆ブレッドバーＫＥＮ　いわき泉店　 いわき市泉町滝尻字南坪48 0246-68-6129
・北海しゃぶしゃぶ　いわき鹿島店 いわき市鹿島町久保１丁目8-4 0246-38-5528
・和彩だいにんぐ　夢家 会津若松市山鹿町6-67 サイトウＢｕｉｌｄ 0242-23-8696
・会津猿楽そば 南会津郡下郷町落合字下ノ原852 0241-67-2311
・酒匠屋　艸（ＫＵＳＡ） 耶麻郡猪苗代町六角81-11 0242-62-3846
・ドライブイン　三城 耶麻郡猪苗代町三ツ和波々帰目1106-1 0242-65-2828

□　ベーカリー・カフェ・菓子店・お茶
・ベーカリーカフェ アンジュール 須賀川市本町87-2 0248-94-6373
・大越菓子店 郡山市小原田5-20-24 0249-44-2710
・㈱　ボローニャ福島 郡山市谷地本町38 024-951-6171
・郡山銘菓庵　大黒屋 郡山市中町14-8 024-932-3517
・フルラージュ　本店 郡山市桑野1-8-12 024-925-9336
・フルラージュ　安積店 郡山市安積町長久保3-3-4 024-937-2588
・レパコ　郡山桑野店 郡山市桑野2-17-12　Ｊ＆Ｃビル1Ｆ 024-953-5525
・和菓子屋　愛宕屋 郡山市富田町字坦ノ腰55番地の3 024-951-0438
・モン・リブラン 郡山市安積３丁目332-2　ランドパレス安積101号室 024-954-6661
・食パン専門店　一本堂　郡山八山田店 郡山市富田東３丁目123　キャッスル藤和103 024-901-9235
・ケーキ・焼き菓子　ミュリール 西白河郡西郷村小田倉原中154-1 0248-21-9777
・ブラッセリーレパコガーデン 福島市下鳥渡字八幡塚2-3 024-545-6844
・アーティステックパティスリー 福島市栄町5-1　中合福島店B1 024-524-5359
・レパコ　イオン福島店  福島市南矢野目字西荒田50-17 イオン福島店1Ｆ 024-558-8783
・レパコ　腰浜店  福島市腰浜町14-24　ＷＥＳＴビル1Ｆ 024-535-5155
・レパコ　エイトタウン　本宮店 本宮市荒井字久保田132 0243-24-7011
・チーズケーキ工房＆カフェ　もりのこうぼう・風花 二本松市大関438-7 0243-24-2965
・街のケーキ屋さん Kaika（カイカ） いわき市鹿島町下蔵持字中沢目1-1 0246-68-8797
・お茶とお菓子のセレクトショップ　高木園 いわき市小名浜字本町43 0246-92-2774
・レパコ　イオンいわき店 いわき市平字三倉68-1　イオンいわき店1Ｆ 0246-41-3105
・レパコ　いわき鹿島店 いわき市鹿島町久保2-1-9 0246-85-0854
・四季菓匠　長岡家 会津坂下町字逆水23-2 0242-93-5585
・お菓子工房　ふくすべるぐ 耶麻郡猪苗代町大字磐里字角田73-1 0242-62-5539

【共通ご利用券　取扱店一覧】下記店舗にて商品券をご利用いただけます

裏面につづく　→



□　ベーカリー・カフェ・菓子店・お茶
・レパコ　米沢店 山形県米沢市御廟2-3-33　レパコ米沢店 0238-49-7081
・レパコ　イオン米沢店 山形県米沢市春日2-13-4　イオン米沢店1Ｆ 0238-40-1176
・レパコ　富沢店 宮城県仙台市太白区富沢南1-1-1 022-244-9020
・レパコ　イオン名取店 宮城県名取市杜せきのした5-3-1イオン名取店1Ｆ 022-784-2089

□　お弁当・お惣菜
・らでぃっしゅ 須賀川市森宿字ウツロ田40-35 0248-94-2421
・中津からあげ　総本家もり山 いわき市泉町滝尻字六百町1-1 0246-51-6932
・日の丸亭　植田店 いわき市東田町2丁目16-1 0246-63-8989
・日の丸亭　錦店 いわき市錦中央3丁目3-23 0246-63-6817

□　理容・美容・リラクゼーション
・HAIR'S MIKI 須賀川市西川字山寺57-1 0248-72-1407
・理容シャンプー 須賀川市西川町110 0248-72-0880
・㈲　野口商店 須賀川市大字狸森字杉内2 0248-79-2618
・ビューティーサロン ドルチェ 須賀川市上北町119 0248-75-4907
・カットスペース ジェイク 須賀川市南町151-2 0248-72-4576
・HAIR MAKE COCORO 須賀川市和田字弥六内371 0248-94-7886
・整体院　ボディーコーデ 須賀川市北山寺町243　天生ゴールデンマンション103 0248-63-7122
・BARBER　LAUGH（バーバーラーフ） 郡山市香久池2-21-1 024-983-9792
・理容院　フレッシュ方木田店 福島市方木田字水戸内1-4 024-546-1228

