
飲食店　　152件 (株)玉華堂　パディ浅羽店 中華料理　子香 Marusa 小沼製餡所 遠州中央農業協同組合　袋井南部店 セブンイレブン袋井土橋店

赤から袋井店 銀座たこ専　パディ浅羽店 中国料理　絲 ぎょうざの丸福　浅羽店 (有)小林商店 遠州中央農業協同組合　みなみ市場 セブンイレブン袋井七ツ森店

AKA2PARE 串の木 This Is Cafe袋井店 みつわそば店 酒のなだや 遠州中央農業協同組合浅羽店 セブンイレブン袋井春岡店

味匠　弐 Good Day Café 手作りサンドイッチ　一休サン 味の吉 酒ハウス　ヤマヤ JA遠州中央　香りの丘茶ピア　直売所 セブンイレブン袋井方丈店

味千拉麺袋井店 CLOVER 鉄板居酒屋ひばごん メロンカフェ 新鮮市月見の里ひろば (株)古田屋　浅羽店 セブンイレブン袋井湊店

IZACAFE　coo-kai 珈琲屋らんぷ袋井店 鉄板居酒屋こいこい 麺処びぎ屋　袋井店 せんべいや 衣料・身の回り品扱い店　　25件 デイリーヤマザキ袋井方丈店

居酒屋　あさば コミナミ商店 手羽先揚おじゃれこじゃれ 麺屋一 髙橋米穀店 AOKI袋井店 ファミリーマート袋井愛野駅北店

居酒屋　案山子 五味八珍袋井店 てらだや 麺屋三丁目 たこ満　浅羽本店 あさばや ファミリーマート袋井愛野駅南店

居酒屋　茶花 コメダ珈琲袋井店 天友 麺屋　めん虎 たこ満　袋井本店 阿部ふとん店 ファミリーマート袋井浅名店

居酒屋　ぼんじ サーティワンアイスクリーム　袋井パティオ店 デンマーク牧場 門前茶屋　胡祉斎（こづち） 寺田青果 いくみや呉服店 ファミリーマート袋井泉町店

居酒屋　みづき さかなや　魚八 道とん堀袋井店 焼肉　紅蘭 駄菓子、鯛焼き豊一商店 いけとも浅羽パディ店 ファミリーマート袋井今井延久店

居酒屋どまん中 サガミ袋井店 ともえ 焼肉　大貴 とれたて食楽部 学生衣料　塚本 ファミリーマート袋井インター南店

居酒屋はまちゃん さのや会館 トラットリア　グーフォ やすだや どんどこあさば　おかって市場 (株)しまむら　バースディ袋井店 ファミリーマート袋井大野店

居酒屋風喜多楼袋井店 g・caféどれみ とりや茶屋 山梨屋寿司店 永田屋 河村衣料店 ファミリーマート袋井月見町店

石原屋 四季の庵　宮本 Drink Magic やまもと なごみかぜ工房 ジーンズカジュアル　セットアップ ファミリーマート袋井新池店

泉屋 酒房　蔵ｙｏｓｈｉ とんかつのせんば やよい軒袋井店 にしたな　茶業部 シューズ・バック　マルオー ファミリーマート袋井山科上店

魚宗給食 旬菜酒房　杏 どんどこあさば　あぐりレストラン陽だまり (有)げんき 西村農園 ショッピングセンターパティオ ローソン袋井駅前通店

魚民　袋井駅前店 旬彩チャイナ　華萬 なぎ ライブ&カフェ　マムゼル パティスリーソレイユ スズヤ 家電販売店　　11件

うでまくりダイニング　厨s 旬処くじら NAGOMIカフェ rizn パン工房 さと 十八屋　袋井店 渥美電気(有)

