
名簿は順不同

商品券種類 事業所名 住所 ＰＲコメント 事業所名 住所 ＰＲコメント

近江牛焼肉専門店　万葉　日野店 松尾 お食事メニュー・テイクアウトメニュー グリーン近江農業協同組合　日野東支店 河原 ジェネット店舗商品（肥料・農薬含む）

全店共通おうえん券 コメリハード＆グリーン日野店 松尾 園芸農業用品・工具金物建築資材・日用品 日野　守貞 村井 飲食

ビジネスグリーンホテル日野 松尾 観光日本㈱　日野ゴルフ場 杣 ゴルフ場経営

フーズアイランド日野店 松尾 食料品、日用雑貨 滋賀農業公園ブルーメの丘 西大路 飲食店・遊具施設・物販

平和堂フレンドマート日野店 松尾 食料品、衣料品、日用品など (有)トータルショップ・SOS　日野店 安部居 レギュラーガソリン・軽油・他

ツバメカフェ 松尾 テイクアウトを含むツバメカフェの全てのメニューにお使い頂けます モスバーガー　フレンドタウン日野店 松尾 ハンバーガー類・ドリンク類

ホームプラザナフコ　日野店 松尾 日用品・園芸農業用品・工具・金物建築資材 ココス日野店 松尾 ファミリーレストラン

ドラッグユタカ日野店 松尾 医薬品、健康食品、化粧品、日用品、食料品

カーステーション門谷 松尾 吉川商会 中之郷 各種自動車販売・整備

かのう整骨院 松尾 近江研究所 西大路 シロアリ・ハチ等、駆除・予防

漢方相談の山田薬舗 松尾 今服用している薬ですっきりしない方！ サロンド　コア　フュール　シャルモン・タケムラ 西大路 理容業

ココハウス　シミズ 松尾 ミスミ美容室 西大路 パーマ・カット・ヘアーダイなど

こばやしCleaning 松尾 商品券１枚ご利用ごとに100円引き！ 岡衣料店 鎌掛 衣料品

呉服のいちかわ 松尾 夏を快適に　麻ふとん 岡清酒店 鎌掛

澤田石油(株)ケンズ日野 松尾 燃料油・潤滑油・自動車オイル・タイヤ・洗車 ヘアースタジオ　フィット 鎌掛 理美容

特産品館　伊勢籐 松尾 和菓子・洋菓子・お土産品等色々揃います 小田造園 下駒月 庭園施工・管理全般

トラヤスポーツ 松尾 日野小・日野中・体操服取り扱いございます 藤田表装店 下駒月 障子・網戸　貼り替

中西金物店 松尾 金物・合鍵 ふじまつ電器 清田 電化製品・パナソニック・及び電気水道工事

ハッピーキッチン 松尾 手作り惣菜店 “快適な住まいの提案”吉永工務店 日田 建築・リフォーム工事・設計施工

フラワーファクトリー　ラフィア 松尾 フラワーギフト・生花・鉢花・全国へお届け Taisyoya 門谷自動車工業 上野田 全メーカー新車・中古車販売・整備もお任せ！

