
　

どちらの券も使えるお店（地域応援券・共通券）どちらの券も使えるお店（地域応援券・共通券）

左側のマークは“もっとお得まつり”参加店です。詳しくは、8〜10ページ目をご覧ください。得
商品券1枚 商品券2枚 その他
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食料品・穀類
まえじま商店 阿字ヶ浦町174-5 食料品

大和田食品マート 磯崎町4282-5 食料品

コンビニエンスかんだ 稲田1114-123 食料品

オーガニック・自然食品専門店ミンクスネットワーク 表町14-14 自然食品

大丸物産 大平4-3-2 食料品

飯村ストアー 東大島1-23-5 総合食料品

梅藤米穀店 東本町13-20 穀類

遠藤米穀店 武田1255-26 穀類

横須賀養鶏農場 部田野1581-3 玉子

那波屋 馬渡712 食料品

くらし協同館なかよし 馬渡2525-498 総合食料品

大場商店 馬渡3437 豆腐

三和米穀店 湊本町9-15 穀類

樫村商店 湊本町26-6 食料品・青果

米匠 ふる市 元町8-9 穀類

精肉・鮮魚・海産物・青果
ベニヤ精肉店 表町10-1 精肉・惣菜

魚正 勝田泉町8-2 鮮魚・冷凍食品

南国フルーツ 金上店 金上1102-3 青果

清水精肉店 高野716-2 精肉

大丸屋 釈迦町18-38 ほしいも

こだわりの干物屋（五代目常造） 関戸8371 干物

肉のひたち 大成町35-26 精肉・惣菜

ときわ青果店 高場3-20-25 青果

キムチ屋 仁 高場4-15-18 漬物

住谷公商店 高場2343-1 ほしいも

魚義 東石川2713 鮮魚

肉の丸貴 東石川2713 精肉

伊勢増 勝田笹野店 笹野町2-1-1
ガーデンヒルズU1Ｆ 海産物

伊勢増 那珂湊本店 湊本町3-11 海産物・農産物

肉の川昇 平磯町414-9 精肉

幸田商店 平磯町1113 ほしいも

魚熊 平磯町1182 鮮魚

山下精肉店 平磯町1202-2 精肉

大喜や 平磯町3551-7 海産物

仙台屋食品 湊泉町2-17 青果

鳥惣精肉店 湊泉町2-20 精肉・惣菜

魚徳 湊泉町3-1 鮮魚

安藤肉店 湊中央1-13-11 精肉・惣菜

宮辰商店 湊中央2-4-1 海産物

鳥長肉店 湊本町2-3 精肉

布施新海産 湊本町10-5 海産物

魚一 湊本町19-8 鮮魚・飲食店

森田水産鮮魚売場 湊本町21-7 鮮魚・海産物

ヤマサ水産 湊本町21-13 鮮魚

ヤマサ魚センター店 湊本町21-13 鮮魚

魚の店 新屋 湊本町21-9 鮮魚・海産物

湊山下精肉店 湊本町8-1 精肉・惣菜

惣菜・弁当
からあげ専門寺田商店ひたちなか店 外野2-12-8 惣菜

ブランチワールド 中根892-1 弁当・
サンドウィッチ

あげたてとりからあげ専門店とり家ひたちなか 中根892-1 惣菜

得 みやざき 高場1-6-6 惣菜・弁当

得 からあげ専門店マルヤ商店 田中後40-8 惣菜

はるのや食品 八幡町5-8 惣菜

大川商店 湊本町28-21 砂糖・惣菜

花車 和田町1-1-14 弁当・パン

酒・醤油
お酒の遊園地イシカワ 本店 枝川2198 酒類

お酒の遊園地イシカワ 佐和店 高場4-17-16 酒類

白土屋 釈迦町18-1 酒・米・食料品

大谷酒店 武田874-1 酒類

茨酒屋 安藤商店 長堀町2-16-14 酒類

リカーハウス めるかあと 東石川1306-42 酒類・食料品

二川酒店 平磯町1382-1 酒類

黒澤醤油店 馬渡1260 醤油

升留酒店 湊中央1-10-11 酒類

パン・菓子
パテスリーロンシャン 青葉町19-24 洋菓子

ボンジュール 市毛975-10 パン

グレートリーフ 大平1-13-1 洋菓子

得 下市ベーカリー 勝田中央6-2 パン

佐藤菓子舗 高野458-8 菓子

にしの製菓 高野690-4 和洋菓子

稲葉屋菓子店 栄町1-7-21 菓子

つるや製菓 釈迦町2-35 和洋菓子

お菓子の工房 カリン 足崎1457-25 洋菓子

ミシェル洋菓子店 津田1855-7 洋菓子

パン工房ぐるぐる ひたちなか店 中根3174-6 パン・菓子

シフォンケーキ工房 樹里 中根3317-6 シフォンケーキ

メゾン ド レンヌ はしかべ1-2-11 洋菓子

オーブンフレッシュベーカリー サンクス 東石川1-17-18 パン・菓子

桔梗屋本舗 東本町10-1 パン・菓子

パン工房ハーリッチ 松戸町2-2-3 パン

焼いも館 馬渡2905-36 やきいも

菓子工房 SAKABA（阪場製菓） 湊本町7-2 洋菓子・カステラ

十一屋菓子舗 湊本町13-6 菓子

江戸屋菓子店 元町6-8 菓子

ハートケアセンターひたちなか 柳沢2831 菓子

和洋菓子きくち 本店 市毛975-7 和洋菓子

和洋菓子きくち 長堀店 長堀町3-12-4 和洋菓子

和洋菓子きくち 外野店 東石川2611-48 和洋菓子

和洋菓子きくち 佐和店 高場1-6-11 和洋菓子

和洋菓子きくち 湊店 栄町2-13-33 和洋菓子

ミスタードーナツ ジョイフル本田ひたちなかショップ ジョイフル本田内 ドーナツ

サーティワンアイスクリーム ニューポートひたちなか店 ジョイフル本田内 アイスクリーム

コンビニエンス
セイコーマート 十三奉行店 十三奉行1925-8 コンビニエンス

セブンイレブン 勝田東石川店 外野1-34-28 コンビニエンス

セブンイレブン 那珂湊十三奉行店 西十三奉行
11625-36 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか市毛店 市毛940-3 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか枝川店 枝川2472-2 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか高野店 高野74-1 コンビニエンス
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セブンイレブン ひたちなか笹野店 笹野町3-3-1 コンビニエンス

得 セブンイレブン ひたちなか佐和下宿店 佐和1409-1 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか相金町店 相金町16-9 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか津田店 津田字八軒
2757-1 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか殿山町店 殿山町2-16-2 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか長堀店 長堀町3-10-5 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか大成町店 大成町4-1 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか武田店 武田字中新句
995-9 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか中根店 中根5338 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか東中根店 中根4721 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか本郷台店 馬渡2567-1 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか前渡店 馬渡2993-9 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか湊中央店 湊中央2-8-7 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか柳沢店 柳沢460-5 コンビニエンス

