
名張商工会議所 （表面）
　住所 名張市南町822-2
　電話 0595-63-0080

名張亭満月 (蔵持町原出) 京料理 割烹 伊くま 名張店 (夏見)
麺や 弐凛 (蔵持町原出) フレンチクオーター ラブ (夏見)

モカズテイル (桜ヶ丘) モスバーガー名張店 (蔵持町原出) 丸源ラーメン名張店 (夏見)
NikuMachi (平尾) 焼き鳥わらいち (蔵持町原出) 港屋珈琲 名張店 (夏見)
居酒屋　一集 (平尾) 海鮮市場 魚よし (緑が丘東) 来来亭 名張店 (夏見)
居酒屋中むら (平尾) 田吾作 (梅が丘南3) 居ざ家や 稔人 (瀬古口)
賛急屋(仮店舗はHAPPY YOUさんきゅうや) (平尾) ビストロ de gaji庵 (梅が丘南3) イタリア料理 ブォーノ (瀬古口)
食どころ きはらし (平尾) 和の庄 平井亭 (葛尾) 割烹仕出し やまもと (瀬古口)
丸池寿司 (平尾) CAPTAIN TURTLE (さつき台2) カフェ ポアロ (瀬古口)
居酒家きっちん (丸之内) ダイニングキッチン球磨 (さつき台2) 食べ処 若菜 (瀬古口)
居食屋 伊和希 (丸之内) 遊食倶楽部こいずみ (新田) 中国料理 敦煌 (瀬古口)
喫茶JUN (丸之内) 魚忠 豊 (新田) レストラン ラ・シルフィード (瀬古口)
古書からすうり (中町) カフェ＆ダイニング ゆず (東田原) ARCH SHORENJI (青蓮寺)
手打蕎麦うどん かみ六 (中町) こんぴら亭 (東田原) yuno cafe (青蓮寺)
リーフ (中町) 創作和食 知 (東田原) イングルサイドカフェ (青蓮寺)
清風亭 (鍛冶町) トラットリアパストラーレ (東田原) そば.けいた (青蓮寺)
サロンアスピア (南町) ハレノヒ (東田原) 鮨久 (百合が丘東3)
カフェ＆バー レフトアローン (木屋町) フルル (東田原) HAKU-TAKU (百合が丘東5)
生地たこや喜げんば名張本店 (イオン店内) 浪花屋鳥造 桔梗が丘店 (上小波田) Colorful JP (百合が丘西1)
番じゃ屋敷 (榊町) パラドックス (上小波田) 寿司割烹 醍醐 (百合が丘西6)
29BAR S (栄町) つぐみカフェ (下小波田) レストラン アミティエ (百合が丘西6)
HAPPY YOUさんきゅうや (栄町) あん藤 (西原町) ダイニングバー串膳 (桔梗が丘1)
やきとり大吉 名張駅前店 (栄町) カップ オブ ティー (ドン・キホーテ店内) Bar L'or ロール (桔梗が丘2)
は里まや (松崎町) 瑞福祥 (ドン・キホーテ店内) スウィーツ・セラピー (桔梗が丘2)
アニエス・ガーデン名張 (朝日町) スガキヤ ドン・キホーテ名張店 (ドン・キホーテ店内) 寿司たかだ (桔梗が丘2)
だるまや (朝日町) まつりちゃんキッチン (ドン・キホーテ店内) 不二家 桔梗が丘店 (桔梗が丘2)
cafe mjuk (上八町) カフェアートゥル (上比奈知) cafe R+INK (桔梗が丘4)
