
〈２０２２年６月２日現在〉

地区 事業所名 電話番号 業種（取扱商品）

 かましん馬頭店  92-8801 食料品スーパー

 ドラッグストアトライウェル馬頭店  92-6200 ドラッグストア

 コメリハードアンドグリーン馬頭店  92-7024 ホームセンター

 ホームセンターカンセキ小川店  96-4411 ホームセンター

 ㈱カワチ薬品小川店  96-5585 ドラッグストア

 ㈱北関東リオン・ドール小川店  96-7111 食料品スーパー

 コメリハードアンドグリーン小川店  96-7015 ホームセンター

馬頭地区 事業所名 電話番号 業種（取扱商品）

那珂川町「広重プレミアム商品券」取扱店舗一覧

馬　頭

小　川

スター旅行社 92-4111 旅行

生活用品　石沢 92-2236 生活用品

華苑 92-5081 飲食 

ファッションハウス　たかさご 92-2127 衣料品

㈲高嶋肥料店 92-2020 肥料

エレガンスやしろ 92-2153 衣料品

青木電機 92-2133 家電製品販売・電気工事

まつやま 92-2023 衣料品

和洋菓子わみや 92-2211 菓子

ますや本店 92-2536 食料品（鮮魚・食品）

髙野屋 92-2240 食料品

カットハウスいなざわ 92-2539 理容

やまだ薬局 92-2012 薬局

まんぷく食堂 92-2555 飲食

ハシモト写真館 92-2204 写真

川和自動車商会 92-2141 自動車販売修理

㈲馬頭観光タクシー 92-2705 タクシー

文化堂印刷・田村重機 92-2218 印刷・重機

和地建築㈲ 92-3194 建築

居酒屋  のびろ 92-3596 飲食

㈱本多商会 92-2303 農業機械販売修理・設備工事

宵い酔処  山川屋 92-2619 飲食

川和モータース 92-2138 自動車特定整備事業・自動車販売

餃子の尊氏 92-4122 飲食

新　町

羽石肥料店 92-2043 肥料

井筒屋洋服店 92-2502 洋服仕立て

なばため 92-2035 化粧品・雑貨

㈲小島文具店 92-2102 文具・事務用品

㈲金子商店 92-2516 味噌・漬け物

東陽館 92-2004 飲食

丸井クリーニング 92-2203 クリーニング

飯村輪業 92-2140 二輪車販売修理

クリーニングこみね㈱ 92-7080 クリーニング

鈴木自動車修理工場 92-2147 自動車整備販売

よしみや工芸 92-2306 提灯・看板

川崎工業㈱ 92-2621 建設

室　町

共通券のみ使えるお店

専用券・共通券の使えるお店



㈲柏屋葬祭 92-2208 葬祭

星理容所 92-3186 理容
室町

ファッション  あらい 92-2239 衣料品

杉浦薬局 92-2151 薬局

佐藤こめや 92-2327 食料品（米・青果）

ヘアーサロン  ムトウ 92-2193 理容

小山田写真館 92-2038 写真

くまだ呉服店 92-2158 衣料品

ミートショップ  とりよし 92-2142 食料品（精肉）

森川屋 92-2117 菓子

有限会社  橋本油店 92-2027 ガソリンスタンド

ささぬま理容所 92-2629 理容

星工業有限会社 92-3470 左官・タイル

ヘアーサロン  エヅラ 92-5211 理容

有形文化財ホテル  飯塚邸 82-7551 宿泊

美容室  スタア 92-1182 美容

よこやま商店 92-2255 食料品（鮮魚）

大八寿司 92-5108 飲食（すし・ふぐ・うなぎ）

サカヌシ理容 92-2979 理容

荒井薬局・荒井酒店 92-2618 処方箋・漢方薬・化粧品・酒

元気＆キレイをサポート!!  ミカワヤ 92-2003 衣料品

千年屋 92-2200 菓子

肉の薄井 92-2810 食料品（精肉）

レストラン  道 92-3363 飲食

 ㈲桧山商店・サラダ館馬頭店･100円ハウスさくら 92-2100 建築金具・建材・贈答品・雑貨

佐藤風呂店 92-2649 風呂・水道設備リフォーム

株式会社ダイサン印刷 92-4385 印刷

菊屋酒店 92-2103 食料品（酒類）

くま三 92-2137 食料品

フラワーガーデン星 92-5215 生花

㈲高野自動車整備工場 92-2339 自動車販売修理

㈱ダイトー 92-5205 襖・建具

㈲深沢自動車工業 92-2241 自動車販売修理

(資)油新商店 92-2309 ガソリンスタンド

㈲フラワーズたかの 92-2304 生花

有限会社  岡工務店 92-2753 建築工事

ヘアーサロン  もり 92-5235 理容