セブンイレブン ひたちなか寄居店 田彦1003-5 コンビニエンス

ファミリーマート ひたちなか稲田店 稲田1215-1 コンビニエンス

ファミリーマート ひたちなか北神敷台店 北神敷台18-15 コンビニエンス

ファミリーマート ひたちなか高場店 高場2476-13 コンビニエンス

ファミリーマート ひたちなか津田店 津田東3-1-1 コンビニエンス

ファミリーマート ひたちなか津田北店 津田1954-10 コンビニエンス

ファミリーマート ひたちなか馬渡店 馬渡3300-1 コンビニエンス

ファミリーマート ひたちなか湊本町店 湊本町6-17 コンビニエンス

ミニストップ ひたちなか稲田店 稲田字仲通り
331-2 コンビニエンス

ミニストップ 勝田駅西口店 勝田本町2-4 コンビニエンス

ミニストップ ひたちなか武田店 武田924-2-4 コンビニエンス

ミニストップ ひたちなか長砂店 長砂字宿屋敷23 コンビニエンス

ミニストップ ひたちなか東石川店 東石川2-11-6 コンビニエンス

ミニストップ ひたちなかマラソン通り店 東石川字西古内
3085-28 コンビニエンス

Ｙショップ ちょうしや 牛久保1-5-13 コンビニエンス

ローソン ひたちなか東石川西古内店 西光地2-1-18 コンビニエンス

ローソン ひたちなか高野東店 高野428-1 コンビニエンス

ローソン 勝田高場店 高場1673-32 コンビニエンス

スーパーマーケット・ドラッグストア
飯村ストアー 東大島1-23-5 スーパーマーケット

コンビニエンスかんだ 稲田1114-123 スーパーマーケット

Kマート 津田店 津田2603-2 スーパーマーケット

サンユーストアー 勝田店 松戸町1-4-1 スーパーマーケット

サンユーストアー 堀口店 勝田中原町3-4 スーパーマーケット

サンユーストアー 生鮮市場ひたちなか店 新光町30-3 スーパーマーケット

セイブ食彩館 勝田店 東石川1647-2 スーパーマーケット

セイブ食彩館 那珂湊店 南神敷台16-3 スーパーマーケット

業務スーパー ひたちなか店 高場1489-4 スーパーマーケット

トライアルboxひたちなか店 高場1503-1 スーパーマーケット

マルト 佐和店 稲田字円明33-1 スーパーマーケット

マルト SC春日店 春日町10-1 スーパーマーケット

くすりのマルト パワードラッグ春日店 春日町10-1 ドラッグストア

セイミヤ 馬渡店 馬渡2563 スーパーマーケット

飲食
カフェ＆レストラン Swing 青葉町1-1 レストラン・弁当

喜の新鮨 阿字ヶ浦町337-5 寿司

磯料理 御食事処 旅館ごとう 阿字ヶ浦町3240 旅館・飲食

シーサイド丸徳 阿字ヶ浦町3253 飲食

鮨もてなし屋 いけのべ 石川町11-1 寿司

名代玉子すし 船勢 市毛513-18 寿司

印度屋らんがる市毛店 市毛828-10 カレー

かつや ひたちなか市毛店 市毛924 とんかつ

浜漁 市毛889-8 海鮮料理

BAKU BAKU DINING 和's 稲田196-1 居酒屋

そば処 さかえや 牛久保1-1-14 そば・うどん

得 シーフードレストランメヒコ水戸フラミンゴ館 枝川1244 シーフード
レストラン

たがや 大平4-1-20 地魚料理

得 レストラン サーラ ホテルクリスタル
パレス内 レストラン

沖縄焼肉ハイサイ 表町1-2 沖縄焼肉

お好み焼 てまり 表町1-9 お好み焼き

弾き語り 昭和 表町1-9
壱番館ビル1F 飲食

焼肉 樹々 表町1-10 焼肉

酒と肴おおた 表町2-3 和食・日本酒

ダイニングバーZOP 表町3-6 レストラン

とりなご 表町3-8 1F 鳥料理専門
居酒屋

得 寿司工房すず木 勝田泉町3-8 寿司

KAMO-ON 表町3-10
大輪ビル1F アメリカンバー

Blue Moon 表町3-10
大輪ビル1F スナック

和れん家 表町3-13 和食フレンチ
居酒屋

大阪串カツ一 勝田店（とりから一九 勝田店）表町5-5 居酒屋

茨城地のもの わらやき料理 たたきの一九 勝田店 勝田中央4-4 居酒屋

海 山゙ BUZAN 表町6-7 居酒屋

地物と自酒のお店テンヤ 表町3-10 居酒屋

中華海鮮酒場 樂家 表町6-10 居酒屋

焼肉酒場 楽座 勝田泉町1-8 焼肉・居酒屋

串焼酒場 がってん 表町1-4 串焼き・焼酎

得 鮨の浜よし 海門町1-6-16 寿司

大衆酒場 まんてん 勝田泉町1-5 居酒屋

得 ライブスポット サムシング 勝田泉町2-10
第2プラザビル2F ジャズBAR

得 山甚道場 勝田泉町3-12 居酒屋

日本料理 いさ美 勝田泉町3-15 割烹・仕出し

得 きらら 勝田泉町3-20 居酒屋

得 中なか 勝田泉町4-8 居酒屋

焼肉あんじ 勝田泉町4-3 焼肉

酒菜 おかめ 勝田泉町4-14 割烹

宴会・和食創作料理 居酒屋 金満 勝田泉町9-3 日本料理

Chot Bar７ 勝田泉町9-7
オリエントビル101 スポーツバー

洋食居酒屋キッチンやまのこや 勝田泉町11-14 居酒屋

タイ国料理 ラカントーン 勝田泉町13-3 タイ料理

おのづか 勝田泉町13-36 居酒屋

かまど飯・酒肴 米寿 ホテル・テラスイン
勝田1F

レストラン・
居酒屋

すし処 米泉 ホテルクリスタル
プラザ内 寿司

鉄板料理 長者 ホテルクリスタル
プラザ内 鉄板焼

キッチン モアナイナ 勝田中央1-1 飲食

山海の肴・地の酒・常陸秋蕎麦 嘉楓 勝田中央3-4 居酒屋

Doyle's（ドヨーズ） 勝田中央3-14 アイリッシュパブ

季のもの地の酒 十五屋 勝田中央3-14
安藤ビル2F 居酒屋

しょくさい家 利休 勝田中央3-9 2F 和食

カハナモク・カフェ KaHaNaMoKu.Cafe 勝田中央7-3
中央ビル1F ダイニングバー

Barみたいなラーメン屋 七八（ナナヤ）勝田中央7-7 ラーメン

ラーメン＆らーめん 一代元 勝田店 勝田中央7-23 ラーメン

KAMO's KITCHEN 勝田中央4-3
秋山ビル2F レストラン

本場インド料理 ブラフマー 勝田中央7-6
サンシティ勝田2F インド料理

かつたの高嶺 勝田中央7-10 居酒屋

得 格子屋 勝田駅前店 勝田中央10-1 居酒屋

花月庵 中原店 勝田中原町2-4 そば

沖縄料理 かりゆし 共栄町5-4 沖縄料理

味どころ 雅び 共栄町5-1 居酒屋

来々軒 高野560-2 中華料理

すしの魚米 高野578 宅配寿司

得
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レストラン＋カフェ ダリア 高野583-7 レストラン・
カフェ

