
石岡市プレミアム商品券（未来いしおか商品券・プレミアム付商品券）

新たに取扱店として登録された事業所（取扱店一覧未記載）のご案内

事業所名 取扱商品またはサービス 住　　所 電話番号

髙栖石材工業(有) 石製品、仏壇・仏具・線香 石岡市府中4-7-5 23-3155

アワヤ洋品店 衣料品全般 石岡市国府3-4-17 22-2320

すたみな太郎石岡店 飲食店 石岡市東石岡1-3192-4 28-2989

(株)大塚屋商店 文具・事務用品 石岡市府中5-10-22 22-5161

ファッションセンターしまむら石岡店 衣料品等の販売 石岡市八軒台3203-1 35-0130

(有)松屋仏具店石岡店 仏壇・仏具・線香・神具・墓石販売 石岡市国府4-4-23 56-3794

すがや化粧品店 化粧品・健康食品 石岡市国府3-5-1 24-2059

ドラッグストアトライウェル石岡東光台店 日用品・食料品等 石岡市東光台4-10-1 28-2050

グラントマト石岡店 農業資材・食料品・酒類・日用雑貨 石岡市杉並1-1-28 56-5046

ツルハドラッグ石岡店 医薬品・化粧品・雑貨・食品 石岡市国府3-4-19 27-8268

ホームセンター山新石岡店 日用品・ペット用品・工具・資材 石岡市八軒台5-46 24-3431

美容室つぼみ セット・パーマ・着付け・アップセット・縮毛矯正 石岡市杉並1-5-60 23-9756

(株)タイヨー石岡店 スーパーマーケット 石岡市府中2-8-10 24-3302

片岡商店 飲食料品・青果 石岡市東光台5-5-15 26-1757

リフォームの関川 畳・襖・リフォーム 石岡市旭台2-18-11 56-6105

(有)シオタ電器 家庭電器商品、電気工事、住宅設備商品 石岡市若松1-8-14 23-1053

バードランド パスタ・ピザ・イカタコサラダ 石岡市国府2-4-29 23-8643

タイヤステーション タイヤ販売 石岡市谷向町20-37 24-2401

ご宴会仕出しお食事処 うおやす 70名様迄のご宴会バス送迎します 石岡市旭台3-4-6 28-0288

御料理処くる味 和食 石岡市東光台5-4-32 27-0701

お米のたさき お米、米加工品（ポンせん）、恋瀬姫の舞 石岡市若宮3-2-7 24-1821

ＡＯＫＩ石岡店 紳士服一般 石岡市東大橋3214-4 23-9888

Ｙショップ柏原店 弁当・調理パン 石岡市柏原町16-11 23-2533

ミニストップ石岡村上店 コンビニエンスストアー 石岡市村上105-4 22-6155

藤枝商店 落花生・栗・干しいも 石岡市府中1-1-7 22-2471

(株)タケイ・アーツ 住宅塗装・看板工事・リフォーム 石岡市国府2-3-29 23-1738

衣料のエール 婦人・紳士・衣料品 石岡市府中2-626 スーパータイヨー石岡店内 22-2667

ファミリーマート石岡第一病院前 コンビニ 石岡市石岡14336-2 35-3050

(株)セイブ若松店 食料品・日用雑貨・酒 石岡市若松3-3-37 24-1227

玉川屋 豆菓子 石岡市国府3-5-23 22-2836

割烹旅館いづみ荘 ウナギ・天ぷら・丼物・定食 石岡市高浜735 26-3232

住まいるクリーンサービス(株) 墓石クリーニング、ペット火葬、有害駆除 石岡市杉並4-2-47 23-3216

ＣＯＣＯ'Ｓ石岡店 ハンバーグ・和食等 石岡市石岡3197-4 36-1115

(株)コメリパワー石岡店 建築資材・園芸用品・日用品・ペット用品・家電品 石岡市東大橋1936-8 28-2531

茨城トヨタ自動車(株)石岡店 自動車の販売及び修理点検 石岡市北府中3-2-45 24-1105

茨城トヨタ自動車(株)石岡６号店 自動車の販売及び修理点検 石岡市東大橋3151-14 28-1201

ケンターッキーフライドチキンヨークベニマル石岡店 フライドチキン他 石岡市東大橋1937-1 36-3131

ファミリーマート正上内 おむすび、飲料、菓子 石岡市正上内12269-19 27-5855

