いちのみや地域応援券取扱店一覧
NO.

店名

住所

電話番号

飲食店
1

㈱逸品香

長生郡一宮町新地2511-2

(0475)-42-7670

2

青 AO

長生郡一宮町東浪見2606-1

(0475)-38-7049

3

和食 朱鷺

長生郡一宮町東浪見2500-1

(0475)-44-5177

4

ICHI BURGER

長生郡一宮町一宮2640-5

(080)-5875-0628

5

焼鳥 巌泉

長生郡一宮町一宮2424-1

(0475)-40-0888

6

カフェ エキスタ

長生郡一宮町一宮2738-1

(090)-1672-4603

7

三そば

長生郡一宮町東浪見7403-2

8

焼とり 鳥心

長生郡一宮町東浪見5482-2

(0475)-42-8315

9

エリアス ガーデン

長生郡一宮町東浪見7543

(0475)-47-3737

10

炭火焼肉ホルモン西ノ風

長生郡一宮町東浪見4968-1

(0475)-44-4029

11

カフェレストラン茉夏

長生郡一宮町東浪見4782-4

(0475)-44-6176

12

豆と麦

長生郡一宮町東浪見7119-7

(0475)-38-4654

13

菓子工房 杏

長生郡一宮町宮原208-1

(0475)-42-8883

14

レストラン ブル

長生郡一宮町一宮9967

(0475)-42-2941

15

のいち

長生郡一宮町一宮10059-3

(0475)-36-3469

16

pizza＆BBQ TORAMI BEACH CLUB

長生郡一宮町東浪見7198-7

(0475)-36-2454

17

ラーメン再会

長生郡一宮町東浪見7697-2

(070)-7549-5866

18

ナシチャンプル

長生郡一宮町一宮2538

(080)-7991-3949

19

ステーキ・ハンバーグ 肉の一宮食堂

20

波音

長生郡一宮町一宮10129-3
(0475)-47-4129
長生郡一宮町東浪見5-5太東ビー
(0475)-42-3370
チ88-1F

21

広島お好み焼き くにいち

長生郡一宮町一宮10088－2

(090)-7341-5775

22

台鵬

長生郡一宮町一宮2820

(0475)-42-2242

23

小金庵

長生郡一宮町一宮3141

(0475)-42-3401

24

海鮮 海丸

長生郡一宮町東浪見1020

(0475)-36-7070

25

寿屋本家

長生郡一宮町一宮2987

(0475)-36-3989

26

豚のつかさ

長生郡一宮町一宮10088-3

(0475)-36-3340

27

麺屋MASTERPIECE一宮店

長生郡一宮町宮原119-3

28

麻酒麻魯

長生郡一宮町一宮10080-4

(0475)-42-7718

29

キッチンKOBUTA

長生郡一宮町東浪見7523-2

(0475)-42-6685

30

スーパーキッチン かさや

長生郡一宮町一宮9947

(0470)-87-2953

31

お食事処 一水亭

長生郡一宮町東浪見7448-5

(0475)-42-8181

32

旬菜酒房 伝

長生郡一宮町宮原70-3

(0475)-42-5107

33

清寿し

長生郡一宮町宮原70-3

(0475)-42-2283

34

レストラン SEA SONG

長生郡一宮町東浪見7528-4

(0475)-42-4288

35

彩苑

長生郡一宮町東野36-6

(0475)-42-8310

36

九十九里 麺ドラゴン

長生郡一宮町一宮9944-3

(0475)-42-1811

37

寿司冨

長生郡一宮町一宮2628-3

(0475)-42-6533

38

カフェ マハロ

長生郡一宮町東浪見156-1

(0475)-42-5576

39

水守食堂

長生郡一宮町一宮2790

(0475)-42-3176

いちのみや地域応援券取扱店一覧
NO.

