
塩田屋本家 湯ヶ野 高橋電気店 谷津 青木の坂 梨本 釜滝茶屋 梨本 万両 谷津

たけうち洋品店 湯ヶ野 かねた水産 笹原 七滝温泉ホテル 梨本 だるま茶屋 梨本 ＬＯＡＦＥＲ 谷津

いしや 下佐ヶ野 かまや水産 笹原 ﾘﾊﾞﾃｨｰﾘｿﾞｰﾄ天城荘 梨本 出合茶屋 梨本 川波 笹原

徳実屋 下佐ヶ野 河津桜観光交流館 笹原 福田家 湯ケ野 七滝茶屋 梨本 モアミ 笹原

ライフオート二千翔 下佐ヶ野 マダムレユシ－ル 笹原 ファミリ－＆リゾ－ト川ばた 川津筏場 七滝一休茶屋 梨本 ろばた 笹原

ワタナベ化粧品店 下佐ヶ野 かま康 浜 かわづの里 峰 わさび園かどや 梨本 とまり木 浜

梅野屋商店 川津筏場 カミヤ洋品店 浜 玉峰館 峰 酒処 さがの 下佐ヶ野 へそ曲がり 浜

こさわや酒店 川津筏場 谷澤商店 浜 花舞竹の庄 峰 ほう泉 田中 伊豆海鮮どんぶりや 浜

谷水屋商店 田中 正木力茶園 浜 アミ・ドローラ 谷津 むらさき 田中 一和食堂 浜

港月堂 峰 丸善薬局 浜 旅師の宿 やかた 谷津 居酒屋 さがみ 峰 食彩旨酒　遊楽 浜

中村精肉店 峰 ゆがの薬局 浜 離れ家 石田屋 谷津 大川屋 谷津 伊豆オレンヂセンター 見高

　／焼肉 なかむら屋 ハートフルコスメゆがの 浜 海遊亭 浜 寿司信 谷津 　／食処 河津の庄

石田商店 谷津 はしば菓子店 見高 河津海苑／膳処 海苑 浜 中華一番 谷津 伊豆さくら亭 見高

中華一番 谷津 今井荘 見高

心のどか 見高

かね吉一燈庵 見高

伊豆今井浜東急ホテル 見高

セブンイレブン河津下佐ヶ野店 下佐ヶ野 ホソカワ電気 梨本 眠りの専門店 しらい 谷津 美容室 ノブコ 湯ヶ野 ヤマ美容室 笹原

コメリＨＧ河津店 峰 すずき電機 湯ヶ野 フレッシュ衣料 うすい 浜 長田理容所 下佐ヶ野 ヘアーアンドメイクＵ３ 浜

フードストアーあおき河津店 浜 鈴電工 湯ヶ野 Espace Kokoro 浜 ケイ美容室 下佐ヶ野 さくら美容室 浜

マックスバリュエクスプレス 浜 宮崎商会 笹原 ｙ’ｓ 浜 chou chou 沢田 サトウ理容室 浜

　　　　　　　　　河津店 ハギワラ電気 見高 ながさきや河津店 浜 のりまつ理容室 峰 Repos 浜

ウエルシア薬局河津店 浜 ｋｙｕ ｂａｍｉｙａ 見高 イン・ブルーム 笹原 ブルーラグーン 見高

山城屋山葵店 梨本 サガミシード河津SS 川津筏場 農協河津農産加工直売所 川津筏場 お食事 中瀬隠居 梨本 七滝茶屋 ガラス工房 梨本

わさびの丸山園 沢田 正木石油商会 峰 伊豆太陽農協見高浜店 見高 くらの坊 峰 三澤新聞店 湯ヶ野

かわづ屋 峰 河津商事 笹原 伊豆太陽農協上河津支店 湯ヶ野 café&Records Delmomico's 谷津 長田ガス 峰

山城商店（酒） 梨本 昭和シェル菖蒲沢給油所 浜 伊豆太陽農協下河津支店 笹原 きりん館 浜 寺林プロパン商会 谷津

