
塩田屋本家 湯ヶ野 青木の坂 梨本 フードストアーあおき河津店 浜 伊豆太陽農協上河津支店 湯ヶ野 伊豆急 河津駅 浜

たけうち洋品店 湯ヶ野 大時茶屋 梨本 天城荘 梨本 ハックドラッグ河津店 浜 農協河津農産加工直売所 川津筏場 伊豆急 河津駅売店 浜

いしや 下佐ヶ野 釜滝茶屋 梨本 秘湯の宿　運龍 梨本 セブンイレブン河津下佐ヶ野店 下佐ヶ野 伊豆太陽農協下河津支店 笹原 伊豆急 今井浜海岸駅 見高

徳実屋 下佐ヶ野 七滝茶屋 梨本 大家荘 梨本 サークルK河津笹原店 笹原 元木屋商店 湯ヶ野 峰温泉大噴湯公園 峰

ワタナベ化粧品店 下佐ヶ野 七滝一休茶屋 梨本 七滝温泉ホテル 梨本 ファミリーマート河津浜店 浜 兼鍛冶屋 下佐ヶ野 三澤新聞店 湯ヶ野

梅野屋商店 川津筏場 七滝観光センター 泣かせ隊食堂 梨本 福田家 湯ヶ野 サークルK河津見高店 見高 伊豆ばら園 沢田 鳥沢新聞店 笹原

こさわや酒店 川津筏場 わさび園かどや 梨本 ファミリ－＆リゾ－ト川ばた 川津筏場 健康ライフサポート 田中 林写真館 峰

まるみ商店 川津筏場 酒処 さがの 下佐ヶ野 かわづの里 峰 山城屋山葵店 梨本 きのみ屋 笹原 ＨＡＰＰＹ MONSTER（写真） 見高

港月堂 峰 居酒屋 さがみ 峰 玉峰館 峰 わさびの丸山園 沢田 河津釣具店 谷津 七滝茶屋 ガラス工房 梨本

中村精肉店 峰 ほう泉 田中 花舞竹の庄 峰 かわづ屋 峰 鈴木時計店 谷津 長田ガス 峰

谷水屋商店 田中 むらさき 田中 離れ家 石田屋 谷津 坪井魚店 湯ヶ野 植松クリーニング店 谷津

河津桜観光交流館 笹原 川波 笹原 旅師の宿 やかた 谷津 喜久丸水産 峰 踊子荘 湯ヶ野 志賀司法書士事務所 笹原

かねた水産 笹原 モアミ 笹原 海遊亭 浜 カネマン水産 笹原 民宿 かごや 下佐ヶ野 河津衛生社 浜

かまや水産 笹原 ろばた 笹原 河津海苑 浜 萩原鮮魚店 見高 民宿 いとう 浜

マダムレユシ－ル 笹原 大川屋 谷津 今井荘 見高 山下商店 見高 民宿 相沢荘 見高 長田左官 梨本

石田商店 谷津 寿司信 谷津 伊豆今井浜東急ホテル 見高 山城商店（酒） 梨本 民宿 船長 見高 河津稲葉工務店 梨本

高橋電気店 谷津 中華一番 谷津 かね吉 一燈庵 見高 西川米店 下佐ヶ野 民宿 とみた 見高 山城組 梨本

カミヤ洋品店 浜 万両 谷津 心のどか 見高 白石牛乳店 谷津 河津七滝オートキャンプ場 梨本 山城建設 梨本

かま康 浜 ＬＯＡＦＥＲ 谷津 伊豆今井浜オートキャンプ場 見高 平川工務店 小鍋

高岡眼鏡店 浜 伊豆海鮮どんぶりや 浜 焼肉 なかむら屋 峰 眠りの専門店しらい 谷津 嵐の湯　本館 梨本 東賀木材工業 湯ヶ野

谷澤商店 浜 一和食堂 浜 ｱﾝﾃｨｶ ﾄﾗｯﾄﾘｱ ﾀﾞﾙ ﾋﾟﾗｰﾀ 谷津 フレッシュ衣料うすい 浜 嵐の湯　２号館 谷津 いいだ造園 川津筏場

風月堂 浜 とまり木 浜 民宿 福丸 谷津 Espace Kokoro 浜 薬師の湯 谷津 中屋建築 川津筏場

正木力茶園 浜 食事処 にしお 浜 とんかつ居酒屋 あら太 浜  ｙ’ｓ 浜 木戸口建築 逆川

まるか酒店 浜 へそ曲がり 浜 海蓮門 見高 ながさきや河津店 浜 居酒屋 おふくろ 峰 沢田木材 沢田

丸善薬局 浜 コーヒーハウスモリ 浜 日本料理 あづま ※ 見高 ｋｙｕ ｂａｍｉｙａ 見高 ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ グリーンハウス 峰 椎本左官 田中