寿し処 柳ばし 高野1706 寿司

日本料理 一桐 高野1176-13 日本料理

レストラン ブルーマリーン 高野柏野2383-9 レストラン

味の園 杉の木 高野2579-12 和食

こだわりとんかつあぢま ひたちなか本店 西光地2-1-25 とんかつ

常陸味噌らーめん むとう 西光地1-12-9 ラーメン

農夫の台所ファーマーズキッチン 西光地3-11-3 レストラン

ベジターラ 西光地3-12-1 レストラン

ばんどう太郎 ひたちなか店 西光地2-17-7 飲食

ばんどう太郎 那珂湊店 峰後10-1 飲食

TASUKE． 笹野町1-15-48 創作ダイニング

グルービー勝田店 笹野町2-3-3 イタリアン

京遊膳 花みやこ 笹野町3-14-26 日本料理

そば房さわ 佐和2245-2 そば

麺魂 みつくに 佐和山崎2364-5 ラーメン

鳥音（とりおと） 釈迦町11-27 和食

炭火焼肉 もらんぼん 相金町16-7 焼肉

喫茶＆レストラン グリル・アイ 相金町21-54 軽食・喫茶

濃厚鶏白湯 麺や柚葉 外野2-12-8
京鴨ビル103 ラーメン

あじ平 勝田店 外野2-34-6 ラーメン

氷屋cafe旬果～syunka～ 外野2-34-18 かき氷

割烹 錦扇（きんせん） 高場1-11-8 割烹

得 満貫荘 高場1-16-9 飲食

旬彩 花門 高場1-20-3 居酒屋

カジュアルイタリアン チョップ 高場4-16-11 イタリアン

寿司常 高場1199-3 寿司

焼肉や漫遊亭ひたちなか高場店 高場1489-21 焼肉

左吉 ひたちなか店 高場2592-1 居酒屋

sorami cafe 高場1-11-1
CSビル2F-A カフェレストラン

河童 田彦513 居酒屋

リトルリンダ 田彦1614-4 洋食

鮨・割烹 一漁 津田1399-2 寿司

Zucchero 津田東1-7-21 イタリアン

串焼 和樂 中根888-1 串焼き

小僧寿し ひたちなか中央店 中根892-1 寿司

焼肉きんぐ ひたちなか店 中根字上野892-1 焼肉

丸十食堂 中根3319-10 食堂

得 中華飯店来鳳 中根4790-4 中華料理

レストラン グールマンド 中根3327 レストラン

活鰻 大和 中根3170-7 うなぎ

和食 まる文 中根4703-1 和食

カフェレストラン フルール 西大島1-29-16 カフェレストラン

やきとり来恩 はしかべ1-1-1 やきとり

IBARAKI MEAT 東大島2-19-28 レストラン

めしや居酒屋 半蔵 東大島2-18-10 居酒屋

ひたちなか市の常陸牛ハンバーグと
シフォンケーキのお店
ぱぱばーぐまますいーつ

東大島3-26-7 洋食

そば処 いけだ 東石川3-9-1 そば

スパゲティハウス MACKY DENIM 東石川3-19-18 イタリアン

和なり 東石川2897-1 ラーメン

よっこらしょっ ひたちなか店 東石川3128-1 からし焼き

39カフェ 東石川3139-63 カフェ

寿し 福ちゃん 東石川3521-6 寿司

まいどおおきに ひたちなか食堂 東石川西古内
3036-3 定食・食堂

すしの玄國（ひろくに） 東石川3548-3 寿司

うまいもん工房 Kei 東石川3610-1 居酒屋

キッチン芥子屋 東石川2-15-4 洋食

牛角 ひたちなか店 東石川3151-1 飲食

めん屋 大黒 ひたちなか店 東石川3-18-9 ラーメン

ステーキ＆タコス エルパソ 東石川2-1-1 ステーキ

お好み焼 金たろう 東本町10-5 お好み焼き

平磯館 平磯町1001 飲食

食事処 原屋 平磯町1033-1 飲食

得 ほりぞえ 平磯町1594-1 食堂

そば処 たつみ庵 平磯遠原町29-7 そば・うどん

ライブラリー・カフェ 然々 松戸町2-8-17 飲食・雑貨

レストランBonappe 馬渡字砂久保
558-1 レストラン

日本料理 蛇の目 馬渡741-6 日本料理

ファミリーらーめん華林 ひたちなか店 馬渡836-3 ラーメン

うどん𠮷BAY 馬渡3106-9 うどん

寿し鉄 馬渡3862-3 寿司

龍のひげ 一義 馬渡514-7 ラーメン

らーめんげんき屋 ひたちなか店 馬渡3282-1 ラーメン

得 喰い道楽 すみよし 湊中央1-5-12 和食

石山食堂 湊中央1-12-23 食堂・弁当

春日ホテル＆海鮮レストラン浜辺 湊本町11-4 ホテル・
レストラン

久楽（きゅうらく） 湊本町18-18 和食

海鮮すし 海花亭 湊本町19-8 寿司

海鮮処 海門 湊本町19-8 海鮮丼

回転寿司 森田 湊本町21-7 回転寿司

海鮮処 森田 那珂湊店 湊本町21-7 海鮮料理

市場食堂 どんぶり屋 湊本町21-14 海鮮料理

喰い処 くりたや 湊本町22-8 飲食

ヤマサ市場寿し店 湊本町21-3 回転寿司

市場寿し海の駅店 海門町1-6002-
10 回転寿司

和風レストランやまさ 湊本町21-13 和風レストラン

レストランやまさセンター店 湊本町21-14 和風レストラン

お食事処 小舟 湊本町20-36
那珂湊おさかな市場内 海鮮料理

中華 大進 元町2-4 中華料理

すし蔵 元町4-1 寿司

韓国料理 ゆめ 元町7-8 韓国料理

明治屋 ひたちなか店 MEGAドン・キホーテ内 レストラン

大釜屋 ひたちなか店 ジョイフル本田内 タコ焼き

マクドナルド ６号線ひたちなか店 市毛805-1 ファーストフード

マクドナルド ひたちなか昭和通り店 東石川宮下
1015-1 ファーストフード

マクドナルド ひたちなか高場店 高場1139-1 ファーストフード

マクドナルド 245ひたちなか店 馬渡砂久保547-1 ファーストフード

ココス 市毛店 市毛811-1 レストラン

ココス 高場店 高場2158-1 レストラン

ココス 笹野店 笹野町1-10-22 レストラン

ココス 那珂湊店 田中後39-1 レストラン

ココス ニューポート ひたちなか店 新光町34-1 レストラン

喫茶・コーヒー豆・日本茶
AI’s café 表町4-7 カフェレストラン

茶舗 牧ノ原 勝田店 カスミフードスクエア
ひたちなか笹野店内 お茶

茶のみやた園 東石川3-1-1 お茶・のり

コーヒーショップ コマクサ 東石川3-14-13 喫茶

粉雪亭 高場5-1-10 コーヒー豆・
ソーセージ・喫茶

サザコーヒー 本店 共栄町8-18 コーヒー豆・喫茶
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サザコーヒー 勝田駅前店 勝田中央
1-2-101 コーヒー豆・喫茶

