
日野町プレミアム付商品券2019 取扱店一覧(五十音順)

店舗名 住所 取扱商品又はサービス 店舗名 住所 取扱商品又はサービス

あべデンキ 中道1丁目25番地 家電販売 個性あるきもの呉服のいちかわ 松尾1567番地 成人式振袖・おまつり用品

あらかつ 大窪566 中高年婦人服・小学校体操服・中学校制服 コメリハード＆グリーン日野店 松尾844-7 生活必需品を取り扱うホームセンター

居酒屋一寸 河原2-63 飲食店 用品雑貨　紺屋商店 中之郷1503 小売業

贈ってうれしい　もらってうれしい　市田食品 大窪578番地 フルーツオードブル・旨照チキン・果物盛合せ 有限会社　斉藤モータース 上野田814 車検・新車・中古車販売・保険

田舎の整体院　気楽 三十坪1608 整体・足つぼ 有限会社坂甚商店 松尾1609 絹・木綿豆腐・焼豆腐・ゴマ豆腐他　町内配OK

株式会社　今井工業 里口18 様々な修理・修繕・水栓金具等の水廻り商品 澤田石油株式会社ケンズ日野 松尾2丁目111番地 ガソリン・軽油・灯油・オイル・車用品販売

㈲氏郷庵かどや 上野田817 和菓子各種 三徳屋 内池905 菓子・玩具

えびすや 杣667 食料品・日用品 松喜園 内池919 御料理・仕出し

MSG　村島産業 三十坪1264-5 看板・写真撮影・スタジオ撮影・印刷 寝装はたなか 大窪594 西川リビング・ロマンス取扱店

近江牛焼肉専門店  万葉　日野店 松尾5丁目34 近江牛焼肉 寿司居酒屋　こばち 松尾2丁目88-1 鮮魚と一品料理を楽しめてくつろげる居酒屋

岡衣料店 鎌掛2705 衣料品 株式会社　住屋 石原1190番地 金物・建築資材

㈱岡崎精肉店 河原2丁目11番地 精肉販売 ㈱酢屋忠本店 大窪729 酒類・飲料他

岡清酒店 鎌掛2673 小売業 タイヨウ　ブレッズ 松尾5-72 パン・サンドイッチ・焼菓子・飲物

食料品の店　小川屋 大窪561 生鮮食品 タカオカスポーツ＆婦人服たかおか 内池770 スポーツ用品・学販品・婦人服

カーステーション門谷 松尾898 自動車整備販売・鈑金塗装 玉屋酒店 中之郷755 酒小売業

かぎや菓子舗 村井1336番地 和菓子各種（いがまんじゅう・でっち羊羹） 御料理・宴席　竹友亭 西大路2255 御料理・仕出しメニュー

カルチャーハウス イシオカ 松尾5丁目47 書籍・雑誌・文具 ツバメカフェ 松尾988-1 カフェレストラン

川島酒店 内池906 飲料水・食品 出水屋 中之郷747 料理・仕出し

川島商店 松尾1-15 土木建築資材・金物・工具・電動工具 有限会社トータルショップ・SOS 安部居231-1 自動車販売・車検・鈑金・油脂類・損害保険

キタギシ写真館 上野田830 写真 特産品館　伊勢藤 松尾5-34-3 和・洋菓子をはじめお土産品取り揃えています

クスリ　キリン堂 日野店 松尾5-5 クスリ・化粧品・ベビー用品・日用品・食品 徳田時計店 上野田892 時計・メガネ・貴金属

クスリのアオキ　日野店 松尾一丁目18番地 日用品・医薬品・食料品・化粧品など 外池時計店 石原1231 時計・メガネ・補聴器

喰らう屋 市平
松尾1丁目62番地
逢ランドビル

飲食店 ドラックユタカ日野店・ユタカ薬局日野 松尾字畑ヶ田948番10 医薬品・健康食品・化粧品・食品・調剤

グリーン近江農業協同組合　日野東支店 河原2丁目55番地 ジェネット店舗商品・（肥料・農薬含む） ドラッグコスモス　蒲生日野店 日田65 医薬品・化粧品・雑貨・食品