店名
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40

布袋庵

長生郡一宮町一宮3369

(0475)-42-3004

41

Ｈａｌｅ

長生郡一宮町船頭給１13-1

(0475)-42-3515

42

とんかつ いちの家

長生郡一宮町東浪見7422-1

(0475)-42-1229

43

一宮海岸通り 栄寿し

長生郡一宮町一宮9985

(0475)-42-5888

44

フード＆バー カーニャ

長生郡一宮町東浪見7520-1

(0475)-40-0818

45

どんどん

長生郡一宮町一宮4999-1

(0475)-42-4227

46

くるまやラーメン一宮店

長生郡一宮町東浪見5161-1

(0475)-42-5481

47

酒菜処 もりた

長生郡一宮町一宮2515-1

(0475)-42-4666

48

いちふく

長生郡一宮町一宮2476-3

(0475)-42-3109

49

ソレイユ

長生郡一宮町一宮10128-1

(0475)-42-7277

50

なごみ

長生郡一宮町一宮3008-D

(090)-7263-1545

51

タカラ亭

長生郡一宮町一宮2646

(0475)-42-8100

52

SURF GARDEN 一宮

長生郡一宮町東浪見7500-7

(0475)-40-0011

53

ビストロ＆クレープリー ル・ペパン

長生郡一宮町一宮10096

(0475)-38-5302

54

ステーキ＆カフェ ひろ屋

長生郡一宮町新地2514-5

55

多国籍ダイニングバー Style

長生郡一宮町新地甲2464-1

(0475)-47-3739

56

炭火焼肉 いちの宮 three four

長生郡一宮町一宮10075-1

(0475)-40-0941

57

中国料理 きりゅう

長生郡一宮町宮原760-18

(080)-2254-4773

58

ほしみや

長生郡一宮町一宮2998-2

(070)-1543-1173

59

バルPORTUS

長生郡一宮町一宮10172-9

(0475)-44-4617

60

TOPA TACOS

長生郡一宮町東浪見7528-6

(080)-3489-1081

61

Ｈｕｌａ Ｃａｆｅ（フラカフェ）

長生郡一宮町一宮10055

(0475)-42-1525

62

一宮酒場がけっぷち！

長生郡一宮町一宮2820-1

(0475)-36-6383

63

Ｐａｓｔａ Ｓｏｇｎｏ（パスタ ソーニョ）

長生郡一宮町一宮９９８６

(0475)-42-6680

64

串焼いろや

長生郡一宮町一宮3238-1

(0475)-42-1681

65

赤七屋

長生郡一宮町一宮3030

66

居酒屋ゆみ

長生郡一宮町東浪見6008

(0475)-42-4871

67

カフェ 汽水舎

長生郡一宮町一宮368-11

(090)-2624-7464

68

焼き鳥 空雅

長生郡一宮町東浪見4026-2

(0475)-44-5581

69

カフェ.クレスト

長生郡一宮町一宮2598-3

(0475)-42-2331

70

ｕmikaze－うみかぜ（ラーメン）

長生郡一宮町一宮2998-2

(0475)-44-5220

71

CHICKEN AND CHIPS

長生郡一宮町一宮10129-2

(0475)-44-5273

72

ビッグママズカフェ

長生郡一宮町一宮10063-2

(0475)-42-4230

73

Emi café ＆ restaurant ICHINOMIYA

長生郡一宮町一宮10085

(0475)-38-5584

74

からあげ処 いしふく

長生郡一宮町一宮3096‐2

(0475)-44-6655

75

TOPANGA HOUSE

長生郡一宮町東浪見7528-6

(0475)-42-5920

76

ATLANTIC COFFEE STAND

長生郡一宮町一宮10091-1（波乗
(090)-1848-0469
不動産1F）

77

トラットリア マーレ

長生郡一宮町一宮10129-4

(0475)-44-4811

78

BARN'S

長生郡一宮町宮原237-2

