
焼津市プレミアム付商品券取次店（2次募集分）

業種 店名 住所 電話

電気・ガス・水道（料金は除く） コスモス ベリーズ 焼津店 焼津市東小川５－１１－１４ ６２７－５１０１
静浜給油所 焼津市宗高３ ６４６－５１５７
株式会社アサダ石油 焼津市本町３－１－１６ ６２９－５１７８
大富給油所 焼津市中新田３－１ ６４６－５１５７

クリーニング 山口屋クリーニング 焼津市本町３－３－４ ６２８－４３７５
習い事・育児・教育 望月数学塾 焼津市保福島２４８ ６２８－６０９７
郵便・宅配 有限会社いしばし牛乳店 焼津市焼津１－７－２８ ６２７－５０８０
住宅リフォーム等 ハードストック焼津 焼津市石津２４０ ６２３－８８２０

マスダでんき 焼津市本町５－７－１３ ６２７－７５７４
エディオン焼津店 焼津市祢宜島４４１－１ ６５６－３６１１
サカモト電器 焼津市道原１２１５－２ ６２４－０１８２
電化のマツデン 焼津市中新田１２１４－１ ６２４－７１１７
マツデンとよだてん 焼津市柳新屋８２１－１ ６２９－６２６２

あん摩・マッサージ・接骨・鍼・灸・整体 塩津治療院 焼津市塩津２０１－１３ ６２９－８３３３
杏林堂薬局　焼津与惣次店 焼津市与惣次１９７－１ ６５６－１７１１
ブイドラッグ焼津西店 焼津市五ケ堀之内字道南１２０１ ６２０－６５８０
ブイドラッグ焼津石津店 焼津市石津１１８４ ６５６－２１２２
焼津メガネワールド 焼津市東小川２－１４－２ ６２６－０７７７
アイメガネ焼津石津店 焼津市石津５３３－３ ６５６－０００１
ウエルシア焼津大井川店 焼津市吉永１０１６ ６２２－７８８４
サークルＫ大井川高新田店 焼津市高新田６０２－１ ６２２－０７１９
セブンイレブン焼津清流館高校前店 焼津市上新田字東５４０－３ ６６２－１９００
サークルＫ大井川利右衛門店 焼津市利右衛門１２２８ ６６４－０７２３
サークルＫ大井川富士見橋店 焼津市相川１１５１－７ ６６４－０１３３
サークルＫ大井川中学校前店 焼津市下江留３００－１ ６６４－１１３６
セブンイレブン焼津坂本店 焼津市坂本３４７－１ ６２９－６２４８
サークルＫ焼津港店 焼津市本町１－１５－１０ ６２０－２９６５
焼津営農経済センター東益津支店購買 焼津市中里３５４ ６２７－４７４８
ウエルシア焼津店 焼津市焼津４－７－１ ６２８－７７６８
ウエルシア薬局焼津新焼津店 焼津市焼津４－６－２０ ６２１－３７８８
セブンイレブン焼津3丁目店 焼津市焼津３－９－２６ ６２６－５３３８
ウエルシア焼津駅店 焼津市栄町１－１－１ ６２０－０８６８
サークルＫ焼津小川店 焼津市小川１０５２－１ ６２９－２００７
サークルＫ焼津小川港店 焼津市小川３３９４－１ ６２５－１９６６
ウエルシア焼津南店 焼津市焼津与惣次６４ ６２３－８５３４
ウエルシア薬局焼津与惣次店 焼津市与惣次１４４－１ ６５６－１５３７
エブリィビッグデー焼津店 焼津市石津１５８ ６２５－００８８
サークルＫ焼津石津中町店 焼津市石津中町１１－２９ ６２５－０２３９
ウエルシア焼津ねぎ島店 焼津市祢宜島５４０ ６２３－０９３３
セブンイレブン焼津石津店 焼津市南部土地区画整理事業施行地区124街区１ ６２４－１６３３
ウエルシア焼津田尻北店 焼津市田尻北２６１ ６５６－１１８８
サークルＫ焼津田尻店 焼津市田尻７５９－８ ６２５－１２７７
ローソン焼津道原店 焼津市道原１０３８ ６２３－８２７７
サークルＫ焼津石津南店 焼津市南部区画整理地239街区32画地 ６５６－０７０７
サークルＫ焼津中根新田店 焼津市中根新田１５０１－１ ６５６－３１７５
サークルＫ焼津惣右衛門店 焼津市惣右衛門４１５－１ ６２５－１１３９
ウエルシア焼津三ケ名店 焼津市三ケ名７９４ ６２０－７０３８
セブンイレブン焼津三ケ名店 焼津市三ケ名７８１ ６２６－７７１２
ウエルシア焼津小柳津店 焼津市小柳津２１８－１ ６２９－８８１４
ウエルシア焼津塩津店 焼津市塩津６５－１ ６２１－４５５５
ウエルシア焼津西焼津店 焼津市小土１２５０－３０ ６２０－７３５５
サークルＫシーガルドーム前店 焼津市小土１２７４－１ ６２０－７８２３
サークルＫ焼津大覚寺 焼津市大覚寺２－１１－７ ６２１－５０００
ウエルシア焼津八楠店 焼津市八楠２－２９－６ ６２０－９３８８
サークルＫ焼津八楠店 焼津市八楠２－３０－１４ ６２０－３６３０
サークルＫ焼津水産加工団地口店 焼津市惣右衛門９２９－１ ６５６－２５６６
山田屋陶器店 焼津市本町３－９－２１ ６２８－２７９６
フラワープレース カタオカ 焼津市一色１０３２－６ ６２３－２２２３
かしはる大井川店 焼津市上新田４７７－６ ６２２－８７６５
㈱ヤイヅツナコープ旧港前店 焼津市中港２－６－１３ ６２９－９４４９
㈱マルダイ早川酒店 焼津市本町３－９－２８ ６２８－２７４６
株式会社 川直 焼津市城之腰１５ ６２８－２０３６
まるご 焼津市焼津２－１３－１ ６２８－８３６０
かしはる焼津店 焼津市焼津４－１１－４ ６２８－５５６７
柳屋本店 東小川店 焼津市東小川２－１－１０ ６２９－３２４４
㈲梅原判呂久商店 焼津市東小川１－３－１９ ６２８－２４０３
かしはる田尻本店 焼津市田尻２３１－２ ６２４－４４８１

