
ASUKA エディオン志摩店 酒や ビック 志摩店 ファッション ニシザキ 有限会社宇田ミート
B7.East Shop/Skate Park 海老天巻き 天原 さとなか寿司 ファッションセンターしまむら阿児店 有限会社カネカ
Bar lounge LEVEL4 大木薬局 鵜方店 シェ・アン ファッションライズウメダ 有限会社河井ファーム肉よし
cafe PaAni 大田屋 志摩韓 ファミリーマート志摩赤松ヶ谷店 有限会社坂口石油
COXCOMB 大辻商店 志摩観光ホテル ファミリーマート志摩阿児店 有限会社迫間商店
DAIOKU写真スタジオ オートバックス･志摩鵜方 志摩セントラルSS ファミリーマート志摩鵜方駅西店 有限会社てらお化粧品
DEAR DANDY 岡﨑商店 志摩タイヤサービスセンター ファミリーマート志摩うがた店 有限会社堂岡工務店
EAST BLUE㈱ 岡山自動車板金塗装 志摩トスカーナ ファミリーマート志摩鵜方道店 有限会社中島米穀
Entrada賢島 おかやま食堂 志摩マンツーマンスクール鵜方校 ファミリーマート志摩こうか店 有限会社はまゆう自動車工業
FELIZ おこのみハウス だいちゃん 車検のコバック志摩鵜方店 ファミリーマート志摩国府の浜店 料理旅館ひさだ
hair make voi お好み焼き・焼きそば桃太郎 酒彩 えにし フィオーレ志摩 有限会社丸中鮮魚
HARE/PAN 志摩店 お食事処べんけい 旬菜デリカ バナナリーフ フィットネスジム Light Body Early 有限会社丸保商店

オステリアジャム 食 フィットネスジム Light Body NEO 有限会社ムカイ 
Kabuku Resort おそうざいやさん 食事処杉の子 フードセンター スギモト 有限会社ムカイスポーツ
KANPAI ISESHIMA お菓子職人 おとべ 四六時中 阿児店 ブックハウス中岡 有限会社村山商店
Laughter おとや しろごしや ブティック パンドール メガネサロンハシヅメ鵜方本店

Laule'a おみやげ 以志川 新化論 プティレストラン宮本 有限会社山本石油店
LE-BA SURF かいほう 真珠・貴金属 ムツミ プラナ．ルナ フジオカ 有限会社和栄タクシー
Maki's Bakery 案山子 鮨 暁 プラヤサーフ (有)作田書店
maple 隠れ処 EDLE café ステーキハウスGONA フルーツ大福 季の福 志摩店 (有)シャディ大黒
mix-up plus  貸衣装店 さくや ステーションホテル・アネックス プロバンビーノ (有)寿美家具店
Moderate 賢島・ホテルベイガーデン㈱ 隅甚酒店 ヘアガーデンN.Y (有)ハナコー生花
okao☆soriina 賢島の宿 みち潮 精肉ひき田 へあーさろん こすが (有)花屋敷
oyatsuya 賢島ファミリーホテルはな屋 膳 ペンショングーグー (有)浜⾧商店
RaysFarm(レイズファーム) 賢島宝生苑 葬祭 七華川 べんり屋さん 便利働 (有)文岡電器
Regalo hair works かしこ堂真珠店 蕎麦鴨料理すゞ木 ホームセンター ビッグワン (有)丸義商店
Relaxation.Detoxはむ座 かつ勢本店鵜方店 大久石油 ポット夫人 洋菓子の潮騒
RiccaRicca かねよ旅館 ダイブステーション35 ほんわ家 洋菓子の店 エンゼル
Roots style 株式会社上野商会 台湾料理 台北 薪ストーブ料理Resta&CafeESSE 芳カツ亭
Shimaフレンチ食堂 ノルポル 株式会社坂下工務店 たこ焼きぶぶ ますや食堂 らんぷ志摩店
Shimaめがね 株式会社テクノプール 巽 マックスバリュ鵜方店 理容 坂村
shucafe' 株式会社ホンダカーズ三重南 鵜方店 たつみ丸 マッサージハウスみつはし 料理旅館 賢島グランドホテル