古民家レストランオステリアciao (上八町) すし登美 (富貴ヶ丘4) 創作和食 味楽 (桔梗が丘4)
幸寿司 (東町) 陽だまりcafe (すずらん台東3) DELI DELI (桔梗が丘5)
名張希央台食堂 (希央台1) cheyone (すずらん台西1) 喫茶アイウエオ (桔梗が丘6)
モダン和食ゆとり (希央台1) Flower Café エーデルワイス (つつじが丘北3) クックハウス火土水 (桔梗が丘7)
カラオケ喫茶イブ (希央台3) あげもの家 1カラット (つつじが丘北3) ビーフレストラン金谷 (桔梗が丘8)
カレーハウスCoCo壱番屋 名張店 (希央台3) 家庭料理ほおずき (つつじが丘北3)
クオーレ (希央台4) すし勘 (つつじが丘北3)
(季節料理とお好み焼の)一休 (鴻之台1) 居酒屋 若蔵 (つつじが丘北5) (一社)名張市観光協会 駅前観光案内所 (平尾)
soeru flower cafe (鴻之台1) スタミナ.けん (つつじが丘北5) はなびし庵（すみた酒店） (中町)
お酒と料理しゅん (鴻之台1) 中国料理 龍王 (春日丘1) 癒しの里 名張の湯 (希央台2)
市庁舎食堂弥助(市役所地下一階) (鴻之台1) 寿し秀 (黒田) とれたて名張交流館 (希央台2)
鈴よし (鴻之台1) スタミナラーメン天天 (黒田) ギフトシティ山城屋 (鴻之台1)
名張和心(まごころ) (鴻之台1) ダイハン黒田店 (黒田) 三重近鉄タクシー 名張営業所 (蔵持町原出)
美濃路 名張店 (鴻之台1) 森の熊さん (結馬) 名張営業所 名阪観光ナビ (東田原)
和食さと 名張店 (鴻之台1) 古民家cafeこのは (井手) 株式会社 三重旅行サービス名張店 (ドン・キホーテ店内)
天晴れ (鴻之台2) 炭火焼 三太夫 (安部田) 湯元赤目山水園 (赤目町柏原)
鰻 伊賀 (鴻之台2) フルーツランド南国 (安部田) 赤目温泉隠れの湯 対泉閣 (赤目町長坂)
宗右衛門町 (鴻之台2) TAKIGAWA赤目 (赤目町丈六) 赤目四十八滝 (赤目町長坂)
プラーナ (鴻之台2) 寿司・割烹にしおか (赤目町丈六) 上田屋 (赤目町長坂)
焼き肉レストラン オクダ (鴻之台2) 西川商店 (赤目町柏原) たまきや (赤目町長坂)
ル・マルシエ (鴻之台2) 赤目観光ハウス (赤目町長坂) 忍者の森 (赤目町長坂)
麦の穂 名張店 (鴻之台3) 赤もみじ (赤目町長坂) 51上久保ぶどう園 (青蓮寺)
2代目 はこだて (蔵持町原出) カフェ ニチヨウ (赤目町長坂) 栢本農園 (青蓮寺)
あじへい桔梗が丘店 (蔵持町原出) サンカク カフェ (赤目町長坂) 青蓮寺ぶどう組合 (青蓮寺)
あみやき亭 名張店 (蔵持町原出) 長坂のKakashi (赤目町長坂) 青蓮寺レークホテル (青蓮寺)
歌行燈 名張店 (蔵持町原出) あすの澪 (夏見) 福田ぶどう園 (青蓮寺)
炭火焼肉 伊賀よし (蔵持町原出) 唐勝 (夏見) 西口園 (桔梗が丘8)