カワチ薬品石岡店 医薬品・化粧品・雑貨・食品 石岡市東光台3-1-1 26-9393

カワチ薬品石岡北店 医薬品・化粧品・雑貨・食品 石岡市東大橋1977-1 26-0321

コサカ電化ばらき店 家電品販売 石岡市茨城1-16-11 23-1360

(有)グレース 婦人服販売 石岡市国府2-2-20 24-1303

カワチ薬品石岡ばらき店 医薬品・化粧品・雑貨・食品 石岡市茨城1-4-33 23-1830

中華料理 異風園 中華料理 石岡市貝地2-2-15 23-1045

令和元年10月18日現在
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ダイソーウェルサイト石岡店 雑貨・食品 石岡市東大橋1937-1 28-2085

ダイソーフォレストモール石岡店 雑貨・食品 石岡市石岡12886 57-1749

ケーズデンキ石岡店 家電製品 石岡市東大橋1937-1 26-8700

ユニクロウェルサイト石岡店 衣料小売店 石岡市東大橋1937-1 28-3757

ウェルシア薬局石岡東光台店 医薬品・化粧品・雑貨品・食品 石岡市東光台4-11-22 26-8500

ウェルシア薬局石岡杉並店 医薬品・化粧品・雑貨品・食品 石岡市石岡2280-2 22-3548

ウェルシア薬局石岡八郷店 医薬品・化粧品・雑貨品・食品 石岡市下林278 43-3188

ＹＣ石岡東部 読売新聞の販売・配達（その他の新聞含む) 石岡市東石岡1-9-15 28-5010

インテリアショップ山新石岡店 インテリア・家具の販売 石岡市八軒台5-46 22-3363

(株)写真の飯村 写真撮影・プリント・卒業アルバム 石岡市石岡1-1-13 24-2255

セブンイレブン石岡府中３丁目店 食品・雑貨 石岡市府中3-10-7 23-7011

セブンイレブン石岡鹿の子店 食品・酒・雑貨 石岡市鹿の子1-2-2 23-2327

読売センター石岡西部・北部 新聞販売 石岡市北府中3-1-29 22-2558

うさちゃんクリーニングフォレストモール石岡店 クリーニング 石岡市水久保12886 56-7676

うさちゃんクリーニングヨークベニマル石岡店 クリーニング 石岡市東大橋1937-1 27-1601

茨城トヨペット(株)石岡東大橋店 自動車の販売及び修理点検 石岡市石岡2930 23-2291

かね喜石岡店 寿司 石岡市東石岡5-3-50 28-5181

読売新聞石岡千代田サービスセンター 新聞販売業 石岡市鹿の子1-18-7 23-9821

プロショップオオゼキ 電動工具、チェーンソー、機械修理 石岡市正上内15-32 23-0808

オートモービルアイ(有) ガソリンスタンド 石岡市田島1-1-40 22-2990

(株)しまむら八郷店 衣料品 石岡市柿岡5682-2 36-4601

ツルハドラッグ八郷店 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品 石岡市柿岡2743-1 44-8550

気整院 気功・整体 石岡市山崎2271-16 46-6235

コメリハードアンドグリーン八郷店 ホームセンター 石岡市下林333 36-4700

マツモトキヨシ八郷店 医薬品、化粧品、健康食品、日用品 石岡市柿岡字和尚塚5687-2 43-3551

いづみや 米、農業資材、たね、野菜苗 石岡市柿岡1975-3 43-0408

※なお、最新の取扱店は商工会議所及び商工会ホームページをご覧下さい。

　　石岡商工会議所　http://ishioka.or.jp　　石岡市八郷商工会　http://www.yasato.or.jp

◎ご不明の点は、お手数でも石岡商工会議所もしくは石岡市八郷商工会までお問い合せ下さい。

　　石岡商工会議所　　石岡市府中１－５－８　　　ＴＥＬ0299(22)4181／ＦＡＸ0299(22)6321

　　石岡市八郷商工会　石岡市柿岡２００９－３　　ＴＥＬ0299(43)0247／ＦＡＸ0299(44)1174
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