(0475)-42-7617

いちのみや地域応援券取扱店一覧
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79

カフェレストラン ポッシュ

長生郡一宮町一宮10178-1

(0475)-36-5733

80

アートサロン「茶房 けい」

長生郡一宮町一宮10098-2

(0475)-40-0862

81

名糖食堂

長生郡一宮町一宮2647-3

(0475)-42-2855

82

エスペラント

長生郡一宮町宮原49-2

(0475)-42-3710

食品
83

自家焙煎珈琲豆屋TONEGAWA COFFEE

長生郡一宮町新地甲1921-10

(0475)-42-3511

84

キッチンせいしょう

長生郡一宮町一宮389

(0475)-42-3869

85

菜鮮箱

長生郡一宮町一宮2001-1

(0475)-36-5111

86

稲花酒造㈲

長生郡一宮町東浪見5841

(0475)-42-3134

87

村杉酒店

長生郡一宮町一宮3369

(0475)-42-3123

88

安藤青果

長生郡一宮町一宮2822-3

(0475)-42-2221

89

堀越精肉店

長生郡一宮町一宮9902

(0475)-42-3078

90

㈲魚平商店

長生郡一宮町東浪見5146-1

(0475)-42-3737

91

丸ト商店

長生郡一宮町一宮3003-2-1

(0475)-42-4321

92

味の里

長生郡一宮町東浪見1639-2

(0475)-42-2443

93

㈲タカラ

長生郡一宮町一宮2964

(0475)-42-3129

94

なぎさサブレー ナカムラヤ

長生郡一宮町一宮2827

(0475)-42-3234

95

富正嘉納園

長生郡一宮町一宮3008-2

(0475)-42-4588

96

一宮駅前観光物産直売所

長生郡一宮町一宮2738-1

(0475)-42-6399

97

落花生の東金屋

長生郡一宮町一宮3005-1

(0475)-42-2058

98

農産物直売所なのはな東浪見店

長生郡一宮町東浪見1616-4

(0475)-47-3600

99

和菓子司 かねきち

長生郡一宮町一宮3019

(0475)-42-3233

100

Kitchen実

長生郡一宮町一宮2822-3

(0475)-42-2221

101

髙田屋鶏肉店

長生郡一宮町一宮2992

(0475)-42-5566

102

吉野精肉店

長生郡一宮町一宮3247

(0475)-42-3382

103

竹の園茶舗

長生郡一宮町一宮2969-2

(0475)-42-3900

104

㈲タツミヤ酒店

長生郡一宮町一宮3064

(0475)-42-2003

105

かずさミート

長生郡一宮町一宮2958-1

(0475)-42-3729

106

御菓子司 角八本店

長生郡一宮町一宮3012

(0475)-42-2068

107

磯舟

長生郡一宮町一宮2676-2

(0475)-40-6789

108

峰市

長生郡一宮町東浪見308-6

(0475)-42-3560

109

お弁当の正竹

長生郡一宮町東浪見5164-1

(0475)-42-7708

110

Pizza maruto

長生郡一宮町一宮3003-2-1

(0475)-42-4321

111

Ancora Pizza Napoletana

112

ローソン一宮海岸店

113
114

ローソン一宮東浪見店

長生郡一宮町東浪見562

(0475)-36-3308

セブンイレブン上総一宮店

長生郡一宮町一宮3114

(0475)-42-2412

115
116

ファミリーマート一宮海岸店

長生郡一宮町一宮10132-1

(0475)-40-0151

セブンイレブン一宮舞台店

長生郡一宮町一宮2551-7

(0475)-42-3166

(090)-2555-7310
コンビニ
長生郡一宮町新地甲2468-1

(0475)-42-2658
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スポーツ・レジャー
117

