
理容サワハタ 理容

アンティークギャラリー花てまり きもの・和小物販売

(同)パーソナルエイド パソコン販売・修理

JA常陸大平ホール 葬祭場

いづみや本店 手打ちうどん 塩町館 そば・うどん

手打ちそば赤土 そば・うどん・丼物

常陸セントラルゴルフ練習場 ゴルフ練習場

大森米店 米・宅急便 ユーショップアンドウ 自転車の販売・修理

家族レストラン坂東太郎常陸太田総本店 レストラン

小林製菓 和菓子製造販売 栗田提灯店/総合葬祭栗田 提灯製造販売・葬祭一式

石川電機 家電品販売～修理

光洋デンキ 家電販売

鈴木酒店 全国各地の酒類と食品 水戸ヤクルト販売㈱太田センター ヤクルト商品

寿司善 寿司

(株)セイブ金砂郷店 スーパーマーケット

笹島蒟蒻店 昔ながらのところてん 銚子屋旅館 旅館

寺門自動車鈑金塗装工場 鈑金塗装・新中古車販売

肉のタケノウチ 常陸の輝き・常陸牛

大森理容店 理容

セブンイレブン常陸太田金井町店 コンビニエンスストア

(有)中村屋商店 燃料・食品・雑貨販売

(株)ハリカ太田店 返礼品・プレゼント (有)立川新聞店 新聞販売

くるま館ジャックス 新・中古車販売・修理

全日食　金砂郷店 食料品

介護支援センター　ハートランド 介護用品販売レンタル (名)立川醤油店 醤油・せんべい

東京靴流通センター常陸太田店 靴

JA茨城エネルギー(株)JASS－PORT金砂郷 ガソリンスタンド

ヨシモト車輌 鈑金・塗装・タイヤ販売 コザワ時計店 時計・メガネ・宝石・補聴器

　 ひまわりぱん 焼きたてパン

コメリハード＆グリーン金砂郷店 ホームセンター

(有)深澤商会 四輪車整備販売 助川印刷所 印刷関連の商品 金砂そば そば

常陸化工㈱常陸セントラル給油所 ガソリンスタンド

大谷畳店 畳製造・加工・販売

ウエルシア常陸太田久米店 医薬品・化粧品・食品

なごみ家 太田ザンギで笑顔に！ プルミエールフジタ 理美容業

太田タイヤ商会 タイヤ販売・修理

登喜和家食堂 食堂

ホテル釜萬 ご宿泊・ご会食 矢須石材店 石材加工・販売

ボーピープス 理美容業

じん食堂 ラーメン・定食等 (名)釜平 ソースカツ丼

★ (株)カスミ常陸太田店 スーパーマーケット

久米クリーニング クリーニング

★ ケーズデンキ常陸太田店 家電製品販売 (有)嘉多野 飲食

メガネのクロサワ メガネ・補聴器の販売

泰平 ラーメン・餃子

 たかほし食堂 手打ちそば・うどん(けんちん） (有)佐川燃料店 ＬＰガス・灯油・上下水道 ヘアーサロンイトウ 理容

 イエローハット常陸太田店 カー用品 (株)根本商店 酒類及び飲料水

西山の郷いっぷく亭 手打そば

(株)剛烈酒造 酒類販売

日新堂 酒・食料品小売

塙理容所 理容

平塚薬局 薬・化粧品販売 (有)松下商店 文具・日用品販売

(株)河内モータース 自動車整備・車検

JA常陸こめ工房 農産物直売所

(有)日座薬局 薬局 割烹源氏 日本料理

髙和商店 菓子

早川印刷所 印刷 仕出し しげよし

　

