
令和2年５月22日現在

（洲本地区） ファミリーマート　サントピアマリーナ店 マイマルシェ　洲本とれたて市場 マルヨシセンター　洲本店

イオンリテール㈱イオンスタイル洲本店 ファミリーマート　洲本宇原店 マルナカ 洲本店 ローソン　洲本安乎店

ディスカウントドラッグコスモス　洲本インター店 ファミリーマート　洲本海岸通店 マルナカ 洲本内膳店

ファミリーマート　洲本上物部店 ファミリーマート　洲本バイパス店 マルナカ 物部店

（五色地区） ファミリーマート　都志店 マイマート 五色都志店

ファミリーマート　洲本鮎原店 マイマート 五色鮎原店

（洲本地区） キャンサス・アヴィニヨン タワーコーヒー フジノタナ

ajuga 共栄商事　河原結納 株式会社　ダンノウ 婦人服フクザキ

ABC商会 協立精肉センター 津之国屋　洲本店 ブティック　チョーヤ

carrat…＋（カラットプラス） 清瀬精肉店 坪内壺山園 ブティック　RORO

CARトップ　SAWA 久米石油（株） ティップトップ フラワーショップ　ハーブ

CONCON唐草 桑島食料品店 出口商店 古川興産

FRISCO BLUE ケイ・プロジェクトインターナショナル株式会社 ときやす食料品店 フレーズ洋菓子店

Green Parkstopic 株式会社　国益電業社 時計・メガネのツキヤ ペットショップ　IBUKI　イオンスタイル洲本

KIMONO唐草 株式会社　米喜 トダ食料品店 辨天堂（ベンテンドウ）

M・Dｏ （エムドゥ） 小谷酒販（株） （株）戸田薬局 細川自動車商会

MS倶楽部（ミズクラブ）コトブキ コトオ靴店 トミモト楽器 ポッポドイ・ケアハウス　洲本店

M2 by sensounico さかいや 富本婦人服店 堀井ガラス．サッシ工業

あかとんぼ さが食品 ドラッグストアー島垣 本家　たかはし

PURARE: 坂田精肉店 長井メガネ 前山医療器（株）

SM2 keittio さかなや新川 なかおしょうてん 増田電気店

TSUTAYAシティオ　洲本店 坂本文昌堂 長手長栄堂　イオン店 マトヤ楽器

Tamaピロートレーニングスタジオ サキタ　ブティック 長手長栄堂　堀端本店 ママイクコ

鮎原物産株式会社 サナあわじ㈱ 中野砂糖店 マミー

あきやま蒲鉾 サラダ館 下加茂店 （株）中野石油店　淡路サービスステーション まりも洋品店

アトム電器　洲本店（桑田電設） サロン・ド・える （株）中野石油店　海岸通サービスステーション マルショー本店サンシャイン

淡路島　勘太郎ピザ サンヴォーグ 中原水産 まるみ堂菓子店

淡路ビーフいりしお サンジップ ナツコヤ ミスタータイヤマン金﨑本店

あわじ補聴器 サンたなか なべ秀陶器店 幸町店 三野時計店

アワジリカー シゲマル本社　 なべ秀陶器店 本店 ムーシュリーク

衣四季館（イシキカン） シゲマル 由良四丁目販売所 新島酒店 メイクハウスホリイ

出海仏具店 シフォンケーキMint 肉の小畑 メガネの愛眼

(有)井戸文名産店 シューズプラザ トミモト （株）西住スポーツ メンズショップ　シホ

イルローザ シュープラザ　淡路島洲本店 日洋堂 メンズ脇本

魚一鮮魚店 ジュエリーウイッティ （株）野村新聞舗 森永牛乳　洲本販売店

ウオザトデンキ 新東（塩屋筋） 橋本紙業 ㈱ヤマトヤ

株式会社 エディオン洲本店 スマホ堂　淡路・洲本店 原口松竹堂 有限会社　山野建商

太田化粧品店 スモトリカー 原口松竹堂　イオン洲本店 山松

大谷化粧品店 制服の店　オリンピア ピア・オオタニ　洲本店 （有）結城屋

お菓子の店 ヒロタヤ 瀬尾商店（シューズショップセオ） ピア・コスメ　オオタニ ユニクロ 淡路島洲本店

奥田製作所 鮮魚 髙橋 平野パン 由良天川ガソリンスタンド

おしゃれの店イリタニ 鮮魚 花光 ファイテン洲本特約店 由良町漁業協同組合

㈱おのころ物産 全日食チェーン ライフ由良南店 ファイナル 吉田釣具店

お仏壇の天仰堂総本店 タイヤガーデン共進 ファッション＆ギャラリーMARUHA 合資会社よねざわ

兼松 鯛安鮮魚店 ふくおかサイクル ライフタイム　スタイル

カマモト たかみシューズ （有）福田商店 リビンズ淡路