近藤いちご園

長生郡一宮町一宮9177-7

(090)-3451-6018

118

一宮観光いちご組合直売所

長生郡一宮町東浪見8515-2

(0475)-40-0015

119

ＣＨＰ本店

長生郡一宮町東浪見7428-3

(0475)-42-4626

120

Ｓｈｏｐ ＤＯ

長生郡一宮町東浪見7424-2

(0475)-42-5900

121

Ｐ．Ｄ．ＳＵＲＦ

長生郡一宮町東浪見7525-1

(0475)-42 -7339

122

㈲ウノザワスポーツ

長生郡一宮町一宮3267

(0475)-42-5118

123

EVOLVE FUTURE SHAPE

長生郡一宮町東浪見282-2

(0475)-47-4623

124

THE OFFING(ザ・オフィング）

長生郡一宮町一宮9982

(0475)-42-7883

125

ALOHA GROUND

長生郡一宮町一宮10055

(0475)-42-1522

126

シークエンス サーフストア

長生郡一宮町東浪見7500-8

(0475)-47-2991

127

小林釣具店

長生郡一宮町一宮2637-2

(0475)-42-5656

128

SMUG

長生郡一宮町東浪見1000-1

(0475)-44-4573

129

コア シェイパーズ ステーション

長生郡一宮町一宮10104-2

(0475)-36-3123

130

SUNRISE

長生郡一宮町東浪見7453-2

(090)-4957-2982

131

ＤＥＥＰ ＳＵＲＦ

長生郡一宮町一宮10126-2

(0475)-42-5119

132

ＰＢＲ ＳＵＲＦ ＧＡＲＡＧＥ

長生郡一宮町一宮10097

(0475)-40-1223

133

NAVIGATOR SURFBOARDS

長生郡一宮町東浪見7535-4

(0475)-36-6103

134

シンプル サーフ

長生郡一宮町東浪見7501−1

(0475)-42-3399

135

ENVIRONMENT

長生郡一宮町東浪見7525－15

(0475)- 37-9003

136

リーズサーフ

長生郡一宮町東浪見7523-3

(0475)-47-2842

137

ｃｈｉｂａｆｏｒｎｉａ ｃｙｃｌｅ

長生郡一宮町東浪見7418-5

(0475)-42-8225

138

VISIT ICHINOMIYA(いちのみや観光局）

長生郡一宮町一宮2998-3

(050)-5216-2193

139

クライミングジム OLIOLI

長生郡一宮町一宮4292-1

(080)-5426-6734

140

九十九里浜一宮乗馬センター

長生郡一宮町一宮9963

(0475)-42-2851

141

一の宮カントリー倶楽部

長生郡一宮町東浪見3166

(0475)-42-3711

142

シーマイルズ

長生郡一宮町東浪見7198-2

(0475)-36-2454

タクシー・ガソリンスタンド
143

やまき石油㈲

長生郡一宮町東浪見5169

(0475)-42-3253

144

日の丸自動車㈱

長生郡一宮町一宮2648

(0475)-42-2615

145

介護タクシー 進五衛門

長生郡一宮町一宮1382-1

(0475)-42-2523

雑貨・日用品等
146

うみのまちの雑貨屋 たまふく

長生郡一宮町一宮3068

(090)-3522-9280

147

ちゃらこ屋

長生郡一宮町一宮3032-1

(080)-8858-1218

148

㈲加納屋薬局

長生郡一宮町一宮2636-1

(0475)-42-2037

149

ニシオ薬局

長生郡一宮町一宮9401

(0475)-42-6388

150

山長（サラダ館）

長生郡一宮町一宮2939

(0475)-42-5555

151

㈲荒留商店

長生郡一宮町一宮3070-2

(0475)-42-3174

152

セキヤ文具店

長生郡一宮町一宮3046

(0475)-42-3252

153

三芳堂

長生郡一宮町一宮3069

(0475)-42-4345

いちのみや地域応援券取扱店一覧
NO.