サザコーヒー 商工会議所店 勝田中央14-8 コーヒー豆・喫茶

衣料品（紳士服・婦人服）・洋品
おはま呉服店 阿字ヶ浦町

184-11 呉服・学校用品

山久うすい 磯崎町4286 総合衣料品

呉服・洋服・祭用品 きぬ屋 表町1-5 衣料品

オーダースーツSHOPバルコン小池 表町2-4 衣料品

ウイング 表町14-5 婦人服

メンズショップ オーテル 勝田中央6-16 紳士洋品

千成屋作業服 笹野町2-11-1 作業服

にしのや 高場1-1-7 洋品

ワークマンひたちなか店 高場4-8-17 作業服・作業用品・
ユニフォーム

Boutique UMEHARA 田中後44-2 婦人服

ラ・クロシェット 津田2829 インテリア雑貨・
婦人服

工房プロヴァンス 中根866-15 衣料品

加藤洋品店かどや 馬渡318-2 洋品・ほしいも

綜合衣料ホンダ 馬渡673-2 衣料品

月や衣料店 湊中央1-8-12 衣料品

ベルージュbyカントウ 湊中央2-3-13 婦人服・洋品

ヴティック皓詞 湊中原12534-3 婦人服・雑貨

すずらん衣料品店 湊本町2-11 衣料品

梅原洋品店 湊本町8-3 衣料品

ファミリーショップ こまつや 湊本町26-4 洋品・雑貨

七木屋洋品店 元町6-9 衣料品

あぶにいる 元町3-11 衣料品

ミヤザキ衣料店 元町6-10 衣料品

化粧品・薬局
はなつばき化粧品店 表町10-6 化粧品

えきまえ化粧品店 勝田中央7-25 化粧品

くすりのマルト調剤薬局 笹野店 笹野町2-12-17 薬局

にしのや 高場1-1-7 化粧品

得 POLAエスティイン慶 中根5248-11 化粧品

得 ワミレスサロンつばさ 東石川3379-101
ビックフレンドヒル101 化粧品

HCトータルビューティサロンJUNE 東大島1-24-2 化粧品

松岡薬局 東本町13-16 薬局

コイソヤ化粧品店 湊本町6-14 化粧品

那珂湊スルガヤ薬局 湊本町8-5 薬局

くすりの小森 湊本町9-4 薬局

靴・バッグ
キャッチボール 表町16-3 靴

セレクトシューズ Avant 東大島3-25-10
ハマヤビルC 婦人靴

マルヤス靴店 湊本町2-13 靴・バッグ

時計・メガネ
オグラヤ時計店 稲田1-4-3 貴金属・時計･

メガネ
飛田時計店 湊中央1-12-7 時計・メガネ・

宝飾
峯岸時計店 湊本町27-2 時計・メガネ・

貴金属
内田時計店 湊本町3-13 時計・貴金属・

眼鏡販売修理
メガネのクロサワ ひたちなか店 笹野町1-11-12 メガネ

メガネランド ひたちなか店 中根885-4 メガネ

生花
花の店 よこやま 本店 表町6-11 生花・花鉢・

観葉植物
花の店 よこやま 春日店 春日町マルト

春日店内
生花・花鉢・
観葉植物

フラワーショップみなと 表町3-9 生花

海野ガーデンフラワーショップ 笹野町2-1-1
ガーデンヒルズU1F

生花・花鉢・
観葉植物

フラワーショップ花野寿 セイミヤ馬渡店内 生花・花鉢・
観葉植物

理容・美容
Home Town（ホームタウン） 市毛513-18

小船ビル1F 美容

GLANDALE（グランデイル） 稲田607-4 美容

サロン・ド・ラグジュ 表町5-1
メゾンドイー201 ネイル・マツエク

UP-LOCK 表町8-8 理容

ヘアークラブ TOM・TOM 春日町13-2 美容

Ｙ's hair club 相金町21-58 美容

ビューティサロンSUZUKI 田彦656 美容

美容室 アルティスタ 津田2841-1 美容

ダック美容室 中根893-5 美容

PUR美容室 東石川2-1-6 美容

アクセスムーンひたちなか店 東大島3-21-3 美容

シュービ美容室 湊本町1-3 美容

サロン・ド・アート 長崎屋店 MEGAドン・キホーテ内 美容

青木理容室 青葉町16-15 理容

理容ラッキー 高野2428-180 理容

富永理容室 栄町2-4-29 理容

ヘアーサロンＭ＆Ｎ 中根4731-1 理容

アコ美容室 馬渡2920-183 美容

家具・インテリア・寝具・ギフト
今泉家具 勝田店 市毛840 家具・インテリア

キクチシング店 大平1-5-13 寝具・衣料品・
ギフト

ギフトプラザあかぼり 表町12-1 陶器・ガラス器・
漆器・ギフト用品他

インテリアショップ Shinc lab. 足崎1474-4 家具・インテリア

得 ショールーム セピア 中根4819-5 インテリア

得 ホームシックスタイルショップひたちなか店 東石川2-16-2 家具・インテリア

小沼ふとん店 東石川3449-19 寝具

貸衣裳の東野屋 東本町13-4 寝具・ギフト

ギャラリー空（SORA） 湊中央2-6-19 陶磁器・ガラス器・
カルチャー

趣味の器 贈答品 大坂屋 湊本町2-12 器・贈答品

玄宝屋（シャディサラダ館那珂湊店）湊本町7-4 寝具・贈答品

家電品
小川電機 表町19-10 家電品

川﨑電機商会 勝田中原町6-13 家電品

ハートラインショウエイ 笹野町2-18-10 家電品

デンキカン こじま 東石川3527-6 家電品

ウチダデンキ 馬渡2567-4 家電品

文蔵電機光音堂 和田町1-8-23 家電品

クリーニング・ハウスクリーニング
太平クリーニング 本店 長堀町2-15-8 クリーニング

太平クリーニング 六ツ野店 笹野町3-9-4 クリーニング

太平クリーニング セイミヤ店 馬渡2563 クリーニング

太平クリーニング マルト春日店 春日町10-1 クリーニング

太平クリーニング ヨークベニマル佐和店 高場1484 クリーニング

太平クリーニング マルト佐和店 稲田字円明33-1 クリーニング

太平クリーニング ヨークベニマル那珂湊店 田中後4-20 クリーニング

トーヨコ 共栄町店 共栄町5-2 クリーニング

トーヨコ 東石川店 東石川3-4-2 クリーニング

トーヨコ 足崎店 足崎1458-24 クリーニング

クリーニングのナカジマ 勝田泉町9-10 クリーニング

クリーニングかわさき 高野567 クリーニング

川崎クリーニング 釈迦町9-26 クリーニング

ひやまクリーニング 中根5147-11 クリーニング

ダスキンケンアイ 高場1350-1 ハウスクリーニング

おそうじ壱番 勝田駅前店 三反田3074-2 ハウスクリーニング

自動車・自転車販売修理
太洋オートサイクル 市毛1249-1 オートバイ・

自転車販売修理
得 ハガサイクル 表町14-12 自転車・

バイク販売修理
グリーンサイクル・さいと 東石川2-14-2 自転車販売修理
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セオサイクル ひたちなか店 東石川3-21-8
東功ビル1F 自転車販売修理