株式会社 御菓子司さわ田 ドンキ店 (ドン・キホーテ店内) モリシマ商事 (西原町)
ハセガワベーカリー (つつじが丘北3) ハニーズ (ドン・キホーテ店内)

プルースト菓子店 (桜ヶ丘) スーパーヤオヒコ 名張店 (つつじが丘北5) TACHI花 (桔梗が丘3)
kokoplace (平尾) あっちゃんのお菓子工房 (黒田)
果物屋ほそみ (平尾) 吉永酒店 (赤目町新川)
田中屋 (本町) りんくりんぐ (赤目町新川)
笠置商店 (新町) 瀧自慢酒造 株式会社 (赤目町柏原) カナリヤ電機 榊町店 (榊町)
中島酒店 (新町) 菓子工房アンデルセン (夏見) ACT15まとばでんき 松崎町店 (松崎町)
八百寅商店 (新町) 株式会社 御菓子司さわ田 マックスバリュ店 (夏見) カナリヤ電機 テクノ鴻之台店 (鴻之台4)
矢の惣商店 (新町) 澤酒本店 (夏見) 電化のイクタ (美旗町中2)
北佐 (南町) ほのぼの市場 (夏見) ACT15まとばでんき つつじが丘店 (つつじが丘北3)
株式会社 御菓子司さわ田 イオン店 (イオン店内) 大屋戸製菓 (瀬古口) 彩電館ヤマキ (夏見)
不二家神戸 リバーナ店 (イオン店内) 村井米店 (瀬古口) ACT15まとばでんき 桔梗が丘店 (桔梗が丘6)
丸福精肉店 (元町) 株式会社 御菓子司さわ田 本店 (箕曲中村)
森脇商店 (元町) Toy Toy patisserie (桔梗が丘1)
フルーツショップはしもと (栄町) 高齢者向け配食サービスまごころ弁当名張店 (桔梗が丘1)
有限会社 小木屋食品 (朝日町) ふくい (桔梗が丘1) 畿央薬局　名張旧町店 (丸之内)
御菓子司 株式会社 星安 (上八町) コペラ川浪 (桔梗が丘3) ビューティーパートナー ひまわり (イオン店内)
仕出し料理 弥助 (上八町) さわだ一休庵 (桔梗が丘3) (株)FAHOLL (松崎町)
パティスリージョリオン (希央台4) にぎり忠次郎 名張店 (桔梗が丘3) 畿央薬局　中央店 (希央台4)
本家かまどや 夏見店 (希央台4) 和菓子の英華堂 名張桔梗が丘店 (桔梗が丘3) 畿央薬局　本店 (希央台4)
久寿徳 松田酒店 (鴻之台1) 富永米穀店 (桔梗が丘5) 赤井薬局 鴻之台店 (鴻之台2)
精肉のオクダ (鴻之台2) 本家かまどや 桔梗が丘店 (桔梗が丘7) ノエビア桔梗販社 (鴻之台2)
フランス菓子工房 ペルル (鴻之台2) 赤井薬局 中央店 (鴻之台3)
リカーマウンテン 名張店 (鴻之台2) 畿央薬局　こうのだい店 (鴻之台3)
スーパーヤオヒコ 桔梗が丘店 (蔵持町里) 薬局サンキュードラッグ (梅が丘北1)
シャトレーゼ 名張店 (蔵持町原出) (有)ヲワリヤ (中町) なの花薬局 名張夏見店 (夏見)
えびす屋 (緑が丘東) サワ毛糸店 (上本町) なの花薬局 名張市立病院前店 (百合が丘西1)
オークボフーズ (梅が丘南3) マルシン洋品店 (上本町) 畿央薬局　畿央徳山薬局 (桔梗が丘1)
はこぜん (東田原) ユニクロ 名張店 (希央台3) 畿央薬局　桔梗駅前店 (桔梗が丘2)
フードショップよしはら (東田原) AOKI 名張店 (希央台4) ぱんだ薬局 (桔梗が丘2)
モンパクトル (東田原) 洋服の青山 名張店 (希央台4) 赤井薬局 桔梗が丘店 (桔梗が丘4)
土の香市場ハラペコあおむし (上小波田) シュープラザ名張 マックスバリュ店 (蔵持町原出) 裏面に続きます