studio-Loop 株式会社モリ京 チャージサーフショップ 松阪牛肉亭 ⾧太屋 料理旅館 丸寅
TOKINO HOME COFFEE カフェ ルポゼ 中華料理 蓮 松本石材 旅館 志洲閣
YC読売センター阿児・磯部 カラオケ パペポ ちりめん亭しま店 丸仙製パン㈱ リラクゼーション整体 RE楽Xメグ

合鴨煮込みうどん かなや カレーハウスCoCo壱番屋 三重阿児町店 つぼ亭 三重近鉄タクシー株式会社 レストラン朝野
浅井電気 カレー屋 マーレ 手打ちうどん あこや 味館 レストランまつむら
味GEN かれんヘアメーク 手打ちそば おはこ 汀渚 ばさら邸 レディース＆M まえだ
味処 海栄 かんひちや薬局 鵜方店 手打ち麺処にしい 味たこ ローソン志摩鵜方西店
あじへい鵜方店 かんひちや薬局 甲賀店 てっちゃん 三津子美容園 ローソン志摩総合庁舎前店
安乗石油 喜久政精米所 天ぷら とばり みやぎ野 和彩 涼
あのりふぐ料理 まるせい 季彩の宿 沙都邑 東海鍼灸院 都リゾート志摩ベイサイドテラス わさび
アベックモンクール 喫茶トキオ 東京靴流通センタープラザ21鵜方店  「カフェラウンジ＆カフェテラス」 わたせい 阿児店
海女小屋 喫茶ゆ～な とくし丸（ぎゅーとらラブリー鵜方店） 都リゾート志摩ベイサイドテラス ㈱上村工務店
アミーゴ・ジェイ キッチンやどかり ドラッグセイムス鵜方金谷店  プライムブティック(売店） ㈱大山ネットワーク
イーストポイント 牛清 鵜方店 ドラッグセイムス志摩阿児店 都リゾート志摩ベイサイドテラス ㈱寿司丸忠 イオン阿児店
イエローハット鵜方店 ぎゅーとらラブリー 鵜方店 鶏あみ焼き とりたけ  フレンチレストラン「アッシュドール」 ㈱⾧太屋 鵜方店
イオン阿児店 きんこ芋工房 上田商店 鳥笑 都リゾート志摩ベイサイドテラス ㈱山﨑屋 BBQテラス
居酒屋 きゅう 近鉄賢島カンツリークラブ 鳥新  フロント（宿泊） ㈱利八屋 明治阿児宅配センター

いざかや 向日葵 クイックカットBB ナカミチ 阿児店 都リゾート志摩ベイサイドテラス Café Entrada
石井商店 クインテッサホテル伊勢志摩 ナチュラルショップ ミント  和食レストラン「イグレック志摩」 株式会社 みなべ建設
石村パン店  大浴場 湯とりえ 西村建材店 向井家電 セラピーリゾート伊勢志摩
伊鈴屋 鵜方駅前店 くつろぎの宿 おおなみ 日本料理 銀鱗 眼鏡市場イオン阿児店 ミラドール志摩
いすずや からあげ グリル エドイチ 農家民宿まはな メデリン珈琲店 一般社団法人三重県住生活子育て支援機構

