
LIXILリフォームショップ　タカケン （蔵持町里） ローソン　名張すずらん台店 （滝之原） 湯元　赤目　山水園 （赤目町柏原）

㈱テラカド （つつじが丘北2） 亀井商事　すずらん台給油所 （すずらん台西1） 赤目四十八滝キャンプ場 （赤目町長坂）

㈲村口畳工房 （赤目町一ノ井） スーパーヤオヒコ　名張店 （つつじが丘北5）

マエカワ電機 （つつじが丘北5）

藏東石油㈱ （結馬） 青蓮寺レークホテル （青蓮寺）

らくらくレンタカー （平尾） ファミリーマート　名張あかめ店 （結馬）

三重近鉄タクシー㈱　名張営業所 （蔵持町原出） イエローハット名張店 （夏見）

伊賀ふるさと農協　名張西グリーンショップ （夏見） サミュウ （平尾）

伊賀ふるさと農協　南部農機センター （夏見） ウェディングコスチュームよこやま （鍛冶町）

果物屋ほそみ （平尾） 伊賀ふるさと農協　ほのぼの市場 （夏見） ビューティーサロン　藤田 （元町）

ファミリーマート　近鉄名張駅店 （平尾） 菓子工房　アンデルセン （夏見） iroha整骨院　スポーツジム （栄町）

メガネセンターフジモリ　名張店 （平尾） 亀井商事　夏見オレンジ通り給油所 （夏見） クイーン・ジンジャー （栄町）

カドキ紙店 （中町） キリン堂　夏見橋店 （夏見） 名張さかえ進学教室 （栄町）

すみた酒店　はなびし庵　伊賀まちかど博物館 （中町） キリン堂　リードタウン名張店 （夏見） ヘアースタジオ・ザ・ストック （松崎町）

ととや　石川魚店 （中町） 彩電館ヤマキ （夏見） パーソナルジム　kaika （東町）

ミワヤ本店 （中町） 癒しの里　名張の湯 （希央台2）

ヲワリヤ （中町） 美容室ドルフィン　プラスワン （希央台5）

㈱田中屋 （本町） 澤酒本店 （夏見） mignon hair（ミニョンヘア） （希央台5）

萩岡商店 （本町） シュープラザ　名張店 （夏見） あったか骨盤整骨院 （鴻之台1）

㈱八百寅商店 （新町） ネクスト・ワン　名張本店 （夏見） MAURUURU （鴻之台1）

矢の惣商店 （新町） ファッションセンターしまむら　名張店 （夏見） 赤井薬局　鴻之台店 （鴻之台2）

北佐 （南町） ファミリーマート　名張学園山手店 （夏見） 赤井薬局　中央店 （鴻之台3）

スポーツマツヤマ （木屋町） プロショップ　かつき （夏見） 福徳写真館 （蔵持町原出）

丸福精肉店 （元町） 前田文具　夏見店 （夏見） cut　in　NOUVEAU　ヌーボ （梅が丘北３）

ビューティパートナー　ひまわり （元町　リバーナ） 眼鏡市場　名張店 （夏見） ㈱三重旅行サービス　名張店

フラワースペースDoi （元町　リバーナ） メガネの三城　名張店 （夏見） クリーニングルビー

宝石・時計・メガネの田村　リバーナ店 （元町　リバーナ） ㈲森本自動車 （夏見） サンリフォーム

ムトウ （元町　リバーナ） ローソン　名張夏見店 （夏見） サンリペア

田中余以徳斉薬局 （榊町） ㈲井上植物園　名張店 （瀬古口） ジングヘア

御菓子司㈱星安 （上八町） 大屋戸製菓 （瀬古口） つつじが丘接骨院 （つつじが丘北5）

㈱田村　東町本店 （東町） 亀井商事　ピーナッツ21給油所 （瀬古口） 名張動物霊園 （安部田）

ひまわり書店 （東町） スギドラッグ　名張西店 （瀬古口） 赤目理容 （赤目町檀）

キリン堂　名張希央台店 （希央台1） ㈱津崎燃料店　ENEOS　名張SS （箕曲中村） Zing hair １６５ （夏見）

㈱寿被服　名張店 （希央台1） 51上久保ぶどう園 （青蓮寺） Zing hair リード （夏見）

