
●　利用の制限　次の商品または取引は、商品券の利用はできません。

・有価証券、他の商品券、プリペイドカード、チケット、切手、官製葉書、

　たばこ（「たばこ事業法第36条第１項」による。）、回数券、乗車券等

・仕入等の事業資金及び買掛金、未払金等の債務決済

●　転売の禁止　商品券の転売はできません。

●　釣　り　銭　商品券の額面（500円）に満たない利用には、釣り銭はお支払いしません。

●　汚　損　等　汚損や破損などにより商品券として判断できない場合は無効となります。

★二宮町プレミアム商品券が使えるお店
　には、ステッカーが貼ってあります

★二宮町プレミアム商品券は、
　１冊500円券10枚綴になっています。

＜利用上のご注意＞

　二宮町では、消費税率の引上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消

費を下支えするため、対象の方へプレミアム付商品券を販売します。

　商品券の利用期間は、令和元年 10月 1日（火）から令和 2年 2月 29日（土）

までとなっています。

　商品券は、利用期間を過ぎると無効になりますので、残らないよう計画的に購入し、

ご使用くださいますようお願いします。

利用のご案内
二宮町プレミアム商品券二宮町プレミアム商品券二宮町プレミアム商品券

二宮町商工会
TEL.71－1082　FAX.72－2489

二宮町プレミアム付商品券プロジェクト担当
TEL.71－3311（内304・308）　FAX.73－0134

■　お問合せ



二宮町プレミアム商品券取扱店一覧
スーパーマーケット・コンビニエンスストア

西友二宮店 中里2-6-28 72-1111 スーパーマーケット（食品一般・衣料品・住居用品一般）

生活協同組合ユーコープ二宮店 二宮783-1 73-2598 スーパーマーケット（総合食品・日用品）

ロピア二宮店 中里2-1-1 70-6291 スーパーマーケット（総合食品・日用品）

ザ・ビック二宮店 一色1207-1 71-8818 スーパーマーケット（総合食品・日用品）

ローソン西湘二宮店 二宮157-1 71-7983 コンビニ（食品・日用品・酒類）

セブンイレブン二宮駅南口店 二宮208 70-2711 コンビニ（食品・日用品・酒類）

ファミリーマート湘南二宮店 二宮1352-2 71-0528 コンビニ（食品・日用品・酒類）

ファミリーマート二宮釜野橋店 山西1976-1 70-3678 コンビニ（食品・日用品・酒類）

食料品・惣菜・弁当
御菜処　巧味屋 二宮833-4 西国ビル１F 70-2385 弁当・総菜

すし江戸っ子二宮店 中里2-2-17 71-2203 寿司（持ち帰り・宅配）

京の味　圓山 松根6-15 71-4919 懐石べんとうの仕出し

あさひや添田商店 二宮832 71-0451 食品・米・雑貨・燃料

㈲西山商店 二宮1309 71-0370 食品・酒類・雑貨

柳川乳業㈱ 緑が丘1-8-4 71-0111 牛乳・乳製品

こいずみ肉店 二宮798 71-0278 食肉（牛・豚）・加工品

合同会社　杉山精肉店 二宮832 72-0298 惣菜・弁当・精肉

肉の清水　 二宮1316 71-0401 食肉・惣菜

㈲宮清 山西866 73-0298 食肉・惣菜・弁当

㈲魚藤 二宮298 72-4040 鮮魚・干物・加工品・冷凍品

㈲魚三商店 二宮320 71-0026 鮮魚

越文鮮魚店 二宮832 72-5151 鮮魚

魚三支店 中里1072-5 71-1518 鮮魚

魚松 中里2-19-20 71-2686 鮮魚

㈲原徳米店 二宮1327 72-2211 米

米福商店 二宮317 71-0420 米・灯油