ココス日野店 松尾844-8 ファミリーレストラン トラヤスポーツ 松尾1536-1 小売業

ココハウス　シミズ 松尾1518 家電商品 とんかつ　えふ
松尾4-4グランドールソシア
1F

ランチ・夜のご飲食にもご利用して頂けます

寿屋精肉店 内池909-1 小売業 中西金物店 松尾1506 合鍵・金物

小林紙店 大窪603番地 事務用品・日用雑貨・学用品・取り扱い 名坂屋 三十坪1029 小売業

こばやしCleaning （クリーニング） 松尾5丁目9 洋服から着物までクリーニング全般 ㈱西塚商店 内池785 通学自転車・電動アシスト・スポーツバイク

※取扱店は、10月7日現在の情報になります。プレミアム付商品券取扱店のポスターのある店舗でご利用いただけます、追加等の取扱店の状況につきましては、日野町商工会のホームページで確認いただけます



日野町プレミアム付商品券2019 取扱店一覧(五十音順)

店舗名 住所 取扱商品又はサービス 店舗名 住所 取扱商品又はサービス

㈲野杉電器 松尾1565 主に日立商品を取り扱う家電品の店です 洋菓子の店不二屋 松尾2丁目134 カステラ・デコレーション・各種洋菓子

リカー＆フーズはしもと　橋本食品 豊田162 食料品・お酒・ビール・仕出し カレントファッション　ヨシノヤ 上野田167-1 婦人服　小売

ひのき薬局 内池371 保険調剤・介護保険・医薬品・健康食品・介護用品 ライスショップ米勇 大窪552 米穀・灯油・園芸

日野屋 鎌掛2699 仕出し リカーズサンク＆エルコラージュ 内池486番地5 酒類・食品・生活雑貨・婦人衣料

ファミリーマート日野北脇店 北脇1090 コンビニエンスストア レストラン岡﨑 河原2丁目11番地 近江牛専門レストラン

フーズアイランド日野店 松尾1-88 食料品全般 れすとらん　芭蕉 別所967-21 うどんと定食

フードショップ　京政 増田字田寺48-5 食品・酒類・小売と料理仕出し

㈱藤あられ本舗 河原491番地 小売業

フジタ石油㈱ 河原606
自動車燃料の販売　灯油・軽油の配達も承っ
ております

藤松電器 清田864
パナソニック電化商品・電気工事・設備
水道工事

鮒吉 松尾1521 御料理・仕出し 　　商品券の利用期間

ヘアーモリキ 松尾1578 サービス業

平和書店フレンドタウン日野 松尾844-10 雑誌・書籍・CD・DVD販売

平和堂　フレンドマート日野店 松尾844番地10 食料品・衣料品・日用雑貨など

ベビーショップ赤澤 松尾1529 ベビー服

ホームプラザナフコ日野店 松尾895-1
ホームセンター
（作業用品・生活用品・DIYなど）

あなたのキレイを叶える店　マルミヤ 大窪575 化粧品・エステ・洋品雑貨

ミスミ美容室 西大路2161 パーマ・カット・ヘアーダイ着付

みどりや 上野田825 化粧品

M・I・Y・A・H・A・S・H・I
松尾844-10
平和堂フレンドタウン日野店

靴・スニーカー・はきもの

モスバーガー　フレンドタウン日野店 松尾911 ハンバーガー・ドリンクなど

モリワキ印刷　日野営業所 中在寺1137-63 印刷業

八百駒 内池754 食料品小売

八百助商店 大窪629 小売業

ヤクゴ薬局　日野店 松尾988-4 保険調剤薬局

ヤクゴ薬局　日野おおくぼ店 大窪1012-4 保険調剤薬局

用品雑貨履物　山田商店 石原1219 小売業

漢方　山田薬舗 松尾1516 医薬品・漢方薬（無料漢方相談）

ヤマトモ燃料 大窪618 LPガス・ガス器具・灯油・海洋深層水

●本券の盗難、紛失、滅失などに対しては発行者はその責任を負いません。

●本券の複写等による偽造は罪になります。

　公租公課等には、使用できません。

★プレミアム付商品券使用上の注意★

令和元年10月1日(火)から令和2年2月29日(土)

●利用期限を過ぎますとご利用いただけませんので、ご注意ください。

●本券は、いかなる理由においても現金との引き換えは致しません

●本券においてお買い物でのつり銭はお出し致しません。

●本券は、不動産や金融商品、たばこ、商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの、国税、地方税や使用料などの

ポスターのあるお店で使ってネ！！

※取扱店は、10月7日現在の情報になります。プレミアム付商品券取扱店のポスターのある店舗でご利用いただけます、追加等の取扱店の状況につきましては、日野町商工会のホームページで確認いただけます