店名

住所

電話番号

154

ricorico

長生郡一宮町東浪見7484-14

(080)-2066-1014

155

ルアナノア キャンドル

長生郡一宮町本給7-23

(080)-3998-8450

156

くすりカドセン

長生郡一宮町一宮2995-2

(0475)-42-6527

157

㈲新加藤

長生郡一宮町一宮3066

(0475)-42-3100

158

エゾノコ陶器

長生郡一宮町東野31-20

(090)-9437-9529

159

マルノ洋品店

長生郡一宮町一宮3028

(0475)-42-3178

160

金子綿店

長生郡一宮町一宮8727

(0475)-42-3617

161

フナ兼

長生郡一宮町一宮3004

(0475)-42-2393

162

靴とはきもの いたみや

長生郡一宮町一宮2985

(0475)-42-2309

163

㈱音羽屋

長生郡一宮町一宮2772-2

(0475)-42-3725

164

つばめ堂時計店

長生郡一宮町一宮2963

(0475)-42-3185

165

小林東陽堂印房

長生郡一宮町一宮2948

(0475)-42-8585

166

包装用品 峰島商事

長生郡一宮町東浪見1558-1

(0475)-42-3015

167

㈱松屋呉服店

長生郡一宮町一宮3117-2

(0475)-42-2010

168

ミネシマ家具店

長生郡一宮町一宮2486

(0475)-42-3457

169

生花、花輪、お盆提灯 斉藤生花店

長生郡一宮町一宮2976

(0475)-42-2253

170

舟見生花店

長生郡一宮町一宮2972-6

(0475)-42-3275

171

市原種苗店

長生郡一宮町一宮2982-3

(0475)-42-2362

クリーニング・理美容
172

モイスティーヌ一宮

長生郡一宮町一宮3117-2

(0475)-42-2010

173

いとう理容

長生郡一宮町一宮2969-9

(0475)-42-2243

174

くらもち美容室

長生郡一宮町一宮9905

(0475)-42-2374

175

Nail Saron TK

176

オーシャンエステティックス

長生郡一宮町東浪見7449－1
長生郡一宮町一宮10011moe‐
liko03

177

スキンケアセンター Tension

長生郡一宮町東浪見6920-2

178

メナードフェイシャルサロン東浪見

長生郡一宮町東浪見7032-8

179

美容室MADOKA

長生郡一宮町本給6-27

(070)-1253-5532

180

エステティックサロン Maoliili

長生郡一宮町一宮10884-7

(0475)-36-2255

181

Sunny Sunday Nail

長生郡一宮町東浪見4491-2

(080)-5022-3831

182

理容さがの

長生郡一宮町一宮9917-3

(0475)-42-2223

183

アクア ヘアー＆エステティック

長生郡一宮町新地甲2509-6

(0475)-42-3366

184

マサ美容室

長生郡一宮町田町8-13

(0475)-42-2281

185

ゾートスビューティサロンあいの

長生郡一宮町一宮2971-2

(0475)-42-2018

186

長谷川クリーニング

長生郡一宮町一宮2638-3

(0475)-42-4835

187

君塚クリーニング

(0475)-42-2051

188

ヘアーサロン カットワン

長生郡一宮町田町8-1
長生郡一宮町一宮2646-2東日ビ
ル102号室

189

ビューティーサロン サンタクロース

長生郡一宮町東浪見7357-5

(0475)-42-4566

190

勘定クリーニング

長生郡一宮町一宮2982

(0475)-42-2272

191

サロン・ド・ＪＵＮ

長生郡一宮町一宮2179-3

(0475)-42-2125

(0475)-40-0573
(0475)-47-3313

(0475)-42-3302

いちのみや地域応援券取扱店一覧
NO.