飲 食 店

名張のお店応援商品券・子育て応援商品券
取扱店一覧表 最新版 有効期限：令和3年6月14日(月)～令和3年10月31日(日）

※６月１８日時点での一覧表です。取扱店は随時更新していますので、最新の一覧表は名張商工会議所ホームぺージ又は公式Facebookからご確認くださ
い。

３種類全ての商品券が使えるお店（１冊１０枚綴りの内１０枚全部使えます）

地域応援券と全店共通券のみ使えるお店（１冊１０枚綴りの内６枚のみ使えます）
飲食料品店

衣料品・身の回り品・寝具店

家電・家具販売店

医療品・化粧品販売店

観光関連店舗



名張商工会議所 （裏側）
　住所 名張市南町822-2
　電話 0595-63-0080

メガネセンターフジモリ名張店 (平尾) あったか骨盤整骨院 (鴻之台1) 米沢法律事務所 (平尾)
カドキ紙店 (中町) 鴻之台歯科診療所 (鴻之台4) flat (元町)
ミワヤ本店 (中町) つつじが丘接骨院 (つつじが丘北5) クリーニングナック (元町)
田村 リバーナ店 (イオン店内) 名張市立病院 (百合が丘西1) 絶好調代行 (東町)
田村 東町本店 (東町) Ariel Padel Club (希央台1)
ひまわり書店 (東町) CATV SHOP ads. (希央台5)
田村 MEGAドン・キホーテUNY名張店 (ドン・キホーテ店内) ソフトバンク名張中央 (鴻之台1)
有限会社 前田文具 (夏見) Relaxation Salon RA-NA (桜ヶ丘) auショップ名張 (鴻之台2)
ブックスアルデ (箕曲中村) 和希理容室 (桜ヶ丘) ケーブルスマホ鴻之台店 (鴻之台2)
長谷川堂書店 (百合が丘東1) サミュウ (平尾) 武道交流館いきいき (蔵持町里)
川口書店 (桔梗が丘3) 骨格調整院まどろみ (丸之内) ドコモショップ名張蔵持店 (蔵持町原出)
桔梗が丘書店 (桔梗が丘3) ヘアーサロンオオタ (丸之内) FINCOM (さつき台2)
メガネセンターフジモリ桔梗が丘店 (桔梗が丘5) ビューティースポット岩本 (柳原町) ゼロ代行サービス (西原町)

整体ナック (元町) なばり自動車学校 (西原町)
ビューティーサロン藤田 (元町) ダスキンフミックス (下比奈知)
iroha整骨院スポーツジム (栄町) Balloon shopハッピーシュガー (ドン・キホーテ店内)

スポーツマツヤマ (木屋町) クイーン・ジンジャー美容室 駅前店 (栄町) 谷本そろばん教室 つつじが丘校 (つつじが丘北3)
くろぎや (希央台4) クイーン美容室 松崎町店 (松崎町) 谷本そろばん教室 百合が丘校 (百合が丘東9)
名張ロイヤルテニスクラブ (美旗町中1) Esthetique Canola (希央台5) 名張サウスカントリー倶楽部 (神屋)
プロショップかつき (夏見) mignon hair (希央台5) 桔梗が丘ヴェルージュ (桔梗が丘1)
ネクスト・ワン名張本店 (夏見) アソシエ (希央台5) 竹島珠算簿記学校 (桔梗が丘1)

美容室ドルフィン プラスワン (希央台5) iPhone修理リペアマート (桔梗が丘2)
Chou Chou (鴻之台1) 写真の川地 (桔梗が丘2)
NEXU HAIR (鴻之台1) BIG UP! (桔梗が丘5)

ローソン名張松崎町店 (松崎町) アンジェリーク (鴻之台1) 聖学舎 (桔梗が丘6)
ファミリーマート名張希央台店 (希央台5) サロン・ド・シェリー (鴻之台1)
ファミリーマート名張鴻之台店 (鴻之台1) マウルル (鴻之台1)
セブンイレブン名張蔵持町里店 (蔵持町里) KOZO (鴻之台2)
ファミリーマート桔梗が丘西店 (蔵持町里) Miik hair (鴻之台2) ジョイオート名張 (平尾)
セブンイレブン名張蔵持町原出西店 (蔵持町原出) ＆Cheers (蔵持町原出) S＆Sガレージ (木屋町)
ファミリーマート名張松原店 (松原町) bell violet (蔵持町原出) (有)大興オートセンター (鴻之台1)
ローソン名張八幡店 (八幡) トキワ美容室 名張桔梗店 (蔵持町原出) トータルモータースTOMO (美旗中村)
ファミリーマート名張街道南店 (西田原) ヘアーサロンLUCE (蔵持町原出) ジェームス名張街道店 (東田原)
ファミリーマート名張西原町店 (西原町) 整体の紫鯨亭 (梅が丘北1) ビータス (下比奈知)
スワンキーマーケット ドンキ名張店 (ドン・キホーテ店内) cut in NOUVEAU ヌーボ (梅が丘北3) エストワン (富貴ヶ丘2)
ローソン名張すずらん台店 (滝之原) 和美家 (梅が丘南1) 有限会社 森本自動車 (夏見)
ファミリーマート名張あかめ店 (結馬) フェイシャルエステサロンCANTIK (梅が丘南1) 双葉工作所 (夏見)
ファミリーマート名張学園山手店 (夏見) 癒しの隠れ家サロン The Blanc (梅が丘南2) カーリペア英司 (美旗中村)
セブンイレブン名張瀬古口店 (瀬古口) エステティック＆整体サロンresult (さつき台1)
ファミリーマート名張百合が丘店 (百合が丘東2) トネリコ (東田原)
ファミリーマート名張桔梗が丘店 (桔梗が丘5) zing hair ドンキ店 (下比奈知)