イズミアメリカンスクール グリルボンネ パスタ屋Michelle メリーラララ フォトスタジオ Ponchi's Pizza
いずみ耳鼻咽喉科 ケーズデンキ阿児店 ハッチ美容室 モスバーガー志摩店 MARU CAFÉ
伊勢農業協同組合 小粋 花の里ふぁみりぃ もみ処 三橋
 阿児経済グループ 幸寿司 ハニーズ阿児店 森口食料品店
伊勢農業協同組合 神戸屋楽器店 はり・きゅう・マッサージ 小川三療院 森﨑モータース
 阿児東経済店舗 ココカラファイン阿児店 ぱん屋 ふじ田 森本園茶舗
磯﨑旅館 ココカラファイン薬局調剤阿児店 檜扇荘 焼肉 大黒
磯っ子 こだわり丼の店 サカエ 東山物産 焼肉 竹りん
一か八か コメダ珈琲店 三重鵜方店 ひかり調剤薬局 焼肉 呼子
稲葉テレビサービス コメリハード＆グリーン鵜方店 美食の隠れ家プロヴァンス 山和フィッシング阿児店
癒し処 雪 ごんや 美容室 Bunbun 山川食堂
イワジン真珠喫茶室 彩電館サカグチ 美容室 カシア 山本家電
イワジン真珠店 彩電館ナカヤ 美容室T.K HEARTLAND 山本ふとん店
魚民 鵜方店 彩電館ヒルタ 美容室スマイル (有)上紺屋自動車
鵜方販売店 川井新聞 境工芸社 美容室ラビリテ (有)京城 鵜方店
内田ホルモン 作光電気 広卯眼鏡店 有限会社 志摩フードサービス

海の幸料理みやま亭 酒や ビック 阿児店 ひろおか荘 有限会社アンドウセンイ

阿

児

地

区

志摩市高齢者生活応援商品券取扱店舗



Ciel(シエル) デイサービスセンター はまみの里 太之助酒店 三井電気商会
Cloud 1 Dining 縁 髪工房 はませ 鉄板焼き まんまる メガネコア テンパク
coral とくし丸（ぎゅーとらラブリー志摩店） やいち
de mieux en mieux かんひちや薬局 越賀店 トッポリーノ やきとり 鳥里
en hair cut 喜久屋商店 中村弁当 やなぎや洋品店
HairSalon カット・モ 北井電器 渚亭 磯月 山和フィッシング和具店
ONE OFF キャンドゥ井倉屋志摩店 パールグルメイン竹正 山下造船(有)
海女小屋体験 火場・広の浜 ぎゅーとらラブリー 志摩店 はなまる (有)井倉屋
五十鈴商店 けんざん薬局 さきしま店 浜口ヤ食堂 有限会社白帆堂
伊勢農業協同組合 あぐり志摩店 けんざん薬局 志摩店 ビューティサロン樹里 有限会社べんのや酒店
磯一商店 けんざん薬局 和具店 美容室AtoZ (有)サンエイ
一番亭志摩店 ココカラファイン志摩店 ファッション衣料 タケヤ (有)白楽天
一楽温泉ホテル 小波 ファミリーマート志摩しま片田店 理容 ばるびえ～る
伊藤石油有限会社 コメリハード＆グリーン志摩店 ファミリーマート志摩和具店 料理旅館 新和具荘
伊藤薬局 五郎屋米穀店 富来富来 若大将
伊吹自動車工業 サロン・ド・ボーテ・アイリス フラワーショップきちべ ㈱京城 志摩店
ウェルパソコンスクール 志摩オートキャンプ場 フラワーショップほりぐち ㈱⾧太屋 和具店
オオグチ写真館 新太屋商店 フランス洋菓子店
お食事処ひでちゃん スナック きんぎん マツヤデンカ
菓子工房 シマヤ 田野上電器 丸八もち店

Café.C.C 大王荘 ホテル＆レストラン槇之木 有限会社山福商事
IJF PEARL&JEWELRY 大黒屋製菓 松井鮮魚 有限会社山本自動車工業所

pablo 田中料理店 まるいひもの店 (有)文岡電器大王店
あづま商店 田利商店 みしまでんき 理・美・髪いのさか
池田家具 ぢがみや旅館 都リゾート 奥伊勢アクアフォレスト リカーショップ トミヤ
伊勢農業協同組合 あぐり小坂店 ハマグチデンキ 焼肉 登龍門 リカーショップおかよし
魚武商店 干物・丸干の角助屋 山野自動車サービス レストラン ベルセゾン
魚徳商店 ファミリーマート大王あぜな店 有限会社カークライエントシロヤマ ローソン志摩大王町畔名店