ヘアーサロン溪 松尾 理美容全般・商品等 キーセンターひの 上野田 合鍵復製・錠の交換

ヘアーモリキ 松尾 理容業 キタギシ写真館 上野田 デジカメプリント・その他写真関係

ベビーショップ赤澤 松尾 ベビー服 徳田時計店 上野田

洋菓子の店　不二屋 松尾 洋菓子・お誕生日ケーキ・カステラ 日野高校前　氏郷庵かどや 上野田 でっちようかん・フルーツ大福の店

全店共通おうえん券 レッツ日野（有）野杉電器 松尾 家電製品 みどりや 上野田 化粧品・婦人服

㈲坂甚商店 松尾 (有)斉藤モータース 上野田 整備点検・オイル交換

カルチャーハウス　イシオカ 松尾 ヨシノヤ 上野田 婦人服

ファミリーマート日野町　松尾店 松尾 コンビニエンス業 ㈱今井工業 里口 各所修理・リフォーム等

㈱伊藤佑　スーパーセルフ307日野 松尾 石油製品の販売事業・自動車整備・洗車事業 川島酒店 内池 鈴正宗　山田錦720ｍｌ　1155円

ミヤハシ　フレンドマート日野店 松尾 靴・履物 寿屋精肉店 内池 精肉販売店

フジタ石油㈱ 河原 タイヤ・オイル・洗車お気軽に相談して下さい 三徳屋 内池 菓子・たばこ・おもちゃ

㈱藤あられ本舗 河原 あられ 仕出し食品　八百駒 内池 鮮魚・果物

Hair Base grasp 大窪 理美容 タカオカスポーツ＆婦人服たかおか 内池 スポーツ用品・婦人服・学校指定用品

地元事業所おうえん券 hair R 大窪 美容室 リカーズ・サンク＆エルコラージュ 内池 全酒類・食品・生活雑貨・婦人服

Re：楽～J　style～ 大窪 もみほぐし・酸素ＢＯＸ ㈱西塚商店 内池 自転車販売と修理

食料品の店　小川屋 大窪 鮮魚・青果・惣菜・菓子・飲料 ㈱山上木材 内池

贈ってうれしい・もらってうれしい　市田食品 大窪 今夜の食卓に鶏もも旨焼きチキン・日替わりお惣菜 ワイガヤ本舗 内池 タピオカドリンクの販売

キレイを叶える店　㈱マルミヤ 大窪 資生堂化粧品・超音波エステ アクアフィッシュ 山本

小林紙店 大窪 紙・文具・事務用品・日用雑貨 MSG村島産業 三十坪 看板・印刷・写真・Tシャツ・作成

寝装はたなか 大窪 寝具・寝装品・製造販売 川口理容店 三十坪 理容業

はやみ工藝 大窪 オリジナルＴシャツ・クラブ・チーム名Ｔシャツ 名坂屋酒店 三十坪

ひの美容室 大窪 ファームケイ（FARM　KEI) 三十坪 トマト・トマトジュース・ピザ体験

ミセス装い店　あらかつ 大窪 小・中学の体操服・中学学生服・ミセスの洋服 田舎の整体院　気楽 三十坪 整体・足つぼ・骨盤調整

八百助 大窪 鮮魚と食料品のお店 株式会社　住屋 石原 建築資材・日用品

ヤマトモ燃料 大窪 LPガス・灯油・ガス器具・宅配水 外池時計店 石原 メガネ・補聴器・時計

ライスショップ米勇 大窪 1日・15日おさんぽカード5倍ポイントサービス 山田商店 石原 洋品雑貨・履物

㈱酢屋忠本店 大窪 橋本食品 豊田 食料品小売業・仕出し

㈲中村ホームガス 大窪 ガス料金・ボトルウォーター ㈱島田工務店 中山

(有)かぎや菓子舗 村井 郷土和菓子・製造販売 カーテックオクムラ 安部居 車検・自動車修理・用品販売

あべデンキ 中道 でんきやさん かやき自工 安部居 自動車修理・販売

㈱ひのや 奥之池 鶏肉・唐揚・焼鳥・その他鶏肉すべて 三共オート 安部居 新車・中古車販売、車検整備

えびすや 杣 OSAYA 安部居 より美しくを通して笑顔でいっぱいにする

Cut師SUGIURA+C 中之郷 着付け・アップ・セットも承ります メガネの小杉 北脇 眼鏡・補聴器

紺屋商店 中之郷 日用品・雑貨・菓子・履物類 奥野商店 蓮花寺 なんでも取り扱っているお店です

玉屋酒店 中之郷 中野ミート 野出 精肉

小林電機商会株式会社 大窪 ファミリーマート日野北脇店 北脇

スタイリングスペースZAKU 松尾 カット・パーマ・ヘアカラー 矢尾酒造㈱ 中在寺 清酒・鈴正宗を製造販売しております

喰らう屋　市平 松尾 居酒屋 らっこや 大窪 自家焙煎珈琲とホッケーキの古民家カフェ

全店共通おうえん券 スナックRiN 松尾 スナック 料亭旅館　寿志屋 大窪 旅館・料亭・仕出し

タイヨウブレッズ 松尾 国産小麦のパン・サンドイッチ・焼菓子 お料理・仕出し　うを彦 村井 うな天弁当・うなぎ・オードブル等ご注文承ります（要予約）

ティールーム　レインボー 松尾 日替定食770円（税込） 綿向山ビレッジ・キッチン＆ゲストハウス 村井 カフェ＆レストラン　古民家民泊

とんかつ　えふ 松尾 チキン・とんかつ定食等　夜は串かつもあります 伊勢市 大谷 日替ランチ８００円（税込）・ワンコイン親子うどん他

鮒吉 松尾 御料理・仕出し　出水屋 中之郷 幕の内弁当・各種大皿料理・オードブル他

焼き鳥　和ちゃん 松尾 焼き鳥 御料理 宴席　竹友亭 西大路 お座敷でのお食事や、仕出料理（テイクアウト）等にご使用下さい。

らーめん塩醤 松尾 当店おすすめ！ゆず塩らーめん 奥村屋（仕出し、お料理） 鎌掛 幕の内・仕出し・ご注文お待ちしています

地元料理飲食店おうえん券 来来亭　日野店　ラーメン店 松尾 ラーメン・定食 日野屋 鎌掛

寿司居酒屋　こばち 松尾 一品料理・各種ドリンク・テイクアウト（お弁当、オードブル等） 居酒屋　風太 内池 旬の魚、焼鳥、肉料理など

かつ仁 松尾 定食・丼・麺類・お弁当 松喜園 内池 御料理仕出し・お座敷・おべんとう（売店）

居酒屋一寸 河原 大衆割烹　味菜 猫田 季節の料理・郷土自慢の鯛そうめん・お弁当等ＨＰをご覧下さい。

岡﨑精肉店・レストラン岡崎 河原 近江日野牛の販売及び上質な肉料理の提供 れすとらん芭蕉 別所 うどん・定食類

うを市 大窪 料理・仕出し フードショップ京政 小谷 料理・仕出し・食料品

うを友 大窪 幕の内弁当・会席料理・うなぎ めしや 北脇 一般食堂

自家焙煎珈琲　珈恋coffee 大窪 自家製焙煎コーヒー・ケーキセット・各種コーヒー豆販売 MORINO COFFEE＆まちライブラリー 松尾 自家焙煎焙煎豆・コーヒー・レンタルルーム

cafeteriaふしみ 中之郷 乙菊 内池 寿し、会席料理、仕出し

龍華園 松尾 飲食業

■登録店は、随時募集しています。１１月２５日現在の登録店の名簿となっています。
■登録店では、ポスター掲示を行っています。
■追加事業所があった場合、ホームページでのご案内をさせて頂きます。

ふるさと日野町がんばろう商品券 登録店一覧
この商品券は、登録店で「500円分」の商品・サービスに利用出来ます。
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