MEL*HAIR DESIGN PROJECT (富貴ヶ丘4) 奥矢静華堂(表具店) (本町)
美容室ドルフィン (つつじが丘北1) (株)福田木工 (松崎町)
ドッグサロンRAg DOLL (つつじが丘北5) 株式会社 大道建設 (松崎町)

有限会社 橋本石油 (鴻之台4) core (つつじが丘南6) 渋谷風呂店 (上八町)
伊賀の国給油所 (蔵持町原出) Cherish (春日丘1) LIXILリフォームショップタカケン (蔵持町里)
桔梗南給油所 (蔵持町原出) 赤目理容 (赤目町檀) (株)瓦勝 (蔵持町原出)
Hearts ききょう給油所 (蔵持町原出) クイーン美容室 赤目店 (赤目町檀) (株)シュア (蔵持町原出)
三重交通商事株式会社 名張営業所 (蔵持町原出) anela hair design (夏見) ナカモリ建築 (蔵持町原出)
すずらん台給油所 (すずらん台西1) zing hair 165店 (夏見) 株式会社 広島工務店 (西原町)
赤目口給油所 (結馬) zing hair リード店 (夏見) 株式会社 テラカド (つつじが丘北2)
夏見オレンジ通り給油所 (夏見) デューポイント夏見橋店 (夏見) アイホーム (夏見)
ピーナッツ21給油所 (瀬古口) 美容室CHANT (夏見) 川口栄蔵 株式会社 (瀬古口)
(株)津崎燃料店 (箕曲中村) ペットサロンしゃんぷー (夏見) ライフアート 株式会社 (桔梗が丘2)

RAGTIME HAIRWORKS (瀬古口)
Pine tree (南百合が丘)
NICOLY (百合が丘東1)

小島結納品店 (丸之内) ヘアーサロン井上 (百合が丘東3) (株)ケイテック (平尾)
会津屋 (中町) 散髪屋安藤 (百合が丘西1) 名張市シルバー人材センター (丸之内)
紙佐 福井商店 (柳原町) いやし処 ほぐし庵 (桔梗が丘2) (株)三恵テント (榊町)
萩岡商店 (本町) ミツル美容室 (桔梗が丘3) adsホール (松崎町)
株式会社 アサネットワーク (木屋町) hair and eyelash knot. (桔梗が丘4) 名張近鉄ガス 株式会社 (桔梗が丘1)
フラワースペースDoi (イオン店内) みすず美容室 (桔梗が丘4) 細川サイクル商会 (桔梗が丘3)
有限会社 三枝堂本店 (蔵持町原出) BLUE (桔梗が丘5)
JAいがふるさと南部グリーンショップ (新田) Lucia (桔梗が丘5)
ヤマザキショップ ミヤ (美旗町中2) YOU美容室 (桔梗が丘6)
JAいがふるさと名張西グリーンショップ (夏見) 美容室へあーぴん (桔梗が丘7)
株式会社 ソバーニ (箕曲中村) Tiara (桔梗が丘西1)

タスクヘア (桔梗が丘西4)

ジュンテンドー名張店 (蔵持町原出) マックスバリュ名張西店 (夏見)
マックスバリュ名張店 (蔵持町原出) 上新電機(株)名張店 (瀬古口)