ぎゅーとら 波切店 ブティック町 有限会社 久政 ㈲松正建設
くすりのヤマジ ヘアーサロン コトブキ 有限会社しまや

AUZボディバランスケアルーム 折吉商店 西井商店 ミナミ運輸(有) (有)とばや薬局
Barber House やました 介護と福祉のお店 ほうわ 農業屋志摩店 みませ (有)中原自動車整備工場
Hotel&Resorts ISE-SHIMA 海鮮食堂 はま﨑 はいふう 民宿旅館 寿屋 (有)向原石油
ＮＡＲＵＭＩ Ｆａｃｔｏｒｙ Ｓｈｏｐ 風待ちの湯 福寿荘 ⾧谷川酒店 明治牛乳磯部宅配センター (有)ヤマジ園芸
SUPER CENTER PLANT 志摩店 カフェ ジャック ハヤシ美容室 恵みの郷 志摩海道 (有)旅館 橘
WOODY SOUTH/Angie 川うめ ハヤシ理容室 餅喜商店 リカーちゃのみ
あじへい磯部店 喫茶 十字路 ファミリーマート磯部恵利原店 焼肉六福 レストランわかたけ
いかだ荘 山上 コスモスベリーズ志摩店 ファミリーマート磯部バスセンター前店 山京石油店 ローソン志摩磯部店
いぐら行政書士事務所 コメリハード＆グリーン磯部店 ファミリーマート志摩磯部店 やまこう商店 ワインショップ作田
石原珠算教室 サニー理容 ファミリーマート志摩パールロード店 山本ストアー ㈱パールファルコ
伊勢志摩エバーグレイス サンペルラ志摩 ペンション伊勢志摩プチシャンブル (有)大山電気 ㈱吉村塗装
伊勢志摩おみやげセンター王将 シマデンカ磯部 まごころの宿 丸定 有限会社 かいげつ 農業屋 志摩店
伊勢志摩カントリークラブ じゅん太郎工房 松﨑商店 有限会社新田屋 松尾新聞店 磯部販売所
伊勢農業協同組合 あぐり川辺店 助田商店 松本石材 有限会社竹内餅店
板橋食堂 たいやきわらしべ磯部店 的矢かき料理の店 はしもと はたき米店
海辺のホテル はな 田中屋酒店 マンガ喫茶 まんてん
逢阪写真店 旅するオイル～OLIVA de BETICA 三重交通商事株式会社 志摩スペイン村前営業所

B&Bフォレスト志摩 カフェ・ド・ヴェール スポーツショップクラブハウス マリ美容室 (有)肉の喜多家
NEMU GOLFCLUB カラオケ・BBQ ごらく 大康商店 まるじん本舗 (有)八百竹商店
NEMU RESORT かんひちや薬局南張店 てこね寿し プリンス 丸吉商店 湯元館ニュー浜島
アコ美容室 喫茶 竹風 電化のヤマザキ 万助屋化粧品店 理・美容室 ロミン
伊勢志摩ブレッド・ラボ 近鉄浜島カンツリークラブ なかにし電工 三重電化社
磯料理 ヨット くすや商店 西口屋 味幸
いづみ商店 クレープ・ド・フェニックス 美容室 エミュ メガネのシバハラ
魚和商店 坂のうえ ファミリーマート志摩浜島町店 メロンハウスかわぐち
江戸屋 サロンド アイ・フル フラワーショップおかもと 八代
エム・ステップ シマデンカ浜島 志摩地中海村 プレミアリゾート 夕雅 伊勢志摩 有限会社 鯨望荘
大江戸温泉物語 伊勢志摩 志摩マンツーマンスクール浜島校 ますみ文具店 オオニシエネルギー汐見成給油所

大木薬局 浜島店 城山商店 松尾印刷 有限会社宮柴水工
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