山下商店 見高 野田石油河津浜給油所 浜 兼鍛冶屋 下佐ヶ野 ｺｰﾋｰﾊｳｽモリ 浜 河津衛生社 浜

西川米店 下佐ケ野 東海モーターサービス 谷津 伊豆ばら園 沢田 農家カフェ 里山 浜 植松クリーニング店 谷津

長田農園 川津筏場 新成自動車工業 川津筏場 きのみ屋 笹原 タイムズカフェ 見高 林写真館 峰

坪井魚店 湯ヶ野 リバティオート河津店 田中 河津釣具店 谷津 居酒屋 おふくろ 峰 ＨＡＰＰＹ MONSTER（写真） 見高

喜久丸水産 峰 鈴木モータース 谷津 鈴木時計店 谷津 拓味亭 市山 笹原 峰温泉大噴湯公園 峰

カネマン水産 笹原 石井鈑金 縄地 タカオカ 浜 桜キッチン（交流館２階） 笹原 舟戸の番屋 見高

風月堂 谷津 ﾈｯﾂﾄﾖﾀｽﾙｶﾞ河津店 笹原 和工房 おらんく 谷津 ｱﾝﾃｨｶ ﾄﾗｯﾄﾘｱ ﾀﾞﾙ ﾋﾟﾗｰﾀ 谷津 志賀司法書士事務所 笹原

白石牛乳店 谷津 黒田自動車駅前工場 浜 ソウルサーフ 見高 吉丸 浜 司法書士 飯田隆一事務所 浜

伊豆急 河津駅売店 浜 ギア・オート 見高 海蓮門 浜 伊豆急 河津駅 浜

誠自動車商会 見高 焼肉とみ 浜 伊豆急 今井浜海岸駅 見高

田中タイヤ商会 見高 甘未茶屋すしと海鮮丼 坪の内 見高 KURA－RUN OUTDOORS 浜

河津七滝オートキャンプ場 梨本 民宿 福丸 谷津 東賀木材工業 湯ケ野 共同工業 峰 河津ハンズ 浜

河津オートキャンプ場 川津筏場 民宿 いとう 浜 沢田木材 沢田 杉山測量設計事務所 笹原

伊豆今井浜オートキャンプ場 見高 民宿 相沢荘 見高 西山木材 谷津 河津アルミ 浜

嵐の湯 本館 梨本 民宿 船長 見高 いいだ造園 川津筏場 飯田畳店 峰

嵐の湯 2号館 谷津 民宿 とみた 見高 インテリアそうま 川津筏場 三沢畳店 谷津

中瀬隠居 梨本 花の風 見高 浜野木工所 峰 内田石材店 見高

民宿 かごや 下佐ヶ野 オールザウェイ 見高

ジオマークホテル四季の蔵 峰

コロナに負けるな！河津町プレミアム商品券

河津サービス店会加盟店 河津温泉旅館組合加盟店 河津町飲食店組合加盟店

・ﾚｽﾄﾗﾝ ﾒﾚｼｰ・日本料理 七滝・ﾃｨｰﾗｳﾝｼﾞ ﾌﾛｰﾗ

宿泊関係・温泉施設 建設関連　※物販に限ります 健康・施術

令和２年６月２５日現在

食品関係小売 自動車関係 その他小売 飲食店関係 その他サービス

ｺﾝﾋﾞﾆ・ｽｰﾊﾟｰ・ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ等 家電品販売 洋品・寝具・ギフト 理容・美容

【専用券＋共通券】両方 使えるお店 ７３店舗

【共通券】のみ 使えるお店 １２６店舗

♥商品券・工事券 取扱店募集中です♥

取扱店に登録して頂ける商工会員の方は、商工会までご連絡ください。
河津町商工会 34-0821