アップル新車館 勝田店 東石川2-14-8 自動車販売修理・
レンタカー

アップル車検 佐和店 高野477-5 自動車車検・
整備・鈑金・修理

トマトファクトリー 高場2296-4 自動車板金塗装

勝田電装 田彦950-26 自動車電装品販売・
修理

錦モータース 足崎1314-6 自動車修理・
車検・板金

テルポート車検館 中根878-2 自動車販売修理

磯﨑自動車工業 柳沢236-2 自動車販売・整備

中央自動車 西大島2-14-24 自動車修理

カーコンビニ倶楽部 夢工場 田彦625-1 自動車板金

得 くるまのロッキー 馬渡514-5 中古車販売

BICYCLE PARK O2 ひたちなか店 馬渡3894-9 スポーツ自転車

ネッツトヨタ水戸 勝田店 笹野町2-7-24 自動車販売修理

住宅関連・造園・不動産取引
オセヤ 表町6-8 建築資材・

サッシ・ガラス工事
ベニヤ商事 勝田中央5-15 不動産取引

あらゆる看板の立案・製作のサン工房 勝田本町31-4 看板・ウッドデッキ・
薪小屋の製作

粟山燃料店 大成町30-1 住宅リフォーム

イシイ畳リフォーム ひたちなか店 高場2332-1 畳

大藤興産 田中後6-5 不動産取引

石井畳工業 田中後33-4 畳

伊藤住設 津田2635-12 住宅設備・造園

アパマンショップ ひたちなか店 後藤商事 東石川2-15-7 不動産取引

マリコ ハウジング 東石川3558-2 住宅リフォーム 
他

山田屋不動産・塗料店・調査事務所 東本町11-6 不動産取引・
塗料資材・生花

浜久 東本町15-35 金物・家庭用品

スナオシ内外装 馬渡3003-41 建築・塗装・
防水工事 他

野崎商事 馬渡3269 住宅資材・
機械工具

MADOショップひたちなか勝田店 三反田3288-1 サッシ・ガラス・
建物リフォーム

水道楽 湊中央2-3-17 管工事

レジャー・宿泊
得 オーシャンフロントお宿Hamadakan 阿字ヶ浦町4 旅館

得 つるやホテル 阿字ヶ浦町
2229-20 旅館

阿字ヶ浦温泉のぞみ 阿字ヶ浦町3290 日帰り温泉

得 潮騒の宿 丸徳 磯崎町4318 旅館

得 ホテルクリスタルパレス 大平1-22-1 ホテル・結婚式場

編湊 海門町1-4-5 旅館

ホテルクリスタルプラザ 勝田中央3-4 ホテル

ひたちなか海浜鉄道 釈迦町22-2 運輸交通

勝田パークボウル 田彦二本松1600 ボウリング場

中根の湯 はこや旅館 中根3484 旅館

勝田ミナミボウル 東大島2-11-11 ボウリング場

ミッキートラベルエージェンシー 馬渡418-2 旅行代理店

ツアーサービス 馬渡1247 旅行

得 藤屋ホテル 湊本町1-32 旅館・飲食

春日ホテル＆海鮮レストラン浜辺 湊本町11-4 ホテル・レストラン

みなと観光ホテル 湊本町18-25 ホテル

石塚サン・トラベル 水戸市城東1-3-17
弓和ビル3F 旅行

ホームセンター・デパート
ホームセンター山新 勝田店 笹野町2-9-12 ホームセンター

ホームセンター山新 田彦店 田彦1594-1 ホームセンター

ガソリンスタンド・燃料
黒沢石油店 阿字ヶ浦町317-1 ガソリンスタンド・

石油
柴田石油店 磯崎町4195 ガソリンスタンド

染谷プロパン 海門町2-12-14 燃料販売

佐藤石油 悠愛舘SS 笹野町3-2-1 ガソリンスタンド

佐藤石油 我蘇輪舘セルフミニSS 西大島1-12-5 ガソリンスタンド

得 エネオスひたちなか佐和下宿SS 佐和1409-1 ガソリンスタンド

照沼商事Dr.DriveセルフHAPPYチェリオ店 中根880-12 ガソリンスタンド・
自動車

小田切石油 長堀町3-12-10 ガソリンスタンド

NEXT・カワシマ（川島プロパン）津田2941 LPガス

三和米穀店 湊本町9-15 LPガス・灯油

おさの 和田町2-9-35 LPガス・
石油機器・飲料水

写真・カメラ
スタジオエス 表町11-5 撮影・プリント・

デジタルアルバム
ストロベリィ館 ひたちなか店 東石川949 写真撮影

グランフォト小野写真館 東大島2-2-16 写真撮影

アンシャンテ 東大島4-2-12 ブライダルフォト・
結婚式・ドレス

Az ひたちなか店 東大島2-2-20 振袖レンタル・
撮影

かしむらフォトスタジオ 元町11-3 写真撮影

書籍・CD・楽器
レコードショップ ナガホリ 青葉町3-12 音楽ソフト

関山楽器 勝田中央10-4 楽器

ブックエースTSUTAYA勝田東石川店 東石川3614-1
ヨークタウンひたちなか内

ゲーム・CD・
DVD・書籍

ミュージックショップ 花菱 湊本町2-1 楽器・CD・DVD

きうち書店 湊本町9-3 書籍・雑誌

文具・玩具・雑貨
大黒屋（家庭金物） 勝田泉町1-9 玩具・雑貨

ファッション雑貨ナスカ 笹野町3-12-14 玩具・雑貨

ファンキー駄菓子屋 ズンドコ商店ひたちなか 田中後40-2 玩具・雑貨

勝田ラジコン模型 東石川3-16-18 模型

めぐみや東大島店 東大島2-9-7 生地・手芸用品・
雑貨

木製雑貨の店 木れんが 東本町13-22 玩具・雑貨

レゾネ（陶器・雑貨） 表町14-5 陶器・雑貨

アミューズメント
国営ひたち海浜公園プレジャーガーデン

（※のりもの券・のりものフリーパスのみ利用可）
国営ひたち海浜
公園内 遊園地

アミューズメント ジャムジャムひたちなか本店 田中後40-2 アミューズメント

勝田パークボウル 田彦二本松1600 ボウリング場

勝田ミナミボウル 東大島2-11-11 ボウリング場

ドレミ ひたちなか店 東石川1659-2 カラオケ

カルチャー・スポーツ
マタニ武道具 枝川226-2 剣道具製造販売・

修理
シミズスポーツ 表町9-3 スポーツ用品

アート・スペース・ナカタニ 表町12-3 画材・額縁

アシストパソコンスクール 表町19-2 パソコンスクール

パソコンアカデミーステップ 勝田中原町6-5
サンユニマンション1F パソコンスクール

中央進学会 勝田校 勝田中央11-4 学習塾

中央個別指導学院 勝田校 勝田中央11-4 学習塾

中央進学会 佐和校 高場4-16-11 学習塾

中央個別指導学院 佐和校 高場4-16-11 学習塾

学研 ひたち保育社 足崎126 保育用品

得 着付教室＆レンタル 和あらかると 津田東3-9-8 着物レンタル・
着付教室

イーグルゴルフセンター 中根662-10 ゴルフ練習場

その他
得 頭痛専門ジュリー頭痛整体 市毛522-11 頭痛整体

ビューティ―サロン ベルジュ 田彦950-44 エステ

得 Beauty Space Bell Joule 中根3354-8 エステ

サロン マイティー 表町4-7 リラクゼーション
サロン

ひたちなか温泉 喜楽里別邸 市毛640-2 日帰り温泉
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ビューティークローゼット アリー 表町5-1
メゾンドイー1F エステ・スパ

貸室tamariba 表町8-8 レンタルスタジオ・
シェアオフィス

レンタサイクルtamariba 表町8-8 レンタサイクル

発酵浴 ひなゆ 表町10-10 発酵浴

得 ひたちなか整体センター 表町7-1 整体

たいよう施術院 松戸町2-8-11 整体

エステサロン GRACE VILLA（グレースヴィラ） 勝田泉町1-1
グラン・ラヴィーヌ2Ｆ-Ａ 整体・エステ

ヘアピット 勝田中原町723-13
ロイヤルエースビル2-B ウィッグ（医療用）

スーパーリサイクル 虎や 大平4-1-2 リサイクルショップ

人形と造花 宝玉 大平3-10-8 人形・造花・他

東関東警備保障 津田1868-4 防犯機器・
警備業務

得 フラワークラフト・アンティクス 津田東3-12-6 フラワーアレンジ
メント・造花

秀玉 桜井人形店 東大島2-2-19 節句・提灯

大島パック 東大島2-11-2 包装用品・
梱包資材

インターネットカフェコミック・バスター勝田駅前店 ホテルクリスタル
プラザ内 ネットカフェ

さくら交通 大平4-1-15 タクシー

さわやか交通 大平4-1-15 タクシー

関東タクシー 笹野町3-10-8 タクシー

ひたちなか海浜鉄道 釈迦町22-2 運輸交通

仏心堂 田彦1637-1 仏壇・仏具

亀屋石材・ギャラリー香 馬渡2837-7 石材・仏壇・仏具・
雑貨

大富印刷 山崎160 印刷

ベンリーひたちなか高場店 高場3-9-25 便利屋

ファッションクルーズ どちらの券も使えるお店（地域応援券・共通券）ファッションクルーズ どちらの券も使えるお店（地域応援券・共通券）
auショップ 携帯電話
to blossom レディス・服飾雑貨
HUMPTY DUMPTY 生活雑貨
cosmura コスメ
Toys “R”Us 玩具
AVENUE レディス
タイムステーション NEO 時計
STONE MARKET 天然石・アクセサリー
www.Qshop.Jp レディス
SAC'S BAR バッグ・財布
Chinon レディス
TULLY'S COFFEE コーヒーショップ
SOREL レディス・服飾雑貨
Arnold Palmer メンズ・レディス・キッズ
WEGO メンズ・レディス・服飾雑貨
Prim Rose レディス
bene posto. メンズ・レディス・キッズ
MONET レディス