フーリエ倶楽部 （希央台1） ファミリーマート　名張百合が丘店 （百合が丘東2） デューポイント　夏見橋店 （夏見）

AOKI 名張店 （希央台4） なの花薬局　名張市立病院前店 （百合が丘西1） 美容室 CHANT （夏見）

くろぎや （希央台4） ぎゅーとら名張桔梗が丘店 （桔梗が丘1-1） ヘアーヒーリングサロン・ストック （夏見）

洋服の青山　名張店 （希央台4） ドラッグセイムス名張桔梗が丘店 （桔梗が丘1-2） ㈱ソバーニ （箕曲中村）

ファミリーマート　名張希央台店 （希央台5） タックメイト　ふくい （桔梗が丘1-4） ㈲バスターズ （百合が丘東2）

ギフトシティ山城屋 （鴻之台1） メガネハウス　ビッグアップル （桔梗が丘1-4） 桔梗が丘ヴェルージュ （桔梗が丘1-1）

久寿徳　松田酒店 （鴻之台1） 細川サイクル商会 （桔梗が丘3-2） 名張近鉄ガス㈱ （桔梗が丘1-1）

パン処　ひびき （鴻之台1） さわだ一休庵 （桔梗が丘3-3） ネイルサロン麗 （桔梗が丘1-4）

ファミリーマート　名張鴻之台店 （鴻之台1） メガネセンターフジモリ　桔梗が丘店 （桔梗が丘5-1） 写真の川地 （桔梗が丘2-3）

ローソン　名張鴻之台店 （鴻之台1） 伊賀米処　富永米穀店 （桔梗が丘5-2） iphone修理　リペアマート （桔梗が丘2-7）

ビジョンメガネ　名張店 （鴻之台2） タックルベリー伊賀名張店 （桔梗が丘5-2） ミツル美容室 （桔梗が丘3-2）

リカーマウンテン名張店 （鴻之台2） ミニストップ　名張桔梗が丘店 （桔梗が丘5-2） 赤井薬局　桔梗が丘店 （桔梗が丘4-1）

ル・マルシェ （鴻之台2） ㈱ノエビア　名張販売社 （桔梗が丘7-1） みすず美容室 （桔梗が丘4-4）

㈲橋本石油 （鴻之台4） ジップドラッグ　桔梗が丘店 （桔梗が丘7-3） Ｈａｉｒ　design　BLUE （桔梗が丘5-2）

スーパーヤオヒコ　桔梗が丘店 （蔵持町里） 山森はり、きゅう院 （桔梗が丘6-1）

セブン-イレブン名張蔵持町里店 （蔵持町里） カラーミー　Color me （桔梗が丘8-4）

アベイル　名張店 （蔵持町原出） 手打蕎麦うどん　かみ六 （中町）

NKエネルギー　桔梗南給油所 （蔵持町原出） は里まや （松崎町）

亀井商事　伊賀の国給油所 （蔵持町原出） 幸寿司（コウズシ） （東町） (公社）名張市シルバー人材センター （丸之内）

キリン堂　名張中央店 （蔵持町原出） ココス名張平尾店 （希央台2） ちょいまる （中町）

ココカラファイン　名張店 （蔵持町原出） マクドナルド　１６５名張店 （希央台2） リバーナ専門店街 （元町　リバーナ）

㈲三枝堂本店 （蔵持町原出） カレーハウスCoCo壱番屋　名張店 （希央台3） 上野ガス㈱　名張営業所 （東町）

スギ薬局　名張店 （蔵持町原出） クオーレ （希央台4） とれたて名張交流館 （希央台2）

セブン-イレブン名張蔵持町原出西店 （蔵持町原出） 鈴よし （鴻之台1） アイン薬局　名張希央台店 （希央台3）

ドラッグモリヤマ　名張店 （蔵持町原出） 美濃路　名張店 （鴻之台1） FLOR　　　　　　（下比奈知　MEGAドン・キホーテUNY名張店）

バースデイ　名張FM店 （蔵持町原出） 和食さと　名張店 （鴻之台1） 栢本農園 （青蓮寺）

㈱WONDER （蔵持町原出） 精肉のオクダ （鴻之台2） 青蓮寺湖ぶどう組合 （青蓮寺）

ファミリーマート　名張松原店 （松原町） あみやき亭　名張店 （蔵持町原出） 名張市立病院 （百合が丘西1）

オークボフーズ （梅が丘南3） 歌行燈　名張店 （蔵持町原出） 名張市介護老人保健施設「ゆりの里」 （百合が丘西1）