イオン名張店 (元町) スギ薬局名張店 (蔵持町芝出) スーパービバホーム名張店 (瀬古口)
キリン堂 名張希央台店 (希央台1) オークワ名張西原店 (西原町) スギドラッグ名張西店 (瀬古口)
ホームプラザナフコ名張店 (鴻之台1) MEGAドン・キホーテUNY名張店 (下比奈知) 万代 名張店 (瀬古口)
ぎゅーとらラブリー蔵持店 (蔵持町里) キリン堂 夏見橋店 (夏見) ジップドラッグ 桔梗が丘店 (桔梗が丘7)
ココカラファイン 名張蔵持店 (蔵持町里) キリン堂 リードタウン名張店 (夏見) ジップドラッグ 桔梗が丘薬局 (桔梗が丘7)
キリン堂 名張中央店 (蔵持町原出) ザ・ビッグエクスプレス夏見橋店 (夏見) マックスバリュ桔梗が丘東店 (桔梗が丘7)

【注意事項】
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑み、利用期間等の変更をさせていただく場合がございます。
・「観光・飲食応援券」は飲食店や観光関連店舗でのみご利用いただけます。「地域応援券」は大型店以外の中小店舗でのみご利用いただけます。
「全店共通券」は大型店を含む取扱店全店でご利用いただけます。

・取扱店の申込は利用期間中でも行えます。取扱店の申込をご希望の店舗様は名張商工会議所までご連絡お願いします。

大型店(売場面積が800㎡以上)

その他サービス

自動車関連(販売・修理・板金等)

建設住宅関連

その他業種

　名張商工会議所ホームぺージで
　最新版を公開中！
　「名張商工会議所」で検索
　又は右のQRコードから！

ガソリンスタンド・燃料小売店

その他小売店

医療・福祉・介護サービス

理・美容店・エステ・整体

本・文具・メガネ・宝石販売店

全店共通券のみ使えるお店（１冊１０枚綴りの内３枚が使えます）

日用品・雑貨・コンビニ

スポーツ用品店・玩具・娯楽用品店

名張のお店応援商品券・子育て応援商品券
取扱店一覧表 最新版 有効期限：令和3年6月14日(月)～令和3年10月31日(日）

※６月１８日時点での一覧表です。取扱店は随時更新していますので、最新の一覧表は名張商工会議所ホームぺージ又は公式Facebookからご確認ください。

地域応援券と全店共通券のみ使えるお店（１冊１０枚綴りの内６枚のみ使えます）



更新日時：令和３年６月１８日 （順：申込）

店舗名 所在地 業種 利用できる商品券

かわむら整体 短野 理・美容店・エステ・整体 「地域応援券」「全店共通券」

田中余以徳斉薬局 榊町 医療品・化粧品販売店 「地域応援券」「全店共通券」

光印刷 丸之内 その他業種 「地域応援券」「全店共通券」

笠置商店（百合が丘） 百合が丘東3 飲食料品店 「地域応援券」「全店共通券」

コトブキ 名張店 希央台1 衣料品・身の回り品・寝具店 「地域応援券」「全店共通券」

三洋堂書店 名張店 蔵持町原出 大型店 「全店共通券」

スポーツデポ 名張店 瀬古口 大型店 「全店共通券」

ゴルフ５ 名張店 瀬古口 大型店 「全店共通券」

sofs 桔梗が丘2 理・美容店・エステ・整体 「地域応援券」「全店共通券」

マエカワ電機 つつじが丘北5 家電・家具販売店 「地域応援券」「全店共通券」

安藤理容院 本町 理・美容店・エステ・整体 「地域応援券」「全店共通券」

焼肉きんぐ 名張 瀬古口 飲食店 「観光飲食応援券」「地域応援券」「全店共通券」

中尾呉服店 南町 衣料品・身の回り品・寝具店 「地域応援券」「全店共通券」

ナバイーツ 木屋町 その他サービス 「観光飲食応援券」「地域応援券」「全店共通券」

きものプラザさがの 百合が丘東9 その他小売店 「地域応援券」「全店共通券」

ダイハン中町本店 中町 飲食店 「観光飲食応援券」「地域応援券」「全店共通券」

リサイクルマルヒラ 蔵持町原出 その他小売店 「地域応援券」「全店共通券」

名張のお店応援商品券・子育て応援商品券　追加取扱店

以下の取扱店が商品券取扱店登録を辞退致しました。既に発行した折込の一覧表に
は店舗名が記載されていますが、商品券はご利用できませんので予めご了承くださ
い。

●すし登美（富貴ヶ丘４）
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