パティズ ファンシーバラエティ雑貨
fran de lingerie インナーウェア
COLOR STUDIO コスメ
POLIS+α 家具・インテリア雑貨
KALDI COFFEE FARM コーヒー豆・輸入食材
Amatone Accesso'rio アクセサリー・雑貨
maple farm 雑貨・レディス・ベビー
スマイルハンバーグ 炭火ハンバーグ&ステーキ
福泰酒家 中華料理
大戸屋 ごはん処 手づくり定食
マリオンクレープ クレープ
100時間カレーEXPRESS カレー
らあめん花月嵐 ラーメン
FRESHNESS BURGER バーガーカフェ
かつや とんかつ・かつ丼
Pepper Lunch ステーキ＆ペッパーライス
リンガーハット 長崎ちゃんぽん

食料品・穀類
いばらきコープ ひたちなかセンター 田彦1008 食料品宅配

JA常陸 津田直売所 津田3241-2 食料品・直売所

JA常陸 長砂直売所 長砂34-4 食料品・直売所

酒・醤油
酒のやまや ひたちなか店 笹野町3-3-23 酒類

酒のやまや 那珂湊店 釈迦町17-10 酒類

スーパーマーケット・ドラッグストア
いばらきコープ コープひたちなか店 高場1673-21 スーパーマーケット

カスミ 佐和店 高場5-1-5 スーパーマーケット

カスミ フードスクエアひたちなか笹野店 笹野町1-12-3 スーパーマーケット

カスミ 津田店 津田2848-1 スーパーマーケット

カスミ フードスクエア馬渡店 馬渡向野2912-1 スーパーマーケット

カスミ 那珂湊店 栄町2-13-25 スーパーマーケット

ジャパンミート ひたちなか店 ジョイフル本田内 スーパーマーケット

ヨークベニマル ひたちなか店 東石川3614-1 スーパーマーケット

ヨークベニマル 大成店 大成町11-6 スーパーマーケット

ヨークベニマル 田彦西店 田彦1003-1 スーパーマーケット

ヨークベニマル 佐和店 高場1484 スーパーマーケット

ヨークベニマル 東大島店 東大島2-13-15 スーパーマーケット

ヨークベニマル 那珂湊店 田中後4-20 スーパーマーケット

カワチ薬品 佐和店 高場1213 ドラッグストア

カワチ薬品 ひたちなか店 東石川1567-1 ドラッグストア

カワチ薬品 那珂湊店 栄町2-14-42 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか馬渡店 馬渡字西谷津
3845-2 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか堂端店 堂端2-1-4 ドラッグストア

ウエルシア 那珂湊店 釈迦町7-24 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか馬渡向野店 馬渡向野
2911-18 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか松戸町店 松戸町3-1-30 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか田彦店 田彦1003-5 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか佐和店 高場1-22-6 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか外野店 外野2-12-4 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか市毛店 市毛822-5 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか田中後店 田中後7-2 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか大平店 大平3-11-20 ドラッグストア

ウエルシア ひたちなか六ツ野店 東石川3379-15 ドラッグストア

コヤマ 津田店 津田2950-3 ドラッグストア

サンドラッグ ひたちなか大成店 大成町11-5 ドラッグストア

ディスカウントドラッグ コスモス ひたちなか松戸店 松戸町3-3-23 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 東石川3614-1 ドラッグストア

マツモトキヨシ 那珂湊店 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 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 笹野町1-9-4 ドラッグストア

ツルハドラッグ ひたちなか昭和通り店 中根3325-13 ドラッグストア

ツルハドラッグ ひたちなか市毛店 市毛953-7 ドラッグストア

ツルハドラッグ 勝田店 青葉町3-12 ドラッグストア

共通券のみ使えるお店（共通券）共通券のみ使えるお店（共通券）
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クスリのアオキ 西光地店 西光地2-27-2 ドラッグストア

クスリのアオキ 東石川店 東石川3524-5 ドラッグストア

クスリのアオキ 高場店 高場1856-1 ドラックストア

クスリのアオキ 馬渡店 東部第二土地区画整理
事業地内95街区1番 ドラックストア

飲食
得 いろはにほへと 勝田駅前店 勝田中央3-1 居酒屋

寧々家 ひたちなか店 東石川1655-1 飲食

カルビ大将 ひたちなか店 馬渡2559-10 焼肉

ステーキ宮 ひたちなか店 馬渡2565-9 ステーキ

フライングガーデン 海浜公園前店 馬渡555-2 レストラン

フライングガーデン 笠松運動公園前店 佐和2052 レストラン

もんどころ ひたちなか店 勝田中央5-1 居酒屋

忍家 勝田店 勝田泉町9-14 居酒屋

赤から ひたちなか昭和通り店 東石川1173-1-2 居酒屋

衣料品（紳士服・婦人服）・洋品
洋服の青山 勝田店 稲田1062-1 衣料品

AOKI ひたちなか昭和通り店 中根3325-1 衣料品

紳士服のコナカ 勝田店 東大島2-9-5 衣料品

ファッションセンター しまむら 田彦店 田彦1210-17 衣料品

ファッションセンター しまむら 中根店 中根5287-1 衣料品

ファッションセンター しまむら 那珂湊店 峰後8-11 衣料品

アベイルひたちなか店 東大島4-2-9 衣料品

アベイル那珂湊店 峰後1-5 衣料品

シャンブル那珂湊 峰後1-5 衣料品

バースデイ佐和店 高場1-5-3 衣料品

アカチャンホンポ ニューポートひたちなか店 新光町35 衣料品

靴・バッグ
東京靴流通センター ひたちなか昭和通り店 笹野町2-11-8 靴

時計・メガネ
メガネパリミキ 勝田店 市毛800-1 メガネ

メガネパリミキ ジョイフル本田ひたちなか店 ジョイフル本田内 メガネ

メガネストアー ひたちなか店 笹野町2-10-33 メガネ

眼鏡市場 ひたちなか店 高場3-1-1 メガネ

家具・インテリア・寝具・ギフト
ニトリ 勝田店 市毛890 家具・

インテリア・寝具
東京インテリア家具 ひたちなか店 新光町30-2 家具・インテリア

家電品
ケーズデンキ シーサイドひたちなか 新光町30-1 家電量販店

ヤマダデンキ テックランドひたちなか店 稲田1424-1 家電量販店

ヤマダ アウトレットひたちなか店 新光町39-2 家電量販店

自動車・自転車販売修理
イエローハット ひたちなか店 稲田1048-24 カー用品販売・

車整備
オートバックス ひたちなか店 馬渡3857-1 カー用品販売・

車整備
レジャー・宿泊
茨城交通勝田営業所 東石川後原

3158-2 運輸交通

ホームセンター・デパート
MEGAドン・キホーテ勝田店（長崎屋） 石川町1-1 デパート

ケーヨーデイツーひたちなか店 青葉町3-3 ホームセンター

ジョイフル本田 ニューポートひたちなか店 新光町34-1 ホームセンター

コストコホールセールひたちなか倉庫店 新光町41-2 ショッピングセンター

書籍・CD・楽器
Wonder GOO TSUTAYA ひたちなか店 中根3325-10 CD・DVD・書籍

蔦屋書店 ひたちなか店 新光町30-4 ゲーム・CD・
DVD・書籍

アミューズメント
カラオケ時遊館 勝田駅前店 勝田中央3-1 カラオケ

カルチャー・スポーツ
スポーツオーソリティ 新ひたちなか店 新光町35 スポーツ用品

スポーツデポ ひたちなか店 新光町27-1 スポーツ用品

その他
オリックスレンタカー ひたちなか昭和通り店 笹野町2-2-26

東和ビル1F レンタカー

※掲載の取扱店名は、令和４年３月31日現在です。
※３月31日以降の情報については、ひたちなか商工会議所HPにて、随時お知らせいたします。尚、取扱店は随時受け付けておりますので、お問い合せください。
 ひたちなか商工会議所HP　URL：http://www.hcci.jp/