かわばたみそ 田中種苗株式会社 福本堂 レディスモード　まるとみ

ギャルソン 田中文具店 藤川米穀店 ワインショップ西村　本店

(五色地区） 菓子処　なが井製菓 砂川食料品店 原ガス商会

SaVa？BAKERY 橿本商店 住吉堂本舗 ヒロウチ

鮎原薬局 釜池農機石油店 鮮魚 湯谷 フードショップわたなべ

淡路アポロ石油株式会社　都志給油所 くすりのサンダ五色店 髙丸鮮魚店 マーケット　とくだ

淡路どり上原 クミアイ電化株式会社 辰己ほてい堂 マイショップ長尾

淡路米穀株式会社 くらしにファッションニシダ 谷口商店 マイム中野店

池澄実石材店 来馬呉服店 土井吉商店 モモヤマデンキ

石のウエモト(有) 五色水産 土井好食品店 山中電機商会

いわくま コスメティックR 富永呉服店 山本満月堂

インテリア五色 琴井谷ふとん店 長井衣料品店 有限会社　小出

大空畳店 小林長寿堂 長井洋品店 ヨシオカデンキ

大谷石油販売㈱ 坂口商店 なかのストア リビングショップ多田

(株)大杖呉服店 新家百貨店 (株)にしの 龍虎建具店

大浜商店 杉本水産 浜田デンキ

ふるさと洲本応援商品券　参加店舗一覧表

■その他小売業　≪　B（青色）の商品券　≫

■スーパー・コンビニ・ドラッグストア等　≪　A（赤色）の商品券　≫

「ふるさと洲本応援商品券」は、下記店舗で使用することができます。



（洲本地区） いたりあ亭 ごはん家　nana トマトん

a.n（カフェ　ア.ン） 彩翔 こみち食堂 とり久

Barr Carnel 魚民　洲本店 サーティーワンアイスクリーム なごみ工房～笑む

Book＆Coffee coyomi うがい食堂 咲咲 鍋奉行たへえ

Coffee and Bake stand pegasus ええとこどり 下加茂店 嵯由林 （株）新島水産

café maaru お好み焼き鉄板焼　びっくりBar しあわせ島ごはん　まどみ 日月館

ETHICA（エチカ/イタリア料理） お好焼（やしき町） シーアイガ海月 バーエトワール

FC淡路島（洲本商工会議所１Ｆ） おんもーど 四季の料理　竹一 晴海軒（台湾料理）

Jyo’s Curry 海岸通り　お冨 ジュジュ パンチヲ

L'ISOLETTA osteria con cucina yuki 海鮮食堂 魚増 食香房とうじ ぴかいちこみち

Lunch&Cafe AMIAMI 菓子工房　あさの しらさぎの宿　丸福 ピザ　ロイヤルハット洲本店

La Ruelle. かツ泉　アルチザン店 しるく屋 秘密基地akari

Osteria Wine-Bar Pizzeria DA DARIO 割烹寿司 福一 真異端流カレーるつぼや 福助亭

PACIFIC OVER SEAS カフェごはん　杏沙莉（アンサリ） 寿司清 ペッパーランチ

PICCOLOTTO＆GREEN HOUSE Café カフェ チャウチャウ 鮨処　はなぶさ ベルデ

PEACE カフェレスト　コート・ダ・ジュール 寿司　和甲 星の果実園

Sushi Dining さくら川 カモ珈琲 スナックSARA ボネール

The Kitchen buono buono 我流遊食　笑に志。 スナック 不死鳥 マクドナルド　イオン洲本店

Toki（トキ） 韓国料理namu スナック 六本木 マクドナルド　洲本インター店

Tapiking 喫茶　木の実 炭火焼肉　さかた ママ喫茶

tanmi dining Rabo 喫茶  ビエン 創作和食　はまだ めん処　もへいじ

葵寿司 喫茶 モカ ダイニングバー　酒林 やきとり珠鈴

赤ちょうちん 気ままな洋食屋さん Le chat noir ～ルシャノワール～ ダイニング　もへいじ 焼肉　潮

味処　はな甚 キャベツバタケ 第八戎丸 焼肉 たむら

味福 珈楽粋 たこたこ 焼肉ちはる

淡路軒 グランテール たねさん　釜焼きチャーシューと中国茶 らーめん　れんげ家

淡路島旬彩ユラリユラ グルメステーション　にいじま タンミダイニング圓 ル・モージュ　洲本店

活魚料理　きた八 コーヒーとお好み焼の店　タニガワ チャルラール レスプリ・ド・グリシーヌ

居酒屋　いろり 珈琲とランチ　あじまさ 中華バル　GEN ロシアンキッチン　イリーナ

