
肉の食遊館　クリヤマ 波津422-5 食料品 1 ㈱内藤園 静波2270-11 食料品 36 ＲＥＶＯＬＬＡ 静波411-4 衣料品

㈱カネヒロ 新庄1215 食料品 2 惣菜・弁当のふるさと 静波1335-1 食料品 37 ㈲メンズカトー 静波253-6 衣料品

KOマート　相良店 波津624-1 スーパーマーケット 3 滝井青果店 静波742 食料品 38 （一社）まきのはら活性化センター 静波1771-5 衣料品

スーパーラック　相良店 波津3-51 スーパーマーケット 4 門奈鮮魚店 静波286 食料品 39 ミセスファッションマスダ 細江2948-1 衣料品

フードマーケットマム相良店 大沢642-1 スーパーマーケット 5 河守精肉店 静波971-8 食料品 40 ㈲ビックイナバ 布引原444-1 衣料品

バロー　静波店 静波2100-1 スーパーマーケット 6 石田ミート 静波282-3 食料品 41 シューズ＆バック　みつぼし 波津2-48 靴

カネハチ　榛原店 細江4476-4 スーパーマーケット 7 牧之原市物産センター 静波1771 食料品 42 オシャレ 相良98 化粧品

KOマート　ファンモール店 細江1334-1 スーパーマーケット 8 榛南ストアー 細江1045 食料品 43 すまいる 大沢624-2 化粧品

㈱大平薬局 波津3-28 薬局・ドラックストア 9 セレクトショップ　サニーズ 細江1487-1 食料品 44 ふじや化粧品店 細江4587-20 化粧品

ウエルシア　牧之原相良店 波津168-1 薬局・ドラックストア 10 肉のくぼた 細江2860-17 食料品 45 ヤマニ 福岡8-3 寝具

ウエルシア　牧之原菅ケ谷店 菅ケ谷232-1 薬局・ドラックストア 11 小僧寿し　榛原店 細江1449-6 食料品 46 手作りふとん工房　甲州屋 波津721 寝具

ウエルシア　牧之原細江店 細江1342-1 薬局・ドラックストア 12 こめ香（㈲山本耕業） 中1123-2 食料品 47 ㈱ロワールマスダ 地頭方248-2 寝具

ウエルシア　牧之原榛原店 細江4561-1 薬局・ドラックストア 13 富士勝茶農協 勝間750-1 食料品 48 おおいしふとん店 静波972 寝具

ディスカウントドラックコスモス　細江店 細江1121-2 薬局・ドラックストア 14 ㈱高柳製茶 勝田2310-4 食料品 49 イトウシャディ㈱　相良店 波津828-1 ギフト

㈱河原崎商事 菅ヶ谷2079-1 ガソリンスタンド 15 ㈱荒畑園 布引原257 食料品 50 ㈱庄屋　大鐘家 片浜1032 土産

本目商事㈱ 地頭方935-9 プロパンガス 16 ㈱トマトップ 坂部2894-1 食料品 51 小山商店 相良90-1 生活品

ファッションセンターしまむら　相良店 大沢1-66 衣料品 17 伊藤園　富士山静岡空港店 坂口3336-4 食料品 52 キッチン家庭用品　大阪屋 波津705 生活品

さがら子生れ温泉会館 西萩間672-1 土産 18 いたくら農園 坂口932 食料品 53 袴田仏具店 波津701-1 生活品

東名牧之原サービスエリア　上り線 静谷2559-3 土産 19 マルイチ酒店 相良92 酒 54 ㈱榛南綜合家具センター 地頭方111-1 生活品

牧之原サービスエリア（下り線）売店、おふくろ亭 静谷2545-34 土産 20 松下酒店 波津651-1 酒 55 山崎染物店 地頭方1184-1 生活品

㈱静鉄リテイリング　富士山静岡空港店 坂口3336-4 土産 21 池田屋酒店 波津724 酒 56 ＳＥＩＳＥＮ（同） 静波411-7 生活品

TSUTAYA　相良店 大沢1-3 書店 22 桜井酒店 地頭方935-3 酒 57 ㈱牧之原石材　 細江4309-2 生活品

コメリ　ハードアンドグリーン　相良店 菅ケ谷253-5 園芸 23 原口酒店 新庄1034-1 酒 58 メイドイントーカイ　富士山静岡空港店 坂口3336-4　 生活品