（※販売日以降新しく変更・追加になるショップもございます）

無印良品 インテリア・生活雑貨・メンズ・レディス・キッズ・食品
ORIHICA メンズ・レディス・服飾雑貨
LEPSIM レディス
Francfranc インテリア・生活雑貨
SHOO-LA-RUE レディス・キッズ
studio CLIP レディス・生活雑貨
coen メンズ・レディス・キッズ
LAKOLE メンズ・レディス・服飾雑貨・生活雑貨
GLOBAL WORK メンズ・レディス・キッズ・生活雑貨
Green Parks topic レディス
こども写真城スタジオアリス 写真館
Hush Puppies メンズ・レディス
ADOLFO DOMINGUEZ メンズ・レディス
COMME CA ISM メンズ・レディス・キッズ・ベビー
earth music&ecology レディス
Living the Life ユニセックス・キッズ・ゴルフウェア
JINS 眼鏡・サングラス
三越 トータルライフスタイル&ギフトショップ
any SiS/Feroux レディス
a.v.v レディス・キッズ
tutuanna ソックス・インナー・ウェア
ハニーズ レディス
THE SHOP TK メンズ・レディス・キッズ・服飾雑貨
any FAM レディス・キッズ・服飾雑貨
AMERICAN HOLIC レディス

倉式珈琲店 軽食・喫茶
Right-on メンズ・レディス・キッズ
PAL GROUP STOCK メンズ・レディス・服飾雑貨
clover leaf シューズ
ORBENE レディス
RecHerie レディス
T's collection レディス
SM2 keittio レディス
眼鏡市場 眼鏡・サングラス・補聴器
TAKA Q メンズ・レディス
ABC-MART シューズ・スポーツアパレル
Milluflora ジュエリー・アクセサリー
BELLUNA レディス・服飾雑貨
BANKAN 着物・和装小物・和雑貨
THE GROCERY & WINE by St.Cousair 酒・加工食品
中央コンタクト コンタクト
LIBRO 書籍・CD・DVD・雑貨・文具
パステル バラエティ雑貨
one'sterrace インテリア・生活雑貨
SHOE・PLAZA シューズ
HAPiNS 生活雑貨・インテリア
Celule コスメ・美容食品
Zoff 眼鏡・サングラス
VILLAGE VANGUARD 雑貨・書籍・CD
BISTRO309 洋食

ファッションクルーズ 共通券のみ使えるお店（共通券）ファッションクルーズ 共通券のみ使えるお店（共通券）



※プレミアム商品券でお支払いすると、通常よりお得な商品・サービスをご提供いただけるお店です。
※詳細は、店頭でご確認ください。

商品券
１枚

商品券
２枚 その他

令和４年 プレミアム商品券　共同事業 プレミアム商品券で いつもより　　　　商品をGET！

もっとお得まつりもっとお得まつり
得

★ 共通券のみ使えるお店
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食料品・穀類
遠藤米穀店 人気のそうめん・ひやむき・うどんよりどり２袋
精肉・海産物・青果

伊勢増 勝田笹野店
サラダわかめ１袋＆焼きずのり１袋（通常594円）
焼酎仕込みあじ開き･焼酎仕込み赤魚開き･さんまピリ辛、３点入り（通常1,100円）

こだわりの干物屋（五代目常造） 干物５枚袋（通常600円）
住谷公商店 プッチーモ２ケ（通常＠580×２ケ＝1,160円）
惣菜・弁当
はるのや食品 さんまの甘露煮お徳用２袋（通常600円）
ブランチワールド デラックス弁当（ハンバーグ・焼肉・エビフライその他）（通常600円）
あげたてからあげ専門店 とり家 ひたちなか レギュラーサイズ唐揚４ヶのせ弁当（通常540円）
みやざき 得 商品券１枚につき50円引き

からあげ専門店 マルヤ商店
マルヤパック小（通常1,080円）

得 マルヤパック大（通常2,160円）を商品券４枚
からあげ専門寺田商店ひたちなか店 清原醤油からあげ（４個）（通常560円）
パン・菓子
稲葉屋菓子店 反射炉のてっぽ玉（通常１袋324円）を２袋
桔梗屋本舗 マドレーヌ６ケ（通常660円）
下市ベーカリー 得 商品券利用で10％ＯＦＦ
ミシェル洋菓子店 ボックスケーキ〈チョコレート、抹茶、コーヒー〉（通常各１本1,200円）
つるや製菓 マドレーヌ５ケ（通常648円）
コンビニエンス
セブンイレブン ひたちなか佐和下宿店 得 福袋（洗車プリカ+セブンイレブン商品）を商品券４枚（4,000～5,000円相当）
飲食
ライブスポット サムシング 得 フルーツ無料サービス
春日ホテル＆海鮮レストラン浜辺 平日ランチメニュー（通常1,100円）
喰い道楽 すみよし 得 商品券５枚利用でソース焼きそば中（通常540円）を１個サービス
明治屋 ひたちなか店 自家製カレーライス サラダバー付き（通常750円）
石山食堂 ワンコイン弁当※１日10食限定
かつや ひたちなか市毛店 かつ丼（梅）＋とん汁（小）セット※店内飲食のみ
まいどおおきに ひたちなか食堂 週替わりプレートメニュー（640円相当）※お持ち帰り可
酒菜 おかめ おすすめ日本酒
宴会・和食創作料理 居酒屋 金満 エビ天丼（通常1,100円）
寿司常 ランチメニュー（通常1,100円）
レストラン サーラ 得 商品券利用でランチ10％OFF（他サービス券との併用不可）
喫茶＆レストラン グリル・アイ コーヒー＆あげパンセット（通常530円）

磯料理 御食事処 旅館ごとう
特製 生、揚ワンコイン丼※テイクアウトOK
特製 生、揚ツーコイン丼※テイクアウトOK

小僧寿し ひたちなか中央店
プレミアムまかない丼、プレミアムにぎり
特上寿し雅（みやび）（通常1,187円）

スパゲティハウス MACKY DENIM
海と山の幸パスタ・デザート・ドリンク（コーヒーor紅茶）のセット（通常1,550円）

〈テイクアウト商品〉スープ･サラダ･選べるパスタのセットＢセット（通常1,080円）、Ｃセット（通常1,180円）
日本料理 いさ美 デザート＆ドリンクセット（通常600円）※ランチタイムのみ
★いろはにほへと 勝田駅前店 得 スタンダード飲み放題（通常2,068円）を商品券３枚

満貫荘
ラーメン（通常650円）

得 店内にてサービス内容掲載
Chot Bar 7 2,000円以上利用で、お通し＆１ドリンク（通常1,200円）
中華飯店来鳳 得 商品券5枚につきギョウザ１人前プレゼント
味どころ雅び お通し＆１ドリンク※お食事ご注文の方に限り
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鮨の浜よし 得 商品券利用で名入りボールペンプレゼント
印度屋らんがる市毛店 ナンロール＆ドリンクSet（通常800円）
39カフェ 39プレート＆ランチデザートつき（通常1,200円）
丸十食堂 冷やし中華（通常660円）

韓国料理ゆめ
韓国式太巻き（通常850円）※テイクアウトのみ
おでんトッポギ（通常750円）※テイクアウトのみ

来々軒 豚スタミナ丼（通常900円）
寿司工房すず木 得 にぎり盛合せ竹（通常2,420円）を商品券４枚

大阪串カツ一 勝田店
（とりから一九 勝田店）

ミックスからあげ３個入弁当または一九ももから３個入弁当 または旨塩ももから３個入弁当（通常510円）
ミックスからあげ10個または一九ももから10個 または旨塩ももから10個（通常1,160円）