居酒屋　うたげ 珈琲の店　マルウメ どさん子 和匠よし乃

（五色地区） ｳｪﾙﾈｽﾊﾟｰｸ五色　浜千鳥（ﾚｽﾄﾗﾝ） くいしん坊 農園ﾚｽﾄﾗﾝ夢蔵

Chill food Hutte お好み焼き　さんきゅ卯 五色浜ドライブイン 春吉

toneko お多福 ジャムの森テラス 焼肉・海鮮　幸

あじさい カフェ　アイ 白truck（シロトラック） 樂久登窯

居酒屋　はなぶさ 喫茶　山茶花 スナックかえ

石松 喫茶　サンドーレ 魚魚やす

（洲本地区） 有限会社いきいき シームーンリゾート 花季（はなごよみ）

CHOCOLAN（リラクゼーションサロン　ショコラン） いせや写真館　本店 島花 ビューティ吉兆

gleam glam hair（グリームグラムヘアー） （株）うがい商店 ジャズバー　マジョルカ ビューティサロン沖田

HAIR CLINIC オークス 海辺の小さな庭の写真館　FotofiL 親興自動車株式会社 ヒロカイロプラクティックオフィス

hair salon amity エミー美容院 スガ美容室 ビューティーサロン　ヒロミ

Hair Salon Blanc 織田建設株式会社　ロイヤルハウス　淡路店 洲本うやま無痛療院 藤井モータース商会

I´ntime（アンティム） 海月館 ㈱洲本観光タクシー ヘアメイク　クボタ

JOY hair カイロ・サロン山中　洲本院 洲本ゴルフ倶楽部 ホテルニューアワジ

photo studio cadeau カシモト美容院 洲本鍼灸整体院 増井クリーニング

POLAエステインSumoto カットショップ セビリア 洲本スズキ㈱ 民宿 はぎわら

Private Salon Feliluce カフェ　コパンヌ 洲本タクシー 山本クリーニング　イオン洲本店

RUSTIC artisan 髪工房　セピア セルフドライママ　下加茂店 山本クリーニング　洲本インター店

Some Ma Senka カラオケWAVE　洲本店 ソフトクリーニング新洗蔵　塩屋筋店 山本クリーニング　本店　

愛犬の美容室　岸本 カラオケ喫茶 みどり ソフトクリーニング新洗蔵 夢海游　淡路島

足助モータース商会 カラオケ倶楽部　サザン それいゆ美容室 ゆり美容室

アルバトロスゴルフクラブ 清見MC 谷岡美容室 ヨガスタジオ３８

淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ キリム （有）ツーリスト洲本 吉澤鍼灸治療院

淡路島体操クラブ クリーニング　ブランカ トキ美容室 ラッシュ　ウェイ

淡路第２プリンスホテル 神戸屋西田クリーニング トレーニング＆ジムVanna 理容 サワ

淡路タクシー（株） コベニ (有)ナガオビルメン

淡路T・P整備（株） （株）高津モータース ナカノ理髪店

淡路プリンスホテル サチ美容室 ハシダヘアーズ

淡路夢泉景 サン美容室 (有)八一表具店

(五色地区） エムズガーデン株式会社 接骨鍼灸院たいよう堂 料理旅館　松原館

株式会社　AKiTA カーサービスサカイ 髙田オート商会 マミー美容室

FBI　 AWAJI 株式会社　カーステーション　上田 株式会社　ダイボウ 民宿　西田荘

Mano　Mano カイロ・サロン山中　本院 タマ美容室 森本美容室

あいはら接骨院 嘉兵衛荘 中田工務店株式会社 リグナ・ソル　－Ligna・sol－

淡路桜代行 川長旅館 西田オート 理容うえたけ

淡路島パームハウス 笹山モータース ハート美容室 理容シラモモ

伊勢商店 シオンドフェイス ピットアイハラ 理容ミナミ

礒部自動車 司法書士　行政書士　ひろせ法務事務所 美容室　プレジールコベニ

エム・インテリア スナオエアコンクリーニング ヘアースぺースMOGA

※使用期限　令和２年５月下旬（到着日）～令和２年７月26日（日）

　　参加店舗一覧表は、市ホームページ（ふるさと洲本応援商品券について）においても掲載しております。

　　※営業自粛要請等に伴い休業している場合がありますので、ご注意ください。

■飲食業　≪　C（黄色）の商品券　≫

■サービス業等　≪　C（黄色）の商品券　≫

　　商品券は、必ず使用期限内にご使用ください。期限を過ぎたものは無効となります。