店名

住所
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192

サカイ美容室

長生郡一宮町一宮2243-1
(0475)-42-2079
長生郡一宮町東浪見6-1太東ビー
(080)-4441-5569
チアパートメント１階

193

beauty salon Luana

194

癒し整体

長生郡一宮町宮原756-1

(0475)-42-2137

195

みやばら鍼灸治療院

長生郡一宮町宮原697

(0475)-40-1189

196

BODY CARE ichinomiya

長生郡一宮町東浪見6614-2

(090)-8495-8116

197

たいよう整骨院・整体サロンTAIYOU一宮店

長生郡一宮町一宮2633-2

(0475)-36-2133

198

Ｒｅｆｌｅ Ｎａｇｏｍｉ リフレナゴミ

長生郡一宮町東野7-1

(070)-2329-0120

199

犬の美容室 シェ トゥ トゥ

長生郡一宮町一宮2853-1

(0475)-42-7256

200

ドッグサロン オハナ

長生郡一宮町東浪見156-1

(0475)-42-5576

201

The garden hotel with DOG

長生郡一宮町一宮101101

(0475)-44-6699

家電
202

㈲亀屋

長生郡一宮町一宮2968-2

(0475)-42-3229

203

㈲大久保電気商会

長生郡一宮町一宮2950

(0475)-42-3221

203

㈲双立電機

長生郡一宮町一宮9906

(0475)-42-3216

204

鈴木電気店

長生郡一宮町一宮2682-5

(0475)-42-6016

自動車関連
205

オートファクトリーシマザキ

長生郡一宮町新地甲2508-7

(0475)-42-3317

206

片岡鈑金工業

長生郡一宮町一宮2225-2

(0475)-42-3788

207

Honda Cars 長生

長生郡一宮町一宮2486-1

(0475)-42-2244

208

中山輪店

長生郡一宮町宮原761

(0475)-42-3349

209

㈲ツユザキオート

長生郡一宮町宮原19-1

(0475)-42-6061

210

㈲大場モータース

長生郡一宮町一宮2873

(0475)-42-2065

211

オートボディー河野

長生郡一宮町船頭給59-4

(0475)-42-6014

212

金澤輪業

長生郡一宮町宮原698-3

(0475)-42-3131

213

㈱Ｋ．Ｓ．Ｃ

長生郡一宮町東野32-2

(0475)-42-2830

214

㈲小安モータース

長生郡一宮町東浪見2529-1

(0475)-42-2318

215

㈲釜屋自動車

長生郡一宮町宮原815-1

(0475)-42-2285

216

㈱千葉トーハツ商会

長生郡一宮町一宮3120

(0475)-42-2618

その他
217

上総一宮新聞販売

長生郡一宮町一宮2114-63

(0475)-42-3113

218

㈲小髙際物店

長生郡一宮町一宮3018

(0475)-42-3263

219

カヒ インテリアデザイン

長生郡一宮町東野25-1

(0475)-42-6871

220

㈱小関工業

長生郡一宮町東浪見5497

(0475)-42-5100

221

読売センター 上総一の宮店

長生郡一宮町宮原697

(0475)-40-6040

222

桶庄トーヨー住器㈱

長生郡一宮町宮原863

(0475)-42-2179

223

山田工業

長生郡一宮町一宮13-1

(0475)-42-6156

224

新栄ペイント

長生郡一宮町一宮9971

(0475)-42-7557

225

㈱秦組

長生郡一宮町新地甲1891

(0475)-42-5551

226

㈲丸長工務店

長生郡一宮町東浪見453

(0475)-42-6957

227

‘ehu kai SEAL

長生郡一宮町東浪見7722-20

(0475)-42-7012

いちのみや地域応援券取扱店一覧
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228

㈲薦田鉄工所

長生郡一宮町一宮2926

(0475)-42-4523

229

㈱福辺工業所

230

ファンウェーブ合同会社

長生郡一宮町一宮2897
(0475)-42-3446
長生郡一宮町東浪見6-1太東ビー
(090)-4962-3446
チアパートメント201

231

宇野澤表具店

長生郡一宮町一宮8721

(0475)-42-3489

232

㈲内山住設

長生郡一宮町東浪見3786

(0475)-42-3415

233

関造園

長生郡一宮町東浪見5336

(0475)-42-3387

234

野村ペイントホームズ

長生郡一宮町東浪見5318-2

(0475)-36-3965

235

壱進ペイント

長生郡一宮町新地111-14

(0475)-36-6767

236

株式会社ｆｉｎｅ

長生郡一宮町本給7-16

(0475)-42-1138

237

㈲釜屋燃料店

長生郡一宮町一宮3103

(0475)-42-2671

238

㈲一宮鉄工所

長生郡一宮町一宮3231

(0475)-42-3313

239

フォトスタジオ 北村写真館

長生郡一宮町一宮3303-4

(0475)-42-3108

240

川島測量事務所

長生郡一宮町一宮2560-5

(0475)-42-2210

241

宮本内装表具店

長生郡一宮町一宮3146

(0475)-42-2228

242

料亭旅館 松濤軒

長生郡一宮町一宮2824

(0475)-42-2067

243

Sea Side Page

長生郡一宮町一宮305-19

(080)-5012-0143

244

B＆B HOUSE FAM

長生郡一宮町東浪見7406-5

(090)-9301-3994

245

ホテルくじゅうくり

長生郡一宮町一宮10024

(0475)-42-7771

246

一宮館

長生郡一宮町一宮9241

(0475)-42-2127

247

便利屋・代行業 Ａ．Ｍプランニング

長生郡一宮町一宮3371

(090)-3434-3196

248

ペンション サードプレイス

長生郡一宮町東浪見7198-2

(0475)-36-2454

249

ホテル一宮シーサイドオーツカ

長生郡一宮町一宮10000

(0475)-42-6411
2022.10.14現在