得 ミックスからあげ16個または一九ももから16個 または旨塩ももから16個（通常1,740円）を商品券３枚
きらら 得 3,000円以上（２名様以上）利用で1,000円割引
中なか 得 3,000円以上（２名様以上）利用で1,000円割引
ほりぞえ 得 海鮮丼（通常2,700円）を商品券５枚
山甚道場 得 3,000円以上利用で当店飲食チケット300円分サービス
格子屋 勝田駅前店 得 商品券利用で刺身盛り合わせ１人前（通常980円）無料券プレゼント
シーフードレストランメヒコ 水戸フラミンゴ館 得 商品券６枚利用毎にお食事券500円分プレゼント
平磯館 エビギョウザ（通常600円）
喫茶・コーヒー豆・日本茶
サザコーヒー 本店 エチオピア品評会コーヒー＆ケーキセット
サザコーヒー 勝田駅前店 エチオピア品評会コーヒー＆ケーキセット
粉雪亭 ソーセージランチ・コーヒー＆ケーキ付（通常1,200円）※（日曜定休日）
衣料品・用品
オーダースーツSHOP バルコン小池 ズボンのウエストお直し（通常2,200円）
化粧品・薬局
POLA エスティイン慶 得 商品券利用でハンドトリートメントサービスまたはサンプルプレゼント
ワミレスサロンつばさ 得 フェイシャルエステ体験（6,050円相当）を商品券３枚 ※初めての方限定！
生花

花の店 よこやま 本店
ミニブーケ（通常650円）
アレンジメント（通常1,300円）

家具・インテリア・寝具・ギフト
ギフトプラザあかぼり ギフトセット（通常3,000円）
キクチシング店 岩盤浴（通常1,500円）※バスタオル、フェイスタオル、着替えはお持ち下さい
趣味の器 贈答品 大坂屋 有田焼 飯茶碗（通常1,000円）
ショールーム セピア 得 商品券利用で来店プレゼント
ホームシックスタイルショプひたちなか店 得 ルームフレグランスCULTI 500ml（通常13,200円）を商品券24枚（スプレーもプレゼント）
家電品
ウチダデンキ 40ｗLED電球（通常792円）
川﨑電機商会 選べる光色３モードLEDミニランタン（通常1,480円）※限定10個

★ヤマダデンキ テックランドひたちなか店
日立マクセル単３電池12本パック
SONY録画用BD-RE10枚パック

クリーニング・ハウスクリーニング
ひやまクリーニング ワイシャツクリーニング（165円）+エリ漂白コース（500円）
自動車・自転車販売修理
磯﨑自動車工業 軽自動車オイル交換（通常1,650円）

アップル車検 佐和店
車検時のエンジンオイル交換（0w-20、5w-30）４ℓまで ※国産車限定
ヘッドライトクリーニング（１台/左右）（通常3,000円）
エアコンガスクリーニング（通常3,000円）

ハガサイクル
カサホルダー（通常1,480円）部品のみ
カークリーム（通常980円）

得 商品券で新車３万円以上ご購入の方にTS保険1,500円サービス

アップル新車館 勝田店
エンジンオイル交換（0w-20、5w-30）４ℓまで ※国産車限定
車内オゾン除菌（通常3,000円）
電磁パルス痩身トレーニングマシン「マグニート」体験（２か所、30分）

くるまのロッキー 得 商品券利用でロゴ入りLEDライトキーホルダープレゼント
住宅関連・造園・不動産取引
山田屋不動産・塗料店・調査事務所 佃煮４パック（通常1,350円）
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プレミアム商品券ダブルチャンスプレミアム商品券ダブルチャンス

●ポイント進呈期間
　6月１0日～9月30日まで
●問合せ
　なかみなとホームシール会事務局  ☎029－263－7292

なかみなとホームシール会
特別ポイント2倍セール

なかみなとホームシール会加盟店（プレミアム商品券取扱店のみ）では、
プレミアム商品券でお買い上げのお客様に 2倍のポイントを進呈いたします。

表町、元町、共栄町、勝田泉町、
勝田中央、東石川1～3丁目地区
の取扱店では、プレミアム商品券
でお買い上げのお客様に、次回の
お買い物で特典が受けられる
「さらにプレミアム！クーポン券」
を進呈いたします。サービス内容
は、各店により異なりますので各
店頭でご確認ください。

勝田駅前地区 さらにプレミアム！セール 佐和サービスシール会・
ダブルプレミアム★商品券でのお買い物は勝田駅前地区で

（クーポン券進呈期間：6月10日～9月30日まで）
ひたちなか商工会議所 勝田駅前ブロック

※交換した商品券は佐和サービスシール会
　の加盟店でお使いいただけます。

この機会にプレミアム商品券で
お買物をしてポイントをためよう。
※満点カードは1枚500円としてお買物ができ、
　また楽しいイベントにも参加できます。

満点カード
への近道！

※サービス実施店舗は店頭に「さらに
プレミアム！セール」のステッカー
を掲示しています。

プレミアム商品券12,000円（１冊）を佐和
サービスシール会の商品券13,000円（500円
券×26枚）と交換いたします。
（おひとり様1口を限度）

●場所：佐和サービスシール会事務所

　　　　☎029－285－0333（にしのや）

レジャー・宿泊
藤屋ホテル 得 宿泊者に限りドリンク10％引き
春日ホテル＆海鮮レストラン浜辺 平日ランチメニュー（通常1,100円）
ホテルクリスタルパレス 得 商品券利用で｢米門｣のランチ10％OFF（他サービス券との併用不可）
阿字ヶ浦温泉のぞみ 生ビール１杯枝豆付き
オーシャンフロントお宿 Hamadakan 得 商品券利用（宿泊）で次回利用お一人様1,000円割引券プレゼント（最大４名様まで利用可）
つるやホテル 得 お一人様10,000円以上の利用で宿泊代（一泊二食付き）が1,000円割引（但し２～５名様まで）
潮騒の宿 丸徳 得 商品券5,000円以上利用（宿泊限定）でソフトドリンク１杯サービス
勝田パークボウル K-parkカフェで、からあげ・ポテトセット（通常600円）
勝田ミナミボウル ２ゲーム（貸靴代別）
ホームセンター・デパート
★MEGAドン・キホーテ勝田店（長崎屋） 福袋（食品・日用品）※先着200名様限り
ガソリンスタンド・燃料
照沼商事Ｄr.ＤriveセルフHAPPYチェリオ店 超撥水洗車（通常2,200円）
NEXT・カワシマ（川島プロパン） サヴァ缶３個（通常1,200円）
エネオスひたちなか佐和下宿SS 得 福袋（洗車プリカ+セブンイレブン商品）を商品券４枚（4,000～5,000円相当）
文具・玩具・雑貨
木製雑貨の店 木れんが 木のカレースプーン２本組（通常760円）
アミューズメント
勝田パークボウル K-parkカフェで、からあげ・ポテトセット（通常600円）
勝田ミナミボウル ２ゲーム（貸靴代別）
カルチャー・スポーツ
パソコンアカデミーステップ 追加分レッスン１コマ（通常1,500円）

着付教室＆レンタル 和あらかると
得 浴衣お着付（通常3,000円）を商品券５枚
得 着付レッスン【浴衣】（通常3,000円）を商品券5枚 ※１人１回

その他
ひたちなか整体センター 得 施術料（通常5,800円）を商品券11枚（初診の方は10枚）
たいよう施術院 足のむくみとりコース（通常2,000円）
フラワークラフト・アンティクス 得 商品券１枚につき550円で利用可
Beauty Space Bell Joule 得 商品券利用でマッサージ（フェイシャル又はボディ）10分サービス
頭痛専門ジュリー頭痛整体 得 初診料＋施術体験（通常8,000円）を商品券５枚