うなぎの小太郎 しょうかく 麺屋燕　袋井店 李桃閣 Be-1カフェ トヨモト洋服店 eコードふくろい　(有)電化のアスカ

太田牧場モータの店 食彩工房　ギョーザの勇次郎 呑楽堂 料理　千 福松屋食品 ナカダナ エディオン

お好み焼すわん 食酒房 ながしま 呑気処　のら 凜や　袋井店 袋井高山農園 knit house エディオン　杉本電器

御食事処北見 寿し竜 BAR MONKEY レスペランス 武内酒店 丹羽屋呉服店 ケーズデンキ　袋井インター店

お食事処山田 すし道楽 バールルスティカーレ 路地裏ラーメンRIKI フルーツの店　きのや ファッションセンターしまむら袋井店 郷中電気（株）

おとうちゃん すしのらく パティスリー季季 和さび ふるさと銘菓いとう・ぶどうの樹 ベル　むらまつや (有)スズキデンキ

懐石料理「にしたな」 寿し広 Honey!ハニー‼とれたて食楽部店 和膳洋菜　みすとらる (有)又一庵　袋井店 正木屋 テラダ電器

海鮮　福笑 スナック　ティファニー パブ　スラッピー 和an 松本精肉店 めがね工房　FUJITA デンカプラザタナカ浅羽店

カウンターバー シャルマン スナック銀 PAN de NIQ 飲食料品店　　52件 まめやかふぇ (有)おしゃれの店村松屋 電器堂やまなし

菓蔵ＳＵＺＵＫＩ スナック美都 ピーターパン あぐり佐野 マルサ 洋品のするがや ベスト電器袋井店

隠れ酒肴　ほらあな スナック泉 ピクニック 阿部酒店 村越米穀店 洋品の店　クレマツ 医薬・化粧品店　　14件

家庭料理の店　ふるさと 炭火焼ごぞう ヒノメゾン袋井店 魚茂 メロー静岡　袋井本店 洋服の青山袋井店 あすか薬局　袋井南店

Kanon~花呑~ せいろ蒸し　和楽 ひょうたん袋井店 魚政 野草広場 コンビニエンスストア　　27件 いすず化粧品

Cafe Lounge Bar Angel 仙の坊　袋井本店 フィオレンティーナ 浦野製茶・元気なあさば 山口酒店 セブンイレブン東名袋井インター店 いとや

Cafe・Wine&Dining KSTINO そば処 陣屋 Boulangerie Fujio 遠州中央農業協同組合あさば新鮮市 ヤマジ酒店 セブンイレブン袋井愛野東店 クローバー薬局

café AINOMIYA だいこん亭 袋井観光センター お気軽教室すたんど やまも製茶(株) セブンイレブン袋井浅岡店 サロン　アンスリール

Cafe&Bakeryげんらく 大衆割烹はぎのや 2961COFFEE 荻原製茶 (有)鳥米 セブンイレブン袋井上山科店 サロン　優美

カラオケ喫茶　花郷 大衆もつ焼　田丸 フジキッチンハウス オレンジカフェありがとう よろずや酒店 セブンイレブン袋井川井店 スキンケアハウスくのや

カレーハウスココ壱番屋　袋井久能店 タオ ベラマッサ 菓子司冨士屋 リカーズ　プラスワン セブンイレブン袋井北浅羽店 ドラッグ&コスメTASHIRO

韓国焼肉ぶんぶん 宝鮨 POPFOOD 菓子処みやもと 飲食料品店/その他　8件 セブンイレブン袋井久能店 ノエビアサロン袋井店

きたよし 太助 まいどおおきに　袋井インター食堂 クラウンメロン 遠州中央農業協同組合　袋井営農センター セブンイレブン袋井下山梨店 ハヤシ薬局

喫茶anne（アン） 知久屋　旭町店 松乃木飯店 桒原商店 遠州中央農業協同組合　袋井支店 セブンイレブン袋井市役所前店 ヒロオカ薬局

ぎょうざの丸福　本店 ちゃ豆 Mame-Hana 胡蝶蘭 遠州中央農業協同組合　袋井東支店 セブンイレブン袋井大門店 ポーラ　愛野
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医薬・化粧品店　　14件 (有)永田石油ガス スターベリーズ ロリー美容室 竹原産業(株) YSP袋井

緑薬局太田(有)袋井店 菜里HanaClub CHILL OUT その他サービス業　　84件 中遠ダイハツ(株) ワコーゴルフ倶楽部

みのりや化粧品 二オス袋井カーケアステーション NAO＋HAIR (株)青空クリーン デジタルフォトスタジオ　M その他　　16件

その他小売店　　65件 二オス諸井カーケアステーション NICO HAIR 浦上はり灸院 天使のつめきり静岡　メディカルフットケア 秋葉總本殿　可睡齊

浅羽農機商会 (株)西島屋ビジネスセンター　川井支店 Nooku　hair エアコンクリーニング　エアクリーンエンジニアリング 戸倉畳店 安間ばら園

アトリエ ジェムクラフト (株)西島屋ビジネスセンター　本店 Notch-Noi 『ａ. ｌｉｌｙ』　 Dog Salonわんルームももこ／やまざきDog Village 石川オートサービス

イエローハット袋井店 (株)ニトリ　袋井店 BARBER BARON エスティン　モナリザ ニシオ自販　袋井本店 ウッドライフ㈱

江崎書店袋井店 根津商店 HALE HAIR エステティックサロン　yim ネッツトヨタ浜松　袋井店 太田硝子建築事務所

(株)エレガンス時正堂 農家の店しんしん袋井店 ビューティラインSA-LA 遠州・袋井整体 はせがわリビング　家族葬 事務機のマックス

オートバックス袋井インター店 農家の店しんしん袋井中央店 美容室アイザック 遠鉄袋井自動車学校 (株)花豊 シライ塗装

岡本商店 ハーティ静岡 美容室apia 太田レンタカー(株) ビジネスホテルコスモイン 寺田石材工業（株）

荻原サイクル パッケージランド袋井店 美容室i・chi・e お茶畑助産院 (株)ピットロード トーア・トラベル(株)