㈲にのみやフルーツ本店 二宮833-4 西国ビル１F 71-3530 果物

㈲にのみやフルーツ南口駅前店 二宮208 71-3530 青果物

松栄青果店 二宮815 71-0113 野菜・果物

㈱田邊 二宮205 71-0168 海産物

大石園茶舗 二宮314 71-0431 緑茶・海苔・陶器

所在地 連絡先 主な取扱い品目

所在地 連絡先 主な取扱い品目

落　花　生
㈲豆友 二宮228 71-0376 落花生

所在地 連絡先 主な取扱い品目

令和元年８月20日現在



㈱田中屋 二宮313 71-0323 落花生

㈱野原量蔵商店 二宮1332 71-0158 落花生

渡邉商店 二宮1347 71-0018 落花生

パン・菓子類
せんべいのわたなべ 二宮1351-2 72-4868 菓子類

㈲吾妻堂 二宮821-22 71-0248 菓子小売・御進物

萬寿屋 二宮329 71-0475 駄菓子・玩具

ブーランジェリーヤマシタ 二宮1330 71-0720 パン

ベーカリーみるく 百合が丘2-2-1 71-8036 パン

無添加パン屋むーにゃん 二宮824 71-8224 パン・焼菓子

フェアリーテール 二宮884-1エムビルI 73-2247 パン・焼菓子

ティグレ 山西1387-7 59-9389 パン・焼菓子

シフォンケーキの店 fuwa-fuwa 二宮149 79-6573 シフォンケーキ

芦の屋 二宮890-8 71-2293 洋菓子・パン

パティスリー　サン・マロー 二宮1350-5 72-3150 洋菓子

ケーキハウス菓子の里 一色1310-5 73-3065 洋菓子（ケーキ・クッキー）

所在地 連絡先 主な取扱い品目

酒　類
酒の老舗㈱和田萬 二宮226 71-0040 酒類・食品

㈱イシダ 二宮832-52 71-0357 酒類・食品・雑貨

㈱ウチヤマ酒店 一色1310-4 71-8271 酒類

㈲森酒店 山西94 71-0029 酒類・飲料水・米・食料品

所在地 連絡先 主な取扱い品目

衣　料　品
ノザキ洋品店 二宮814 71-0473 婦人服・学生洋品・肌着

はふや洋品店 二宮832 71-0340 衣料品

すぎ洋品店 山西74 71-1311 タオル・学生物一般

所在地 連絡先 主な取扱い品目

薬局・化粧品
おはな薬局 二宮208 71-7065 医薬品・健康食品

㈲健康企画 さいとう薬局 二宮823 71-8962 医薬品・雑貨・食品

二宮調剤・サンワ薬局　 百合が丘3-1-6 71-8273 医薬品・化粧品

クリエイトエス・ディー二宮店 中里2-10-16 72-6353 医薬品・化粧品・食品

クリエイトエス・ディー二宮山西店 山西306-1 71-4881 医薬品・化粧品・食品

所在地 連絡先 主な取扱い品目

生　花
㈲さかもと 二宮814 71-0421 生花・鉢物・園芸資材

重田生花店 二宮833 71-2657 生花

せきやまフラワー 中里2-10-13 71-3882 生花・鉢花

所在地 連絡先 主な取扱い品目



自動車・オートバイ・自転車

㈱カトー二宮営業所 中里907 73-0081 自動車販売

カーセールサンタス 一色365-4 71-9099 自動車販売・修理

㈱ソガオートセンター 二宮1352-5 72-4147 自転車・オートバイ

㈲杉本モーターサイクル 中里731 72-2626 自転車・オートバイ・電動自転車販売・修理

広沢サイクル 山西486 72-0358 自転車・オートバイ・部品

所在地 連絡先 主な取扱い品目

時計・眼鏡
武市時計店 二宮803-3 71-0511 時計・眼鏡・宝飾

㈲吉見時計店 二宮883 71-1159 時計・眼鏡・宝飾

和真メガネ西友二宮店 中里2-6-28 西友3F 73-2007 眼鏡・補聴器