㈱ジャックオーシャンスポーツ　ボードヤード店 静波2312-3 スポーツ用品 24 マルイチ戸塚酒店 静波2375-1 酒 59 ランウェイショップ　FSZ 坂口3336-4 土産

マツヤデンキ　カワムラ相良店 波津37-2 家電 25 ㈲酒市場　木村屋 静波3240 酒 60 布施書店 相良85-2 書店

マツヤデンキ　カワムラ榛原店 細江2041-5 家電 26 友鶴酒店 細江1912-2 酒 61 小山紙店 波津711-1 文具

㈱ベイシア電器　榛原店 細江2071 家電 27 ㈱タカヤナギ 布引原1127-1 スーパーマーケット 62 ㈱トツカ 波津3-60 文具

コメダ珈琲店　牧之原店 細江1347-1 飲食店 28 ファミリーマート　相良海岸店 波津1630-108 コンビニエンスストア 63 静和事務機㈱ 大沢327-3 文具

オートバックス榛原 静波2272-2 自動車 29 ファミリーマート　牧之原女神店 女神字惣作1-6 コンビニエンスストア 64 ㈱ブンテン 静波1413-1 文具

東海タクシー㈱ 静波290 タクシー 30 ファミリーマート　牧之原静波１丁目店 静波326-1 コンビニエンスストア 65 やまもと商事 静波1231-3 文具

御前崎タクシー㈱ 白羽276-3 タクシー 31 ファミリーマート　牧之原坂部店 坂部580-1 コンビニエンスストア 66 竹内金物店 相良81 金物

セブンイレブン牧之原波津東店 波津1631-8 コンビニエンスストア 67 カクタ　杉本種苗店 波津830-13 園芸・花

セブンイレブン牧之原波津店 波津37-2 コンビニエンスストア 68 ㈱百姓園 菅ヶ谷282-1 園芸・花

セブンイレブン牧之原地頭方店 地頭方505-2 コンビニエンスストア 69 山本農材㈲ 新庄192 園芸・花

マルカ　名波商店 相良252-5 食料品 1 セブンイレブン牧之原菅ケ谷店 菅ケ谷234-1 コンビニエンスストア 70 はなここ本店 細江3801-2 園芸・花

なべや商店 相良104 食料品 2 セブンイレブン牧之原静波店 静波2006-11 コンビニエンスストア 71 ㈱グリーンアイランド 勝俣2075 園芸・花

ヤマカ藤田商店 相良252-15 食料品 3 セブンイレブン牧之原勝俣店 勝俣2075-1 コンビニエンスストア 72 夢花工房あきの花店 波津700-1 園芸・花

杉村昆布店 福岡128 食料品 4 セブンイレブン牧之原細江南店 細江1435-1 コンビニエンスストア 73 ㈱大石生花店 静波2700-2 園芸・花

魚才商店 波津753-2 食料品 5 セブンイレブン牧之原市細江西店 細江4534-1 コンビニエンスストア 74 近藤スポーツ 波津698-2 スポーツ用品

相良物産㈱　茶業部 波津102 食料品 6 セブンイレブン牧之原市細江店 細江2063-1 コンビニエンスストア 75 宮本武道具店 波津660-2 スポーツ用品

ボンヌール　相良店 波津702-2 食料品 7 セブンイレブン富士山静岡空港店 坂口3336-4 コンビニエンスストア 76 ハイナンスポーツ 静波1464-5 スポーツ用品