ゆがの薬局 浜 あいざわ食堂 見高 レストラン シャングリラ ※ 見高 拓味亭 市山 笹原 飯田商事 峰

ハートフルコスメゆがの 浜 伊豆ｵﾚﾝﾁﾞｾﾝﾀｰ 食処河津の庄 見高 ティーラウンジ フローラ ※ 見高 正木石油商会 峰 吉丸 浜 植信造園 峰

はしば菓子店 見高 伊豆さくら亭 見高 　　※　伊豆今井浜東急ホテル 内 河津商事 笹原 きりん館 浜 加藤工務店 峰

ドライブイン小磯 見高 東海モーターサービス 谷津 焼肉とみ 浜 さくら建設 峰

昭和シェル菖蒲沢給油所 浜 タイムズカフェ 見高 東海建設 峰

野田石油河津浜給油所 浜 浜野木工所 峰

野田石油縄地給油所 縄地 ○理容・美容 第一工房 谷津

ライフオート二千翔 下佐ヶ野 美容室ノブコ 湯ヶ野 高川工務店 谷津

サガミシード河津SS 川津筏場 長田理容所 下佐ヶ野 三沢畳店 谷津

新成自動車工業 川津筏場 ケイ美容室 下佐ヶ野 大塩組 笹原

ネッツトヨタスルガ河津店 笹原 のりまつ理容室 峰 杉山測量設計事務所 笹原

鈴木モータース 谷津 イン・ブルーム 笹原 天城カントリー工房 浜

黒田自動車駅前工場 浜 ヤマ美容室 笹原 河津アルミ 浜

ギア・オート 見高 ヘアーアンドメイクＵ３ 浜 黒田板金工業 浜

誠自動車商会 見高 さくら美容室 浜 三成企画 浜

田中タイヤ商会 見高 サトウ理容室 浜 中村表具店 浜

石井鈑金 縄地 サロンドゆき 浜 内田石材店 見高

○電気工事・家電品販売 ブルーラグーン 見高

ホソカワ電気 梨本

すずき電機 湯ヶ野

鈴電工 湯ヶ野

宮崎商会 笹原

ハギワラ電気 見高

○コンビニ・スーパー等 ○その他小売

○飲食店関係

○自動車関係

お問い合わせ  :  河津町商工会　TEL.　３４－０８２１

（一部店舗を除く）

○食品関係小売

○宿泊関係・温泉施設

○その他サービス

※商品券のご購入は交換店舗にて予約をして下さい。電話予約は一切受け付けません。

○建設関連業

○外食の日取扱加盟店 ○洋品・寝具・ギフト

　　　【　専 用 券  ＋  共 通 券　】　登録取扱店        ８２店舗 　　　　【　共 通 券　】　登録取扱店　　　  　１２４店舗

○河津サービス店会加盟店 ○河津町飲食店組合加盟店 ○河津温泉旅館組合加盟店

商品券取扱店募集中！取扱店に登録して頂ける

商工会員の方は商工会へご連絡下さい。

河津町地方創生プレミアム商品券 ご利用について

※この商品券の有効期限は平成２７年７月１日（水）から平成２７年１２月３１日（木）
までの６ヶ月間です。期限後は無効となります。

※この商品券は現金とお引き換え致しません。また、いかなる場合でも再発行致しません。
※この商品券で他の商品券、電子マネーへのチャージ、酒券、図書券、切手、印紙などの

換金性の高いものの購入や、公共料金の支払い、事業活動に伴う仕入れ目的等での利用は
出来ません。

※この商品券でのお買い物には釣り銭は支払われません。
※この商品券の盗難、紛失、滅失等に対して、本会及び登録取扱店はその責を負いません。
※この商品券は利用出来ない商品もありますので、登録取扱店でご確認下さい。