□　ホテル・温泉
・ホテルウィングインターナショナル須賀川 須賀川市中町36−1 0248-72-1411
・ホテルサンルート須賀川 須賀川市加治町5 0248-76-3333
・ホテル虎屋 須賀川市宮先町41 0248-76-1121
・㈱　休石温泉太田屋 郡山市逢瀬町多田野字休石29 024-957-2620
・割烹温泉 観音湯 西白河郡矢吹町南町182−7 0248-42-2418
・いわき湯本温泉　松柏館 いわき市常磐湯本町三凾158番地 0246-43-6032

□　クリーニング
・高橋クリーニング店 須賀川市千日堂7 0248-73-3929
・有限会社クリーニングショップでうし　須賀川店 須賀川市大町216 0248-72-3134
・有限会社クリーニングショップでうし　玉川店 石川郡玉川村大字中字山ノ根48番地1 0247-57-2515
・有限会社クリーニングショップでうし　石川店 石川郡石川町大字双里字本宮70-1 0247-26-1568
・㈱　ヤマカワドライ　本社 福島市伏拝字台田11-3 024-546-3666
・クリーニング　ミーバス　福島駅前店 福島市栄町1-10 024-524-0389
・クリーニング　ミーバス　福島駅西口店 福島市栄町1-1 024-534-4852
・クリーニング　ミーバス　黒岩店 福島市小倉寺字神ノ前4-1 024-522-7780

□　その他
・㈲　石堂時計店 須賀川市宮先町２６ 0248-73-2036
・佐藤酒店 須賀川市宮先町２１ 0248-73-2370
・力硝子店 須賀川市大町66-1 0248-75-2035
・カメ薬品　百合ヶ丘店 郡山市喜久田町入ノ内1　109 024-961-1293
・Steady Wan 郡山市並木3-6-12　松沢第一F 024-991-7747
・Branche(ブランシュ） 郡山市並木5丁目4-13 024-983-6660
・一般住宅も！屋根や外装　ワタナベ塗装 郡山市喜久田町字寺久保23-98 024-983-4428
・ハリカ白河店 白河市立石山1-4 0248-22-7888
・㈱　あいづや 白河市中町73 0248-24-0083
・メイプル接骨院 福島市方木田字辻15-4 024-529-5158
・安田酒店 福島市北五老内町8-33 024-534-3983
・サウンド杉 本宮市本宮字下町44 0243-33-4844
・山内釣具店 河沼郡会津坂下町館ノ下44-1 0242-83-2713
・シャディサラダ館　いわき鹿島店 いわき市鹿島町米田字塙4-13 0246-29-0775

□　酒スーパー
・酒スーパー須賀川店　 須賀川市西川字後田135 0248-76-1543
・酒スーパー須賀川東店　 須賀川市北上町84-1 0248-72-6365
・酒スーパー石川店　 石川郡石川町長久保246-1 0247-26-0301
・酒スーパー矢吹八幡町店　 西白河郡矢吹町八幡町786 0248-42-3636
・酒スーパー船引店　 田村市船引町東部台4-11 0247-81-1353

□　サービスステーション
・須賀川ガス㈱須賀川インター 須賀川市卸町57-1 0248-76-0940
・須賀川ガス㈱須賀川118バイパスセルフ　 須賀川市高久田境102-1 0248-72-5682
・須賀川ガス㈱イオン鏡石セルフ　 岩瀬郡鏡石町桜岡375-10 0248-92-3767
・須賀川ガス㈱船引バイパスセルフ　 田村市船引町東部台3-60 0247-81-2301
・須賀川ガス㈱メガステージ田村セルフ　 田村市船引町船引字源次郎113 0247-81-2822
・須賀川ガス㈱矢吹中央セルフ　 西白河郡矢吹町八幡町471 0248-41-2671
・須賀川ガス㈱白河東セルフ　 白河市結城76 0248-21-0501
・須賀川ガス㈱棚倉バイパスセルフ　 東白川郡棚倉町日向前28 0247-23-0701
・須賀川ガス㈱福島信夫橋セルフ 福島市南町178番地 0245-44-6051
・須賀川ガス㈱会津神指セルフ　 会津若松市神指町高瀬字滑田2-2 0242-37-7714
・須賀川ガス㈱会津若松西バイパスセルフ　 会津若松市門田町大字一ノ堰字村西274-22 0242-38-0205

□　車検・整備
・車検センター　ボンネット 須賀川市卸町36 0248-63-1660

□　フィットネス
・カーブス須賀川西川店 福島県須賀川市卸町44 0248-94-8616
・カーブス矢吹店 西白河郡矢吹町八幡町786 0248-29-8061
・カーブス棚倉店 東白川郡棚倉町大字流字永君49-1 0247-57-5435

　　　※　掲載された店舗は、都合により予告なくご利用いただけなくなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

　　　※　チェーン店・グループ店等一部の店舗ではご利用いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。