志づや 92-2703 飲食

有限会社  コスモフローラ 92-1187 生花

石臼挽きそば処  萩の越路 92-8008 飲食

深澤観光 92-3750 旅行

JAなす南北部経済店舗 92-2712 肥料・農薬・食料品

艶 080-2064-4821 飲食

有限会社  バトウタイヤ商会 92-3370 タイヤ

セブンイレブン馬頭北向田店 92-3599 コンビニ

有限会社  近藤商店 92-2381 ガソリンスタンド

焼肉茶屋  牛華（ぎゅうはな） 92-2955 飲食

株式会社  馬頭むらおこしセンター 92-5711 農産物販売・飲食

㈲立花自動車工業 92-2594 自動車販売修理

アイス工房 武茂の郷 92-0061 ジェラートアイス

田　町

北向田

南　町



佐藤川魚店 92-3810 川魚

久那瀬直売所 92-5061 農産物販売

有限会社カネヨシ薄井建築 92-2149 建築

大武酒店 92-3045 食料品（酒・たばこ）

とんかつ  菊乃 92-3006 飲食

そば処  古館 92-5119 飲食

手打ちそば  田舎 92-4431 飲食

荒井設備 92-4967 設備

有限会社  斎藤自動車 92-2554 自動車販売修理

マイクロスーパーからあげかんた君 馬頭店・道の駅店 92-3035 マイクロスーパー

㈲薄井工務店 92-2385 建築工事

株式会社  ミツトヨフーズ 92-1400 食料品（ゆば）

屋代酒店 92-3031 食料品（酒類）

そば処  ゆりがねのやな 92-4195 飲食

和地刃物工具店 92-2389 建築金物・草刈り機・ﾁｪｰﾝｿｰ販売修理

田口商店 92-3531 食料品

佐藤畳店 92-2382 畳

Ｂ・ＦＬＡＴ 92-8805 自動車鈑金

㈲益子建築 92-4923 建築

㈲和久工務店 92-2183 一般住宅新築・リフォーム・基礎工事・外構工事

野坂自動車 92-2248 自動車修理

石生山（いしやま） 93-0866 飲食

御前岩物産センター 93-0680 飲食・物産販売

エムテックハウス 93-0543 建築

田代モータース 93-7003 自動車修理

佐藤畳店 92-2916 畳

岡建築 92-4810 建築

そば処 一徳 92-0188 飲食

中津原鉄工所 92-3318 鉄工所

南平台温泉ホテル 92-3211 宿泊

観音湯 92-3211 日帰り温泉

片　根 大金設備 92-3205 管工事

富　山 鈴木建設 株式会社 92-4567 建設

和　見 小高自動車整備工場 92-5322 自動車整備販売

小　砂 小砂焼 藤田製陶所 93-0703 製陶所

盛　泉 うぐいすの森ゴルフクラブ＆ホテル馬頭 92-1122 ゴルフ場

大那地 カンサルト沼沢 92-3736 銘木・変木売買・樹木伐採搬出処理

小川地区 事業所名 電話番号 業種（取扱商品）

 株式会社 白相酒造  96-2015  酒造

 大武輪業  96-3225  自動車整備

 わたや菓子店  96-4384  菓子

 タテヤマ工場直売所栃木工場店  96-4652  食料品

 有限会社  市村農機店  96-3144  農機販売修理

 カワサキトーヨー住器 株式会社  96-2200  建築資材販売施工

 林屋  96-3222  川魚専門店

 セブンイレブン小川町小川店  96-4877  コンビニ

旭　町  橋本工務店  96-2306  建築

 日進堂菓子店  96-2079  菓子

 ㈲滝田商店  96-3166  食料品・葬祭

 有限会社 長谷川オート  96-3939  自動車販売修理・車検

栄　町

久那瀬

健　武

矢　又

旭　町

小　口

本　町

仲　町

大山田

松　野

大　内



 理容  田代  96-3282  理容

 菊池金物店  96-2066  金物建材

 ㈲学遊舎・薄井文具店  96-3133  文具・事務用品

 としのや  96-3269  飲食

 冨士越建設㈱  96-2020  建設

 サロン・ド・ミヤザキ  96-2331  理容・美容

 おたま小川店  96-2748  化粧品・雑貨

 スポーツ＆シューズショップ  フクダ  96-3116  スポーツ用品・靴・学生服・体操着

 ㈱田島工業  96-3211  管工事

 うまいもの店 みづ乃  96-2075  飲食

 森島薬品  96-3129  薬局

上　町  わいずみや  ㈲和泉屋  96-3160 総合ギフト・化粧品・学生服・内装工事

 佐原自動車  96-2169  自動車販売修理