達配し出仕 魚富 魚介類販売・大小宴会

(有)平塚長命堂 医薬品・化粧品・販売 竜神庵太田店 手打ちそば

田舎食堂四季 食堂

高畑燃料店 ガス・灯油・水道工事 セブンイレブン常陸太田宮本店 コンビニエンスストア

長尾企画 解体業

小薗寝装店 寝具全般・カーテン

(有)太田安全タクシー タクシー 芭蕉 40数年続くうなぎ料理 (有)石﨑石油店 ガソリンスタンド

大黒屋商店 手芸用品・荒物・雑貨 ツルハドラッグ常陸太田宮本店 医薬品・日用品

(有)黒澤モータース バイク・自転車販売

大衆割烹栄 自家製タレソースカツ丼

小田部自動車整備工場 新車中古車販売・整備

ゴトーデンキ 家電販売修理・電気工事

　 (有)堀越 酒類・葬祭・福祉タクシー

菊池商店 肥料・農薬

洋菓子のパピヨン 洋菓子店 理容シミズ 理容 松栄自動車工業 自動車整備

(名)さって屋商店（小売部） 日用品・雑貨 (有)池田屋商店 食料品・野菜・その他

(有)青木自動車工場 自動車販売・修理

整体治療院青龍 整体 (株)きくち太田店 お菓子の販売 (有)トーコーフーズ 納豆の製造販売

(有)山水商会 お茶と電気

ハートラインアユデン 家電販売

島根酒店石油部 ガソリンスタンド

新光印刷 印刷 ロイヤルクリーニング石田 クリーニング

石川米穀店 米

萩谷自動車整備工場 自動車販売・車検整備

(株)あい吉 寝具寝装洋品・カーテン (株)安藤商店 日用品雑貨

そば園　佐竹 飲食

片岡肉店 自家製肉製品・多数 野内商事(株) 灯油・ガス・空調・上下水道

そば　なか美 そば・うどん

(株)タツミ米穀 特別栽培米コシヒカリ

★ (株)ホームセンター山新常陸太田店 ＤＩＹ・日用品他 石田書店 書籍・雑誌販売

フローリスト花清 生花販売 直売店にじいろのたね 農産加工品雑貨類等

SOVA TEA越路 常陸秋そばの手打そば

(有)ロイヤルオート 自動車販売修理・車検

柴田酒店 酒・たばこ

市川畳工芸店 新畳・表替え・裏返し

伊勢又米穀製粉(株) 常陸秋そば粉・乾麺 山口写真製版印刷 印刷全般・製本

西山美装 美容室

会沢オート 自動車販売修理

いづみや東バイパス店 手打ちうどん店 ひたち花壇かわねや木崎本店内 生花

Ｃａｆｅ＆Ｓｐａｃｅ　Ｃｏｎｎｅｃｔ カフェ

喜久屋呉服店 衣料品・寝具・食料品・雑貨

沼田屋人形店 羽子板・破魔弓・ひな人形 Yショップ三嶋屋青果店 青果・総合食品

五一堂鍼灸接骨院 鍼灸

朝日屋呉服店 洋装品・呉服・寝具・学生服

常陸太田市民交流センター（パルティホール） 文化施設 お茶の長澤園 お茶・海苔・茶器 平山モータース 自動車修理販売業

(株)鈴木商店 野菜・果物 ★ (株)かわねや木崎本店 スーパーマーケット

森山自動車整備販売 自動車販売・車検修理

玉喜屋本店 菓子製造・販売

きまぐれ食堂英佐 昼は定食・夜は居酒屋 レストランばんび レストラン

　 石川治療院 鍼灸治療

小川屋酒店 酒類

★ ファッションセンターしまむら常陸太田店 衣料品 薬ほそい木崎店 一般用医薬品

ウエルシア常陸太田中城店 医薬品・化粧品・食品 えびすや青果店 青果食料品

ＪＡ常陸道の駅ひたちおおた黄門の郷 農産物直売所

JA常陸水府支店 物販

ベースボール館

内たおおちたひ駅の道

売販品用ツーポス JA常陸水府直売所 農産物直売所

ヨコヤマ文具 文具・事務用品 小瀬屋農機 農機具の販売・修理

　「レストランShunsai」「ｹｰｷｺｰﾅｰ」

JA常陸水府資材センター 物販

高星茶園 お茶・海苔・茶器の専門店 亀印かわねや木崎本店 菓子販売

大森自動車工業 自動車販売・修理・鈑金

JA茨城エネルギー(株)水府ＳＳ ガソリンスタンド

(有)南風堂 仏壇・仏具・盆提灯 ★ ツルハドラッグ常陸太田店 医薬品・化粧品・日用品

亀印道の駅ひたちおおた店 菓子販売

藤ひろ そば・ラーメン・定食・宴会

駿河屋宮田書店 書籍雑誌他宅配します 移動スーパーにじいろのえがお 鮮魚・精肉・青果等

(株)エス・キャビネット 事務用品・印鑑・印刷 なごみ弁当常陸太田店 高齢者向け配食

松盛・岡部合名会社 酒類製造販売

(有)宝来館 旅館・飲食

(資)東洋堂 パン販売 楽らく弁当常陸太田店 ランチ宅配弁当