花・生活用品（雑貨含む）

燃料

家具・家電・インテリア

医療用品・介護用品・薬（薬局）

めがね・コンタクト

コンビニ・スーパー

食品・健康食品・自然食品



中島米穀店 焼津市三ケ名１４４６ ６２８－５２１５
株式会社ハットリ製茶 焼津市三ケ名７８７－１ ６２８－２０２０
株式会社一イ大畑食品 焼津市大住１０５－３ ６２７－５７８０
かしはる西焼津総本店 焼津市小柳津５１５－３ ６２８－１１００
萩原酒店 焼津市小土１１１４ ６２８－４０１７
ヤマヤ山もと商店 焼津市八楠４－１３－７ 焼津さかなセンター内 ６２８－８８２２
マルショウ 焼津市八楠４－１３－７焼津さかなセンター内 ６２９－２７４６
有限会社 カネキュウ水産 焼津市八楠４－１３－７ 焼津さかなセンター内 ６２７－７９０１
ツジタ さかなセンター店 焼津市八楠４－１－１３ 焼津さかなセンター内 ６２８－３７３７
焼津さかなセンター マルヨウ増田商店 焼津市八楠４－１３－７ 焼津さかなセンター内 ６２７－７９１９
長峰製茶株式会社 さかなセンター支店（多々良園） 焼津市八楠４－１３－７ 焼津さかなセンター内 ６２９－３３２１
㈱カク長渡仲商店 焼津市八楠４－１３－７ ６２７－８９０９
福一焼津流通センター 焼津市八楠１７０ ６２８－２９１３
スマル水産 焼津市八楠４－１３－７ ６２７－７９０５
株式会社ニッコーサービス 焼津市八楠４－１３－７ ６２７－７９０６
丸又 焼津市八楠４－１３－７ 焼津さかなセンター内 ６２８－７５７８

本・文具 焼津谷島屋田尻店 焼津市田尻４２１ ６２３－３００１
贈り物・みやげ 株式会社 山政 直売店 焼津市東小川２－４－１４ ６２６－８３３３

貴装の店 わたなべ 焼津市栄町５－１０－２１ ６２７－７７８６
川口呉服店 焼津市小川新町１－１４－１４ ６２９－５２９０
ＮＥＳＴ焼津 焼津市東小川６－６－４ ６２６－７１００
㈱さんこう西小川店 焼津市西小川４－１－１ ６２０－３０７７
さくらや洋品店 焼津市祢宜島６０２－２ ６２３－１７０９
さくらや洋品店 焼津市三ケ名１６５９－１ ６２７－０７１５
杉山安商店 焼津市三ケ名３０７ ６２８－３０１２