カネモ魚茂水産 波津992-1 食料品 8 大阪屋薬局 静波301-2 薬局・ドラックストア 77 GAEA SURF 勝俣3353-1 スポーツ用品

蓮池茶園 波津1-8 食料品 9 えいじゅ薬局 布引原1111-1 薬局・ドラックストア 78 Natty　/　ナティのごはん 波津1623-2 スポーツ用品

スーパー河原﨑 波津707 食料品 10 栗山石油店　相良給油所 相良49-1 ガソリンスタンド 79 ラ・フォンテーヌ洋菓子店 相良58-3 菓子

やま平鮮魚店 波津822 食料品 11 栗山石油店　マロン・ザ・サン浜砂SS 相良223-8 ガソリンスタンド 80 菓子長 相良65 菓子

ミルキーウェイスクエア 波津3-11 食料品 12 ㈾矢部商店 相良191-7 ガソリンスタンド 81 御菓子司　扇子家 福岡4 菓子

㈱八木康 波津986 食料品 13 ㈱三浦石油 波津160-1 ガソリンスタンド 82 いづみや菓子店 波津708 菓子

製茶問屋　澤田行平商店 須々木1241-1 食料品 14 ㈲サングリーン 鬼女新田600-1 ガソリンスタンド 83 いなばや 波津804-4 菓子

㈱ハチマル 須々木852 食料品 15 有限会社永田石油店 菅ケ谷172-3 ガソリンスタンド 84 かめや相良店 波津282-1 菓子

大石ストア 須々木357-3 食料品 16 ㈱ヤマク 地頭方12 ガソリンスタンド 85 たこまん相良店 大沢1-75 菓子

もろこし屋　せんちゃん 片浜645-3 食料品 17 栗山石油店　地頭方SS 地頭方521-1 ガソリンスタンド 86 菓子処　玉月堂 中西379-1 菓子

レインボー 片浜3383-49 食料品 18 ㈲寺田燃料 静波1471-2 ガソリンスタンド 87 ㈲佐藤菓子店 新庄975 菓子

マルサカ 大江659 食料品 19 ㈱野村商店　ニュー勝俣SS 勝俣2021-1 ガソリンスタンド 88 御菓子処　福徳園 静波2738-1 菓子

㈱マキノハラボ 片浜1216-1 食料品 20 ㈲浅井商店 切山2776-44 ガソリンスタンド 89 静波しふぉんけーき 静波2293-9 菓子

赤堀園 菅ケ谷502 食料品 21 村松石油 勝間564-6 ガソリンスタンド 90 和洋菓子　ふく助 細江2106-4 菓子

マルダイ海藻㈲ 菅ケ谷176-1 食料品 22 ㈲ヤマヤス 坂部4510 ガソリンスタンド 91 ホームメイドママ 細江3187-3 菓子

魚音 中西373-3 食料品 23 ㈲マスダ 静波1115-6 プロパンガス・水道 92 Sweets Shop　ハレルヤ 細江1131-3 菓子

㈲まるととづか 白井1889-4 食料品 24 えびすや 相良113-1 衣料品 93 牧之原銘菓　扇松堂 勝間239-1-2 菓子

グリンピア牧之原 西萩間1151 食料品 25 洋品のまるたけ 波津422-6 衣料品 94 ㈲サンフランシスコパイハウス 勝田858-2 菓子

森木農園 東萩間115 食料品 26 衣料の小田 波津729 衣料品 95 御菓子司　松林堂 坂部620-1 菓子

やまざき売店 地頭方1183-1 食料品 27 白井屋 波津699-1 衣料品 96 甘蔵さかした 坂部4972 菓子

マルサ海藻　斉田商店 地頭方929-1 食料品 28 クレドール 波津779-4 衣料品 97 寺尾電器 相良107 家電

㈲西原フルーツ 地頭方951-5 食料品 29 フジヤ洋品店 波津773 衣料品 98 でんきのタッチ　相良店 福岡12-10 家電

魚よし 堀野新田2122-1 食料品 30 相良衣料品（同） 波津773 衣料品 99 ㈱沢入電気 波津820-1 家電

㈱小栗農園 新庄2124 食料品 31 テーラー柏原 新庄115-1 衣料品 100 榛南無線電器 大江47-39 家電

お茶の山万 静波2597 食料品 32 村松洋品店 静波589-2 衣料品 101 キレート　トミタ 菅ヶ谷2144 家電

㈲一成　鈴木米穀店 静波2666 食料品 33 タマキ 静波335 衣料品 102 でんきのタッチ　地頭方店 新庄25-8 家電

片瀬昆布店 静波3411-1 食料品 34 ㈲まるゆく 静波72-14 衣料品 103 パレッツますだ 静波865 家電

山本米穀店 静波294 食料品 35 大石しん店 静波2687-2 衣料品 104 ㈲小林電気 静波766-1 家電

Ａ・Ｂ券とも利用可能店

取　　扱　　い　　加　　盟　　店　　一　　覧
Ｂ券のみ利用可能店 Ａ・Ｂ券とも利用可能店 Ａ・Ｂ券とも利用可能店



105 パレッツ飯塚 勝間432-5 家電 174 大連飯店 静波1694-26 飲食店 243 ヘアーサロン　ボンズ 細江2009-1 理容 312

106 メガネのあい 波津3-54 メガネ 175 静波館 静波2004-1 飲食店 244 ヘアサロン・サカキバラ 細江1046-1 理容 313

107 印章・はんのウチダ 波津710-1 印章 176 焼肉のかねまる　静波店 静波1726-1 飲食店 245 カットサロンYOU 細江1208-3 理容 314