東栄興産(株) プロパンガス灯油器具

チキンデリカはたや そうざい販売 　 ウエルシア常陸太田木崎店 医薬品・化粧品・食品

洋菓子工房　イチム ケーキ・焼菓子

Y･S･P水府店 コンビニエンスストア

髙木染工場 手拭・タオル・袢天・のぼり ベルオートサービス 自動車販売・車検整備

ヨネビシ醤油(株) 醤油・味噌 (有)大畠薬局 漢方薬・医薬品・化粧品

セブンイレブン常陸太田岡田町店 コンビニエンスストア

内堀町ラーメン酒場かぶら家 豚しゃぶラーメン (株)橘モータース 自動車販売・修理

いばらきコープ生活協同組合　

助川商店 食料品・住宅設備関係

DAMA HAIR（ダマヘアー） 美容全般 湊屋商事㈱常陸太田ﾆｭｰｾﾝﾄﾗﾙSS ガソリンスタンド

コープデリ常陸太田センター

小野写真館 七五三・成人記念写真 ミスタータイヤマンさとう タイヤ・ホイール販売 魚仙 鮮魚・宴会

旬彩まるよし 居酒屋 ヘアーサロンハマダ 理容

ナメカワオート 自動車販売・整備

TanayaAutoService 自動車整備

小僧寿し太田中央店 寿し・弁当 瀧石新聞店 新聞販売

オートサービスひたち 新車・中古車リース

吹上米穀店 精米・製粉及び販売

あくい美容室 美容一般 (有)フラワーショップうすい 生花

ローソン常陸太田内堀町店 コンビニエンスストア 田子商店 鮮魚販売・飲食

渋谷食堂 手打ちうどん・そば

田舎のおもてなし岩倉鉱泉 宿泊（７名以上で貸切）

(株)ムトウオートリペェアー 自動車整備・販売 天下野自工 自動車修理・車検・鈑金

わたる家 居酒屋 JA常陸太田支店 物販

JA常陸せやの径 農産物直売所

ヘアーサロンちのね 理容

花月食堂 常陸秋そば・弁当・宴会 鮨駒 すし・そば・小料理 理容きくち 理容

宝月堂 洋菓子 (有)山田金物店 土木建築金物・建材他

ラ・ヴェルデ 飲食

和合屋商店 酒・雑貨・干物等

喜久屋 糀・味噌製造販売 ぽーすぽろすカミヤ 心に残る写真撮影を！

大畠酒店 酒類

ふるさとセンター竜っちゃん乃湯 アルカリ単純鉱泉

(有)横松洋品店 肌着と婦人洋品 (有)平根無線商会 家電販売

北関東新聞販売(株) 新聞販売

鴨志田商店 食料品販売

サトウスポーツ スポーツ用品用具販売 ★ (株)カワチ薬品常陸太田店 ドラッグストア

フラワーショップゆうみ 生切花・花鉢花苗

おしゃれファッションよしざわ おしゃれな婦人服 茨城交通(株)太田営業所 旅行・宿泊手配 佐川商店 酒類・食料・日用品

パリー舎 衣類クリーニング 多つ美 海鮮料理うなぎ天ぷら

アロマサロンフェリシテ アロマトリートメント

ヨコセスポーツ スポーツ品・洋品 Cafe Choco 弁当・クレープ・ワッフル

セブンイレブン常陸太田はたそめ店 コンビニエンスストア

洋装のオーヌキ 婦人服・中学生制服 好華 老舗の中華料理です

DANDELiON トリミング

プラトーさとみ 食事・宿泊

いも屋 駄菓子・焼きいも販売

黒澤輪店 自転車販売・修理 エステサロンシャンティー 美容

旬菜処　晴れる家（居酒屋） 常陸牛ハンバーグ取扱

うな昭 お食事

ＳＵＮＮＹ　ＳＵＮＤＡＹ 文具・雑貨販売 サイクルショップ寺門 自転車販売修理

割烹寿々木 飲食

パリー舎東バイパス店 衣類クリーニング (資)井坂酒造店 清酒焼酎の販売

(有)山形屋商店 日用品雑貨 ★ (株)かわねやフェスタ店 スーパーマーケット

グランドスラムカントリークラブ ゴルフ場

ファミリーストアてらしま 食料品

大黒屋 つり具・裁縫用品・婦人服 ひたち花壇本店 生花

大和田時計本店 時計・メガネ・宝飾品 美容室マニッシュ 美容

日立高鈴ゴルフ倶楽部 ゴルフ場

(有)環境設備工業 給排水設備・外構工事

山城家 タンメン・カツ丼 リカーハウスアジマ 酒類・食品販売 (有)ふかや 衣料品販売

くじら屋 くじら焼き製造販売 ホーリーフェイムクリエイト 美容・ネイル

JA常陸さとの径 農産物直売所

佐藤菓子店 食料品

フェイムフォーヘアデザイン 美容・ネイル (株)板谷商事 ガソリンスタンド

なべや 製菓 (有)アクツ 寝装品・インテリア

(株)明治商会常陸太田支店 水道工事・ＬＰガス

近江屋旅館 旅館

あづま 飲食 龍門

　