靴・かばん・小物（アクセサリー・時計） Ｎａｉｌ　＆　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｈｅｒｒｙ’ｓ 焼津市上新田７０５－８ ０９０－４０８０－７１３１

衣料材料・衣料用品・手芸 株式会社あかのれん焼津南店 焼津市三右衛門新田６８１ ６２３－１２５６
ビューティサロン華 焼津市利右衛門９０９ ６２２－０３１１
北斗理容室 焼津市本町１－４－１４ ６２８－３０４３
理容スギヤマ 焼津市本町４－６－１４ ６２８－８６６２
クロロフィル焼津駅前店 美顔教室みどり 焼津市栄町１－２－１２ ６２９－５９２５
アトリエ ヴィーナス 焼津市西小川５－３－１１ ６２８－９５０９
パエザーノ 焼津市宗高１５１０－３ ６６２－２２６０
ミスタードーナツ大井川ショップ 焼津市下江留１３２９ ６６２－２０４０
喫茶アルハ 焼津市本町３－９－２５ ６２８－５５４５
なぎ寿し 焼津市焼津５－１１－５ ６２７－１００５
ミスタードーナツ焼津店 焼津市東小川６－６ ６２１－７６００
とんかつ肉料理 夢屋 焼津市西小川４－８－９ ６２７－７３５８
焼津四川飯店&ガーデンズ 焼津市西小川３－６－１ ６２６－４０００
サーティーワン焼津登呂田店 焼津市西小川２－１－１ ６２９－１６７４
進栄楼 焼津市一色３２４ ６２４－６０８７
五金 焼津市柳新屋９９６－４ ６２７－５８５６
マルコ デュ カフェ 焼津店 焼津市大覚寺３－１５－２ ６２６－０５０５
焼津さかなセンター 大食堂「渚」 焼津市八楠４－１３－７焼津さかなセンター内 ６２８－１１３７
株式会社ココスジャパン ココス焼津店 焼津市八楠２－３０－７ ６２１－０２５５
コメダ珈琲焼津インター店 焼津市八楠４－１３－１ ６２８－２００１
名代とんかつ勝富 焼津インター店 焼津市八楠４－１２－２９ ６２０－１００３
まぐろ海鮮丼 山水 焼津市八楠４－１３－７ ６２９－３３７５
かぜんぐ 焼津市焼津１－６－３ ２７０－６２９４
にじいろ 焼津市栄町２－３－９ ６３９－７７００
居酒屋 春秋 焼津市柳新屋８３１ ６２６－５５７２
トータルフォトスタジオＣｏｃｏ焼津店 焼津市栄町２－６－１０ ６３１－５４３５
カメラのキタムラ焼津バイパス店 焼津市八楠３－５－１ ６２９－２３３７

インターネット・パソコン・情報提供 ＯＡナガシマ志太店 焼津市小屋敷４８５ ６２０－８２９０
イトウ自動車 焼津市利右衛門２７０３ ６２２－４１８１
ｂｉｃｉ‐ｏｋａｄａｍａｎ 焼津市坂本６６７－４ ２７０－５７２６
イエローハット焼津石津店 焼津市石津１１９２ ６５６－４８１１
多々良ホンダ販売 焼津市田尻２８３－４ ６２３－２４７８
ネッツトヨタ静浜㈱焼津店 焼津市本中根３８２－１ ６２３－１２０１
オートバックス焼津店 焼津市大覚寺１－１－３ ６２９－２８０７
ジョイプラザ焼津インター店 焼津市八楠１－１１－９ ６２１－５０５５
大光自動車㈱ 焼津市八楠１－２７－１６ ６２９－４１８８
ゲオ大井川店 焼津市相川４６９－１ ６６４－２１１６
ゲオ焼津店 焼津市祢宜島２９－１ ６５６－０２８８
TSUTAYA焼津インター店 焼津市八楠３丁目１８－３ ６２８－６７１５
湊のやど 汀家 焼津市本町１－１４－２ ６２８－３１５５
ホテルｎａｎｖａｎ焼津 焼津市越後島３６０－３ ６２８－８８３５

車・自転車バイク

レンタル

飲食（レストラン・喫茶店・甘味処等)

トラベル・宿泊

食品・健康食品・自然食品

和・洋服

美容・理容・化粧

居酒屋{飲み屋）

写真・美術・工芸・文芸