(有)オチアイ石油　浅名給油所 花歩 美容室 髪友 おひさま鍼灸整骨院 HIDE GYM 豊田肥料(株)

(有)オチアイ石油　湊給油所 (有)深谷仏具店 美容室たんぽぽ おもいやり 美容室かんらんしゃ 法多山名物だんご企業組合

カーテンじゅうたん王国新袋井店 (株)福田建材 美容室Happiness カーピットMD ファミリーロッジ旅籠屋　袋井店 株式会社　兵藤　

カトウ電器 (株)双葉運動具店 美容室 Polka dot 海豊丸 (有)フォーラムオート プラネットクライミングジム

かねとよ袋井店 プチ・フルール 美容室Rhubarb カイロプラクティック空音 袋井温泉　和の湯 村松肥料(株)

(株)瓦粋 ブックオフ袋井店 ファッションヘアーアトレ 家族葬のラビュー袋井 袋井グランドボウル ㈲吉永製畳

ギフトインテリアたかはし 松下印舗 fam hair salon 葛城ホテル北の丸 (有)袋井モータース 株式会社和田工務店

暮しごと舎 ミシンショップマスダ ふじ美容室 カメラのホリイ Belire by LUSTY 0

スポーツプラザ グリーン Mr.ぶんぐ袋井店 ブライダル工房 カメラノマツイ ㈱ボディーコンディショニング 0

COCOChi 眼鏡市場　袋井川井店 古木理容所 カラオケスタジオJOY ボディケア浅羽療術院 0

コナヤ商店 めがねのアベ Hair freety 身体ケア温MORI〜ぬくもり〜 ホテル観世 0

小林輪店 山下紙店 Hair　Garden　Sweet 車屋POGGY ＨondaCars袋井 0

サイクルショップゆみげた 山下新聞店　袋井店 ヘアーサロン加古 (有)K'sオート (株)ホンダグリオ東海　袋井インター店 0

JA生活資材センター 寄木屋商店 ヘアーサロンさわなか くれたけインプレミアム袋井駅前 前田制作 0

JAセルフ浅羽ステーション LINKｓ　INNOVATION ヘアーサロン三好 桜カイロプラクティック マツダオートザム袋井 0

自転車工房りんりん クリーニング　　3件 ヘアーサロン山岡 JA遠中セレモニア浅羽 (株)マルエスモータース 0

シュープラザ袋井店 クリーニングの青島商会 ヘアーサロンヤマモト JA遠中セレモニア山梨 マルカ自動車 0

SWEN袋井店 ひまわり Hairs MATUSITA JA葬祭センター袋井 丸玉呉服店/スタジオＪ&Ｊ袋井店 0

スポーピアシラトリ袋井国本店 柳屋クリーニング店 ＨＡＩＲ２７ JA茶ピア浅羽農機センター 丸の内自動車 0

スルガヤ商店 理容・美容店　　53件 hair.nico JAパッケージセンター 溝口ファミリークリニック 0

第一商事(株) 袋井北サービスステーション アトリエまのん ヘアーパーク・リベル しおん会館　長谷川葬儀 (有)三川自動車商会 0

第一商事(株) 袋井サービスステーション 髪処Sama sama hair make space SWITCH (株)静岡カントリー袋井コース MIXBOX 袋井駅前店 0

タイセン根津 金原美容室 (有)ページボーイ (有)柴田車輌 ミナトオート 0

(株)太洋油脂　袋井方丈給油所 BAR BAR KUMAKIRI PH7 Arts 神誠会館ふくろい メガネスーパー袋井店 0

中日新聞 袋井森下店 C.REA PH7 VOGUE 鈴木モータース (有)　山梨マルエス 0

TSUTAYA袋井国本店 健美サロンYAMAKI マリーナ美容室 SOIGNER　袋井 (有)江塚自動車商会 0

Ｄｕｋｅ/ｊｒ.　ＳＵＲＦ ＳＨＯＰ Ｃosmeticsはなや みかど美容室 代行運転M&T (有)キョーエイ自動車 0

寺澤商店 サロンアルラウム 村松理容所 代行運転PEACE Ranun culus 0

時計メガネ宝石　補聴器のオガワ SHANDIA やぐち美容室 ダイビングショップ うみくじら リラクゼーションEternal 0

ドコモショップ浅羽パディ店 switch plus LUSTY (有)高橋モータース リラクゼーションハウスわにわに 0

浅羽町商工会
☎0538-23-2440

ふくろい応援商品券　取り扱い店舗一覧

取り扱い店舗の最新状況は専用ホーム
ページ（https://fukuroi-
coupon.com）でご確認ください。

十分注意を払って編集しております
が、誤字・脱字がありましたらご了承
ください。

令和2年8月19日時点　50５事業所

お問い合わせ先

袋井商工会議所
☎0538-42-6151

ご利用いただけるお店は上記

のステッカーが目印です！

有効期限がありますので、お早

めにご利用ください！

（令和2年８月19日現在）