 谷田工務店  96-2333  建築

 秋元畳店  96-2596  畳

 矢島左官工業  96-3989  壁工事・吹き付け工事

 セブンイレブン那珂川町小川店  96-3100  コンビニ

 プライベートエステサロンFLEUR  090-7246-2710  脱毛・ボディ・フェイシャル

 小川建設㈱  96-3988  建設

 焼肉  那珂川釣荘  96-2399  飲食

 まほろばの湯  湯親館  96-6100  温泉施設

 すし遊膳  錬聖  96-5133  飲食

 石田自動車  96-4618  自動車板金塗装

 有限会社  田所建築  96-4624  建設

 佐藤精肉店  96-4129  食料品（精肉）

 ㈲藤沢油店  96-2571  ガソリンスタンド

 美与志堂  96-2073  菓子

 ㈲手塚設備  96-3674  管工事

 ㈲ヌヴォラーリ  96-4505  自動車販売修理・ガソリンスタンド

 扇乃館  83-8002  飲食

 増子製麺  96-2705 製麺（生ﾗｰﾒﾝ･焼きそば･うどん･そば･餃子の皮）

 那須小川ゴルフクラブ  96-2121 ゴルフ場

 サンタヒルズ  96-4622 キャンプ場・カフェ

 株式会社  橋本建築  96-4074  新築・リフォーム・水廻り

 イタリア料理  トト  83-8555  飲食

片　平  浄仁園  96-2478  お茶

高　岡  ㈲亀田自動車整備工場  96-4546  自動車整備

東戸田  ノベルハウス㈱  96-5035  建築

芳　井  ともちゃん農園  090-7427-2294  食品製造販売

浄法寺  渡辺建設  96-3434  建設

商品券ご使用上の注意点

①現金との交換はできません。②釣り銭はお支払いできません。

③盗難、紛失等に対し、発行者はその責を負わず再発行もいたしません。

④購入後の返品は、いかなる理由においても出来ません。

⑤次のものには使用できません。

・換金性の高いもの（たばこ、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードなど）

・国や地方公共団体への支払い、公共料金の支払い

・その他、取扱店等が特に指定するもの

栄　町

三　輪

谷　田

舟　戸

大和町

中の原

緑　町



〈２０２２年６月２日現在〉

地区 事業所名 電話番号 業種（取扱商品）

荒井設備 92-4967 設備

荒井建具店 92-4736 家具・建具・襖・ガラス・障子

木の香りISホーム 磯建設㈱ 92-3541 建設

ウスイ総合建築 92-3159 建築

㈲薄井工務店 92-2385 建築

エムテックハウス 93-0543 建築

大金設備 92-3205 管工事

岡建築 92-4810 建築

㈲岡工務店 92-2753 建設

㈲小川工務店 92-5658 建設

㈲カネヨシ薄井建築 92-2149 建築

川崎工業㈱ 92-2621 建設

菊池工務店（健武） 92-5950 建築

菊池工務店（矢又） 92-5109 建築

コメリハードアンドグリーン馬頭店 92-7024 ホームセンター

佐藤畳店（健武） 92-2382 畳

佐藤畳店（大内） 92-2916 畳

佐藤風呂店 92-2649 風呂・水道設備・リフォーム

鈴木建設㈱ 92-4567 建設

㈱髙野商事 92-5153 設備

㈱ダイトー 92-5205 襖・建具

星工業㈲ 92-3470 左官・タイル

㈱本多商会 92-2303 設備工事

㈲益子建築 92-4923 建築

㈲和久工務店 92-2813 一般住宅新築・リフォーム・基礎工事・外構工事

和地建築㈲ 92-3194 建築

和知板金 92-4754 建築板金・屋根雨どい

地区 事業所名 電話番号 業種（取扱商品）

秋元畳店 96-2596 畳

ノベルハウス㈱ 96-5035 建築

カワサキトーヨー住器㈱ 96-2200 建築資材・販売施工

髙梨建築 96-2429 建築

㈱田島工業 96-3211 管工事

㈲田所建築 96-4624 建設

㈲手塚設備 96-3674 管工事

㈱橋本建築 96-4074 リフォーム・水廻りなど

橋本工務店 96-2306 建築

矢島左官工業 96-3989 壁工事・吹き付け工事

谷田工務店 96-2333 建築

わいずみや 96-3160 住宅リフォーム工事

渡辺建設 96-3434 建設

小川建設㈱ 96-3988 建設

冨士越建設㈱ 96-2020 建設

馬頭

小川

那珂川町「広重プレミアム商品券」取扱店舗一覧

リフォーム券の使えるお店