生活協同組合コープみえ　伊賀センター （八幡） 焼肉亭　とらじ （蔵持町原出） いやし処　ほぐし庵 （桔梗が丘2-7）

ファミリーマート　名張街道南店 （西田原） つぐみカフェ （下小波田） おるすばんハウスひまわり園 （桔梗が丘3-4）

伊賀ふるさと農協　南部営農経済センター （新田） カフェ・レスト　アンビアンス （美旗町中2） NPO法人　ひまわり （桔梗が丘西1）

伊賀ふるさと農協　南部グリーンショップ （新田） カップオブティー

TOTAL MOTORS TOMO （美旗中村）

㈲名張制服 （美旗中村） イオン名張店 （元町）

お菓子のブティック　モンパクトル （東田原） 瑞福祥 コスモス薬品　東町店 （東町）

㈱オークワ　名張西原店 （西原町） スガキヤ ケーズデンキ　名張店 （希央台2）

ファミリーマート　名張西原町店 （西原町） タピオカ茶屋ZEN

電化のイクタ （美旗町中２） まつりちゃんキッチン　

ヤマザキショップ　ミヤ （美旗町中２） すし勘 （つつじが丘北3） ㈱ヤマダ電機テックランド　名張店 （蔵持町原出）

㈱御菓子司　さわ田 スタミナラーメン天天 （黒田） ジュンテンドー　名張店 （蔵持町原出）

MEGAドン・キホーテUNY名張店 古民家cafeこのは （井手） マックスバリュ　名張店 （蔵持町原出）

クレイジーダンス　名張店 寿司・割烹　にしおか （赤目町丈六） コスモス薬品　名張西原店 （西原町）

ジュアン　名張店 京料理　割烹　伊くま　名張店 （夏見） MEGAドン・キホーテUNY　名張店 （下比奈知）

スワンキーマーケット 港屋珈琲　名張店 （夏見） ザ・ビッグエクスプレス　夏見橋店 （夏見）

ダイソー 得得名張店 （瀬古口） ニトリ　名張店　 （夏見）

ティー・ジェイ 森のレストラン　アーチ （青蓮寺） マックスバリュ　名張西店 （夏見）

Colorful　JP （百合が丘西１） GOLF5　名張店 （瀬古口）

寿司・割烹　醍醐 （百合が丘西6） 上新電機㈱　名張店 （瀬古口）

ハニーズ レストラン　アミティエ （百合が丘西6） スーパービバホーム　名張店 （瀬古口）

ファイナルマーケット ビストロR （桔梗が丘1-4） スポーツデポ　名張店 （瀬古口）

ブックスアルデ Bar L'or　ロール （桔梗が丘2-4） 万代　名張店 （瀬古口）

メガネ・時計・ジュエリー・補聴器　田村 マクドナルド　桔梗が丘店 （桔梗が丘2-5） マックスバリュ　桔梗が丘東店 （桔梗が丘7-3）

モンタボー 焼き肉レストラン金剛　名張店 （桔梗が丘7-3）

LaSCOlinaS（ラスコリナス） ビーフレストラン金谷　桔梗が丘店 （桔梗が丘8-5）

名張市プレミアム付商品券取扱店舗一覧 2020年1月30日
現在

商品券使用可能期間　2019年10月1日（火）～2020年2月29日（土）

建設業 卸・小売業（つづき）

運輸業

卸・小売業

伊賀のかくれ宿
赤目温泉隠れの湯　対泉閣

（赤目町長坂）

以下
（下比奈知
　MEGAドン・キホーテ
　　　　　　　UNY名張店）

ザ・ダイソー
ザ・ビッグエクスプレス夏見橋店

（夏見）

飲食業

宿泊業

サービス業

その他

大型店

ホームプラザナフコ　名張店
ナフコツーワンスタイル　名張店

（鴻之台1）

東京靴流通センター
MEGAドン・キホーテUNY名張店

以下
（下比奈知
　MEGAドン・キホーテ
　　　　　　　UNY名張店）

以下
（下比奈知
　MEGAドン・キホーテ
　　　　　　　UNY名張店）

サーティワンアイスクリーム
MEGAドン・キホーテUNY名張店