理料華中 レストラン こぐま サフォークステーキ

あひるの工房Ｃａｆｅ ケーキ・菓子 食事処かほる 飲食店(中華料理)

檜山酒造(株) 清酒・ワイン

カットイン サトミ 理容

井坂モータース 自動車販売・修理

JA常陸里美支店 物販

(名)八幡屋商店 ガソリン・灯油・プロパン

JA常陸里美直売所 農産物直売所

(株)根本工務所 庭木の剪定・外構

JA常陸里美自動車センター 自動車整備販売

JA茨城エネルギー(株)里美ＳＳ ガソリンスタンド

ぬく森の湯 食事

JA常陸金砂の湯 日帰り入浴・飲食

里美ふれあい館 体験及び宿泊

JA常陸金砂庵 手打ちそば

山桜直売所 里美地区の採れたて野菜・お土産・食堂

富士屋商店 食料品・雑貨

金砂ふるさと体験交流施設

高齢者生産活動センターさとみ みそ・漬物・わら製品

　かなさ笑楽校

菓子のやまがた 菓子製造販売

JA常陸そば工房 手打ちそば

中野屋旅館 旅館

元湯　山田屋旅館 旅館・宿泊・温泉宿

木村商店 食料品・雑貨

ホーマックニコット常陸里美店 ホームコンビニ

(有)豊田石油店 配達灯油・ガス器具

ゆみ野 うどん・そば・定食

(有)杉森自動車 自動車販売修理

高正自動車修理工場 整備・部品販売

金砂郷カントリークラブ ゴルフ場

道の駅さとみ おみやげ品

(有)栗原商店 ガソリンスタンド・食品

(有)生田目商店 ガソリンスタンド

そば処登喜和家 そば・うどん

黒羽自動車 自動車販売・車検整備

小倉屋食堂 定食と創作料理

納豆工房 納豆及び菓子の販売

小森美容室 美容

ぱあまたいむ 美容

マツモト自動車 自動車整備

会沢輪業 自転車・バイク販売修理

JA常陸金砂郷支店 物販

JA常陸金砂郷農機センター 農機具整備販売

島根畳店 畳・障子・襖・アミド

（令和２年７月３１日現在）

★印が大型店です。

■上深荻町

■大中町

■天下野町

　里美地区

■下高倉町

宿泊・体験・飲食

■田渡町

■白羽町

■折橋町

■小菅町

■下宮河内町

■上利員町

■上宮河内町

■赤土町

■中利員町

■東三町

　金砂郷地区

■里野宮町

■春友町

■町屋町

■東二町

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 が 使 え る お 店 一 覧
ご利用になれる期間：令和２年９月２３日（水）～令和３年１月３１日（日）　　　　　　　　　　　　　　

■大里町

■小中町

■松栄町

■中野町

　太田地区
■馬場町

■徳田町

■町田町

■棚谷町

■中染町

■金井町
■幡町

■大平町

■久米町

■大方町

■岩手町

■高柿町

■竹合町

■西宮町

■小島町

■西一町

■西二町

■西三町

■宮本町

■寿町

■塙町

■新宿町
■薬谷町

■磯部町

■花房町

■瑞龍町

■亀作町

■里川町

ご飲食・ケーキ販売等

■新地町

■小目町

■松平町

■国安町

■三才町

■大森町

■下河合町

■小沢町

宅配事業

　水府地区
■和田町

■東一町

■栄町

■木崎二町

■山下町

■谷河原町

■天神林町

■稲木町

■上河合町

■岡田町

■中城町

■内堀町

■木崎一町

薬ほそいフェスタ店 一般用医薬品

亀印常陸太田店 菓子販売

サロンドジョイ 美容

花清フェスタ店 生花販売

５ＲＩＲＡ太田店 弁当・おにぎり・パン
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差出有効期限
令和2年9月
4日まで

切手を貼らずに
ご投函ください（　　　）
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事前申込期限 令和2年9月4日（金） (当日消印有効）
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事前申込期限 令和2年9月4日（金） (当日消印有効）

差出有効期限
令和2年9月
4日まで

切手を貼らずに
ご投函ください（　　　）

常陸太田郵便局
承　認
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常陸太田郵便局
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