108 四ノ宮印章 波津815-3 印章 177 くじらのせなか 静波1714-4 飲食店 246 飯田理容所 坂部4505-2 理容 315

109 印章・メガネのイケダ 静波1033-5 印章・メガネ 178 焼肉　男爵 静波2260-10 飲食店 247 美容室はる 波津856-1 美容 316

110 佐野時計メガネ店 相良82-1 宝飾・時計・メガネ 179 桔梗屋 静波981-3 飲食店 248 尚美容室 波津802-9 美容 317

111 宝石・メガネ・時計・補聴器㈱いとう 相良店 波津709 宝飾・時計・メガネ 180 網笑 静波2219-180 飲食店 249 みち美容室 波津1-9 美容 318

112 ペンション　リリカル 相良218-1 飲食店 181 松徳庵 静波2267-27 飲食店 250 ビューティーサロンひな 波津782-1 美容 319

113 ペンション　むぎわらぼうし 相良263-3 飲食店 182 料理旅館わかき家 静波329 飲食店 251 ヴォーグ 波津104-1 美容 320

114 壽亭 相良350 飲食店 183 Ｉ.Ｄ.Kitchen 静波2220　2F 飲食店 252 プリズム　ヘアｰデザイン 新庄2624-2 美容 321

115 いかりや 相良349-1 飲食店 184 カレーハウスCoCo壱番屋　牧之原静波店 静波1771-7 飲食店 253 太田美容室 大江47-9 美容 322

116 相良亭 相良229-10 飲食店 185 鉄板食堂　なないろ 静波1702-5 飲食店 254 カットハウス　グルービー 大江47-34 美容 323

117 レストラン　ハーク 相良252-2 飲食店 186 うな雄 細江550-2 飲食店 255 ｎｏａ　ｎｏａ 片浜3381-3 美容 324

118 大栄館 相良333-2-4 飲食店 187 金時 細江573-1 飲食店 256 skyflower hair＆spa 菅ケ谷3611-3 美容 325

119 うみねこ 相良255-7 飲食店 188 トラットリア　ヴィヴァーチェ 細江200-10 飲食店 257 永田美容院 黒子168-8 美容 326

120 旅館　和風レストラン　なかたに 相良237-15 飲食店 189 さかえ家 細江2858-4 飲食店 258 美容室　Relation 静波1699-174 美容 327

121 居酒屋やまろく 相良61-1 飲食店 190 居酒屋　寿－KOTOBUKI－ 細江326-4 飲食店 259 美容室　SERENDIB 静波2007-3 美容 328

122 カフェダイニング　タヌマ 相良263-179 飲食店 191 居酒屋えぼし 細江302-1 飲食店 260 美容室   HEAVEN 静波55-3 美容 329

123 宝明楼 相良277-2 飲食店 192 うなぎ・しゃも鍋処　藏せい 細江199-58 飲食店 261 Natural 静波1697-33 美容 330

124 らーめん樹 相良219-1 飲食店 193 CACHE CACHE 細江573-7 飲食店 262 Switch　Hair＆make 細江4586-1 美容 331

125 よしみや 波津424-4 飲食店 194 手打ちそばはしもと 細江2086-1 飲食店 263 ネイルサロン＆スクール　A four leaf 細江1445-1 美容 332

126 おばたや 波津438 飲食店 195 かずきさんち 細江2985-1 飲食店 264 みち江美容院 細江358-1 美容 333

127 和ダイニングすけろく 波津1-6 飲食店 196 ベーカリー＆カフェ　apfel 細江3769-7 飲食店 265 ニシザワ美容室 細江809-6 美容 334

128 肉の食遊館　クリヤマ（レストラン） 波津422-5 飲食店 197 翠山荘　 勝俣1958-1 飲食店 266 ヘアサロン　ビビアン 細江3270-1 美容 335

129 末広飯店　風来坊 波津1575-1 飲食店 198 上越 勝俣1732-2 飲食店 267 eyelash Pam 細江876-1　A102 美容 336

130 呑み食い処　まつばえ 波津1-35 飲食店 199 古民家カフェ　とこ十和 中734 飲食店 268 美容室パレット 勝俣2054-1 美容 337

131 御食事処やさか 波津282-9 飲食店 200 清水港海山　富士山静岡空港店 坂口3336-4 飲食店 269 CEサロン smile's 勝俣1250-1 美容 338