メガネストアー二宮店 一色1310-4 70-3888 眼鏡・補聴器

所在地 連絡先 主な取扱い品目

家　電　品
㈲浜井無線商会 二宮295 71-1047 家電製品

金井ラジオ店 二宮798 71-0226 家電製品

さくらかでん二宮店 ㈲平井テレビ商会 百合が丘2-2-1 71-1219 家電製品

フジノ電器商会 富士見が丘2-8-12 72-3453 家電製品

㈱松本テレビ商会 山西868 71-0366 家電製品

㈲井上電器商会 一色1311-10 72-0384 家電・修理・電気工事

所在地 連絡先 主な取扱い品目

その他各種専門店
ASA二宮 中里988-5 71-1157 新聞・書籍

読売センター二宮 一色1310-6 70-1269 新聞

移動雑貨販売コモノイドウ　　二宮106-7 REAHOUSE二宮102 68-1055 移動雑貨販売(靴下・タオルなど）

柏屋商店 二宮227 71-1204 食器・日用雑貨

サンリオショップ いちごみるく 中里2-28-5 73-6700 サンリオキャラクターグッズ

プライスワン　　　　　　　一色1207-1 ザ・ビッグB1 71-9767 生活雑貨

㈱原　香栄堂 二宮376 72-3452 仏具（線香ほか）

㈲松田屋靴店 二宮798 71-0233 靴・バッグ

㈱吉田屋 二宮801 71-0321 書籍・雑誌・文具

㈲クワハラ 二宮884 71-0460 家具・クリーニング

原鉄ふとん店 二宮906 71-0438 ふとん販売

PCサテライト二宮店 二宮1350 83-0877 携帯電話販売

auショップ二宮 一色3025 70-6866 携帯電話販売

ホビーショップあやとり 中里2-4-16 71-8823 毛糸・布地・手芸用品

所在地 連絡先 主な取扱い品目



飲　食　店
喫茶　茶々○ 二宮212 栄ビル1F 73-8610 喫茶店 日替わりランチ・コーヒー

軽食喫茶　山小屋 二宮222 72-4941 喫茶店

松本庵 二宮803 71-0079 日本そば

小松や 二宮836 72-4770 和食

Ristorante × Bar la ROCCA 二宮115-3 26-5678 イタリア料理

多国籍バル　HALBAL 二宮222-1 不動ビル101 73-8811 多国籍バル

Pizzeria Antica Citta(ピッツェリアアンティカチッタ）二宮222-1 不動ビル107 59-9491 ピザ・イタリア料理

CIEL BLUE (シエルブルー) 一色3033 75-9683 フランス料理

和洋Bistoroモダン・ダイニングSumi 山西916-1 45-5050 和洋食・ランチプレート・コース料理

宝亭 二宮836 71-2375 中華料理

中国料理　杏李 一色1312-4 73-2244 中華料理

香港軒　中華料理店 山西310-1 和光ビル1Ｆ 70-3055 中華料理

JAH(ジャー) 二宮200-3 73-8777 ラーメン・焼豚

麺処いずみ 二宮912 79-9092 ラーメン

デニーズ二宮店 二宮1246-5 71-1325 ファミリーレストラン

Shareffice THE CAMP（ザ・キャンプ） 二宮879-19 68-0006 カフェバー

セブン　ワン 二宮798-1  72-1936 スナック

旬酒房もん　　　　　　　二宮884-12エムビルワン1北 73-3688 居酒屋

ちょいのみ処　かんすけ 山西961 71-2690 居酒屋

所在地 連絡先 主な取扱い品目

理　美　容
プラタナスの樹 二宮103-13 71-7359 美容室

ビューティサロンマツバ 中里2-28-3 71-2888 美容室

