
地区別一覧

【大型店舗】 ココカラファイン ジップドラッグ大台店 フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい

コメリハード＆グリーン 大台店 マックスバリュ 大台店

【中小店舗】

【日進地区】 【日進地区】 【三瀬谷地区】
やまかね 赤丁灯

うなぎ吉兆 よろずや商店 朝日堂印刷

味彩館 キッチン 海ものがたり Yショップまるしょう商店 憩

㈱大松サービシーズ ワークトップ栃原 ECCジュニア 多気大台教室

大松信久司法書士事務所 ㈲わっと ㈱石正組

奥伊勢ツーリスト 一冨士

カレーのてちや 【川添地区】 伊藤理容所

木下鉄工所 あじへい 大台店 三瀬谷 上村タクシー㈲

喫茶 きんぎょ アルス美容室 喫茶 エイト

くすりのとちはら エンゼル美容室 エスパール交通㈱

元坂酒造㈱ 奥伊勢ゴルフセンター 美容室 Espoir

㈲建築森本 ㈱奥伊勢ハイウェイパーク エルデンカ

㈲寿タクシー 柿の木自動車 おおだい整骨院

五郎寿し ㈲加藤工務店 大台町観光協会

㈱セーフティ・リ・ファーム88 カナエタ 大台薬品

セルフランドリー ラクラシカ 川添自動車 大瀧書店

染川酒店 紀州せいび Ⓐ大西商店

高山時計メガネ店 くつろぎや みえ 大西理容店

たべものやNOGI 小西食品㈱ 岡崎畳店

タミ美容院 車友堂モータリング ㈱岡田建設

遊食処 つじのや つる太郎 尾上理容店

土田治療院 中野製茶 小野土木

合資会社 積木商店 ㈲西村石油店 神瀬SS おぼろ月

Café de とうへん木 ㈲ハッピーオート カーシティ・エス・パール

㈱栃原整備マイカーセンター ファミリーマート 大台かわぞえ店 紙ふうせん

nijiiro 福籠 カメラのヨシダ

西洋裁店 ヘアーサロン ナカムラ 北浦印刷

林農機具店 平和商事 理容 木谷

hinata ㈲前田農機 北村造園

フラワーショップ花典 ミキヤクリーニング 喜畑六百年司法書士事務所

カラオケ喫茶 ふるさと ミキヤ美容室 気晴レカイロプラクティック

ヘアーサロン 新清 ユーキオート クレミス美容室

ヘアーサロン ユミー ローカルアームズ 興和整備

ヘアースペース Leaf Ｙ's company 彩電館よしだ

ホーリーポット㈱ 栃原SS JA多気郡 奥伊勢営農センター

理容 松田 JUKI金属㈱

㈱松田石油 しまうまとことり

合資会社 丸合製茶工場 ㈱下村屋

モバイルビレッジ 勝栄堂薬局

セカンドホーム大台

アヤ美容室

商品券取扱店舗一覧 (下記の店舗で商品券が使用できます。）

裏面に続く



【中小店舗】

【三瀬谷地区】 【三瀬谷地区】 【荻原地区】
セレモニーホール しおん ㈲ムトウ 出口オート

ソフトママ㈲ 明治牛乳大台宅配センター 野呂商店

㈲大黒屋 森井電気工業㈲ ゆったりのカフェ ひだまり

宅配クック123 ㈲モリ環境サービス BOUQUET

水出しコーヒー ダッチ モンマルトル亀屋 ㈱Verde大台ツーリズム

㈲立井石材 理容 YAMA ホーリーポット㈱ 丸文宮川SS

田中塗装 やまもと理容 ㈱三重額椽

田中板金 ユアシセイドウ おくい 山里民泊 みくり

たねや 吉田商店 ㈱宮川上流鮎種苗センター

たんぽぽ薬品 ㈱吉田電工 ㈲宮川設備

チアキメガネ 吉田美容商事 宮川タクシー㈲

中日新聞 三瀬谷販売店 よし兵衛 ㈱宮川TK

つじ萬 ヨタニ建材 森本モータース

つづみ美容室 ㈲ヨタニ自動車販売 ㈱ユアサ

鍼灸整骨院 ツナグ 読売センター 紀勢 ㈱ロカ

トガワ自動車 ランドリー 白清舎

冨山自動車商会 Café＆Bar LINK 【領内地区】
㈲トラスト 美容室 ロッキー ㈱大西電気

中野自動車鈑金塗装 ㈲大原木材

長ヶカラオケ喫茶 ともちゃんの店 【荻原地区】 JA多気郡 虹のホール領内

なにわ イタリア料理 ilVivo 清流茶屋

錦食品 稲垣表具店 ちさき美容室

西村整骨院 大台いの鹿店 デントリペアビジョン.M

㈲西村石油店 三瀬谷SS ウッドクラフト廣田 HACCHI

滝原 西村ハイヤー㈲ ㈲M＆T AUTO CUSTOMS 宮口商店

ニュートンジム 大原瓦店 ㈲森と水を守る会

野木商店 ㈱大森水産 LIFE STYLE

焼き鳥 のぼる おかずや

HaRu 岡本テレビ商会 【大杉谷地区】
治通自動車 小川商店 魚久

ファッションギャラリーリザ大台店 奥伊勢フォレストピア宮川山荘 大杉谷やったるかい

ファミリーマート 大台三瀬谷店 小掠商店 よろずや おまつ

フルール ㈲小掠設備

ホリカワ 和菓子カフェかなみどう

ホーリーポット㈱ 三瀬谷SS 美容室 髪泉

前納鉄工㈱ きまぐれ

丸泉衣料店 Green Dale

丸田屋 COMPASS

㈲丸天木材市場 zakka sukui

マル平森井 JA多気郡 真手給油所

萬栄 すず理容

三瀬電装 森のお菓子屋 スピカ

道の駅 奥伊勢おおだい㈱ 美容室 Second

みどり美容室 体験民泊 川原

㈱宮川物産 JA多気郡 みやがわ店

café muku 月壺