132 酒味歌　こっこ 波津626-1 飲食店 201 東海軒冨士見そば　静岡空港店 坂口3336-4 飲食店 270 Aris リラクゼーション＆エステティック 勝俣137-1 美容 339

133 割烹　海舟 波津1-108 飲食店 202 This Is Cafe 富士山静岡空港店 坂口3336-4 飲食店 271 エステサロン　LUCIA 仁田108-17 美容 340

134 ゼイビアのカレー 波津3-7 飲食店 203 元祖浜松餃子　石松　富士山静岡店 坂口3336-4 飲食店 272 ㈱OT　santi hair farm 切山2715-1 美容 341

135 ＨＡＺ ＢＥＥＲ  ＳＴＡＮＤ 波津1223-6 飲食店 204 富士山静岡空港　空のしおり 坂口3336-4 飲食店 273 美容室ｃａｃｈｅｔｔｅ 勝田1457 美容 342

136 Full Moon Crepe みっくす 須々木2701-13 飲食店 205 パスタ屋一丁目富士山静岡空港店 坂口3336-4 飲食店 274 ｓｏｕ１．Ｂ 坂部3788-1 美容 343

137 万寿田 須々木2611 飲食店 206 海の家0014 静波海水浴場内 飲食店 275 ビューティ　たいむ 坂口1414 美容 344

138 居酒屋のんき 大沢606-1 飲食店 207 相良自動車修理㈱ 相良206-1 自動車 276 シャイン 福岡35 クリーニング 345

139 肉バル　ジャルディーノ 大沢1-17-105 飲食店 208 四ノ宮自動車工業㈱ 波津1316-1 自動車 277 ㈲平松ドライクリーニング店 静波134-2 クリーニング 346

140 宴会場　池田屋 大沢528-12 飲食店 209 ㈲相良タイヤサービス 波津1308-6 自動車 278 クリーニングのマイン 静波1750-14 クリーニング 347

141 御食事処　池田屋 大沢607-4 飲食店 210 （同）ｃａｒ村 波津2-72 自動車 279 キヌムラクリーニング 細江868-5 クリーニング 348

142 Bar coeur 大沢1-73 飲食店 211 植田商会 須々木963-1 自動車 280 もみのしっぽ 大江1516-1 整体 349

143 笑勝 大沢1-17 飲食店 212 カーショップ　タカツカ 菅ヶ谷280-1 自動車 281 ヌワ・ヌワ 静波282-1 整体 350

144 寿し政 大沢647-1 飲食店 213 ㈲ナカジマ自動車 中西415-1 自動車 282 ラポール鍼灸接骨院 細江200-5 整体 351

145 せせらぎの宿　大とく屋 大江50-1 飲食店 214 ㈱カーズ牧之原 黒子168-3 自動車 283 坂下接骨院 細江4041-1 整体 352

146 とろろ汁・そば処　門膳 片浜1033 飲食店 215 丸和モータース 東萩間2711-1 自動車 284 東洋医学本杉整体 勝俣1739-1 整体 353

147 民宿・うまいもん処　もりまさ 片浜3380-378 飲食店 216 有限会社日ノ出モータース 落居215-1 自動車 285 からだ工房　アカラ 道場41-3 整体 354

148 天保屋 菅ヶ谷665-2 飲食店 217 ㈱カーメイト松下 新庄530-1 自動車 286 写真のスギヤマ 静波362-2 写真 355

149 いけそば 女神26-12 飲食店 218 車のシズヨシ 静波2260-13 自動車 287 ミヤカメラ 細江1334-1 写真 356

150 寿し若 東萩間1943-102 飲食店 219 ㈲静波オート 静波55-2 自動車 288 ㈲エムツーワークス 住吉2303-4 写真 357

151 ふくろ茶や 東萩間972 飲食店 220 ㈱WAIKIKI 静波2013-1 自動車 289 ㈱マルユウトラベル 波津1-2 旅行 358

152 寿しどころ　喜楽 地頭方929-4 飲食店 221 ㈱片瀬オート 静波1722-20 自動車 290 中部日本トラベル㈱ 波津3-1 旅行 359

153 Pコック 地頭方252-6 飲食店 222 ㈲畑オート 静波3446-2 自動車 291 プリンセス観光 静谷2545-34 旅行 360

154 船元の宿　大漁苑 落居451-21 飲食店 223 柴田自動車㈱ 細江1086-1 自動車 292 相羽住建 福岡210-1 建築 361

155 ㈲オアシス 落居1595-1 飲食店 224 ㈲モーターショップカトー 細江4279 自動車 293 山本建材㈱ 福岡23-5-3 建築 362

156 きよ寿司 新庄1217-6 飲食店 225 TADオオイシ 細江2750-4 自動車 294 ㈲杉山ガラス店 福岡69-1 建築 363

157 旅の館　大沢 新庄11-1 飲食店 226 ㈱佐藤自動車 勝俣1572-3 自動車 295 長谷川電気 大沢511-9 家電 364

158 レストラン　ジュー・ド・ポム 新庄558-1 飲食店 227 ㈱Best　Time 坂口2090-21 自動車 296 小塚建設㈱ 地頭方535-2 建築 365