美容室　ジョジョ 百合が丘2-2-1 71-8462 美容室

パウダールーム　Ｙ 緑が丘1-6-1 71-8463 美容室・衣料

ビューティーサロンまつね 松根16-29 73-4666 美容室・美容一般

サロンド　ゼロ 中里2-11-24 72-5002 美容室・美容技術・化粧品販売

薮田理容館 二宮133 71-1061 理容

森川理容館 二宮798 71-0023 理容

理容いしぐろ 中里2-19-25 71-2278 理容

ＳＡＮＰＡＴＳＵ　風髪 中里2-28-16 71-1538 理容

ヘアーサロンアットホーム 中里919-21 73-4660 理容

理容サイダ・お顔そりるーむ まゆたま 百合が丘2-2-1 71-8066 理容・女性専用顔そり

所在地 連絡先 主な取扱い品目

クリーニング
㈲あきもとクリーニング 二宮1430-5  71-1661 クリーニング

㈲クリーニング白ばら 中里911 73-3121 クリーニング

高田ランドリー 一色1313-8 71-0347 クリーニング

所在地 連絡先 主な取扱い品目



整体・鍼灸・マッサージ・エステ
所在地 連絡先 主な取扱い品目

住宅設備関連
㈲栄屋商店　　 二宮903-3 71-0100 ＬＰＧ販売

㈲橘川商店 富士見が丘2-10-21 73-0814 ＬＰＧ販売・住宅設備

㈲原ガラス店 二宮225 71-0706 エコガラス・網戸・サッシ・ドア

㈲鳥海商事 二宮235 71-0115 クロス工事・消火器

㈲簑島風呂機器ｻｰﾋﾞｽ 二宮507 71-1300 風呂釜・給湯器・住設機器

㈲添田塗料店 二宮777-3 71-0419 塗料販売・塗装工事

㈲山本建設 緑が丘3-6-17 73-4596 リフォーム

㈱二宮設備工業所 緑が丘1-8-2 72-0201 給水工事・衛生工事

㈲武井設備 松根16-27 71-1592 給排水工事・管工事

㈱大磯衛生社 緑が丘1-10-5 72-2980 浄化槽・排水管・造園

山崎畳店 二宮364-6 71-1490 畳（新床・張替ほか）

佐々木畳店 一色1313-6 72-0675 畳・襖・障子

㈱興電社 緑が丘1-9-2 71-0261 電気工事

㈲野川工業 山西79 71-0474 土木・建設

所在地 連絡先 主な取扱い品目

自動車修理
㈲玉城自動車 緑が丘1-10-4 71-1669 自動車修理

野崎自動車修理工場 中里2-11-21 71-1664 自動車修理・販売

押切モータース 山西451-1 71-0096 自動車修理

所在地 連絡先 主な取扱い品目

その他のサービス等
㈲二宮土地建物 二宮216-1 71-0003 不動産

植秀 二宮488 72-0109 庭木の剪定・樹木伐採

㈱池田印刷所 二宮832 71-0120 印刷物一般

㈲マツモト 二宮1269 71-0521 葬祭業・仏具販売

社会福祉法人　一燈会 一色1435-1 73-3373 介護サービス（ショートステイ・デイサービス）

㈱二宮美化サービス 緑が丘1-10-5 71-9696 ごみ収集運搬

野地石材㈲ 川匂22 0465-43-0371 墓石・石材商品の建設・販売

所在地 連絡先 主な取扱い品目

からだ回復センター湘南 二宮785-1 原ビル1F 80-5141 整体施術

だいちや 川匂71-6 71-7113 整体・蒸しパン

お山の治療院 中里2-29-3 73-2061 鍼灸マッサージ・健康体操

まつもと鍼灸接骨院 中里988-6 71-8115 鍼灸・マッサージ

リンパケアchouchou 緑が丘2-11-8 090-8478-3047 リンパケア

免疫美容エステサロン ロシータ　二宮797-11 第1古澤ビル2F 090-9649-6943 エステ(カッピング）・化粧品