159 神徳 新庄748-1 飲食店 228 ㈱河原崎自転車商会 波津1713 自転車 297 大石電設㈱ 地頭方148-1 建築 366

160 ら～めんのはしもと 静波1767-9 飲食店 229 はたの自転車店 落居38-2 自転車 298 ㈱鈴木土建 堀野新田161 建築 367

161 自家焙煎珈琲屋コスモス 静波2263-6 飲食店 230 ヒラノサイクル 細江4298-1 自転車 299 ㈲トシズ 堀野新田462-1 建築 368

162 静波リゾートホテル　スウィングビーチ 静波2228-43 飲食店 231 イマムラ理容室 相良123-1 理容 300 鷺坂製材㈱ 新庄2551-1 建築 369

163 ペンション　セイラーズ 静波2220-76 飲食店 232 カットハウス　うえた 相良191 理容 301 ㈱神谷鐵工所 大江658-13-1-1 建築 370

164 11丁目　魚与 静波1242-14 飲食店 233 ヘアーサロン　マスダ 福岡3 理容 302 ㈲松浦工務店 静波2007-1 建築 371

165 かわもり 静波745-5 飲食店 234 理容ウエタ 波津817 理容 303 門前　増田畳店 静波1137 建築 372

166 味の宿　はちぼし 静波3114-1 飲食店 235 ヘアーサロン　マツシタ 波津716-1 理容 304 西郷畳店 静波2422-1 建築 373

167 居酒屋つま恋 静波1707-7 飲食店 236 バーバーショップ　ナカニシ 波津426-7 理容 305 ㈱スギヤマ工業 静波2460 建築 374

168 居酒屋旅籠屋　五番街 静波2263-26 飲食店 237 理容タカミ 波津1650-1-2 理容 306 ケー・ティー㈱ 細江2340 建築 375

169 カフェレストランT＆T 静波2270-4 飲食店 238 BAR BAR　旭 波津2-71 理容 307 カネ芳工建 細江213-14 建築 376

170 一般社団法人0548プロジェクト 静波2220-5 飲食店 239 ヘアーサロン　タンジ 静波2937-4 理容 308 ㈱ヤマザキ設備 細江508-3 建築 377

171 民宿東海 静波1699-2-150 飲食店 240 ヘアーサロン　カモメ 静波2732-2 理容 309 榛南建材㈱ 細江2749-5 建築 378

172 天然釣魚料理　伝吉山 静波2806-1 飲食店 241 セキグチ理容室 静波282-2 理容 310 加藤建築 静谷1124 建築 379

173 よし村 静波370-16 飲食店 242 Cut Rooｍ　Ｍ‘hair　maeda 静波2368 理容 311 ㈱ユキトシ 池新田3843-11 建築 380

Ａ・Ｂ券とも利用可能店 Ａ・Ｂ券とも利用可能店

取　　扱　　い　　加　　盟　　店　　一　　覧　　　　　　　　　　　　　　令和４年１２月１日現在の取扱加盟店です。
Ａ・Ｂ券とも利用可能店



㈱ケアリンク 静波1563 介護 381

ペットサロン八木 静波638-1 ペット関連 382

ペットワン 細江1148-1 ペット関連 383

松下凧提灯店 波津1651-2 提灯 384

ピーズクラブ 静波473-1 PC関連 385

ジョイプラザ榛原店 細江2028-1 リサイクルショップ 386

おそうじ革命 静岡掛川駅南店 細江4587-20 ハウスクリーニング 387

Pagurus Nature&Camp 鹿島 勝俣3354-1 宿泊 388

Golfer's Base 静波1703-16 ゴルフ練習スペース

R-fit 静波187-7 加圧トレーニング

Ａ・Ｂ券とも利用可能店 Ａ・Ｂ券とも利用可能店 Ａ・Ｂ券とも利用可能店


