
令和3年6月17日現在 🔶富津地区

店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容

美容室J.STYLE、石井理髪店 大堀81

🔶富津地区 車屋 大堀83 御飾り　山車の車輪

店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容 逸品呉服　髙尾 大堀83 きもの全般・洋服

(株)カワチ薬品　富津店 大堀889-28 医薬品、化粧品、雑貨、食品　ご来店お待ちしております。 おそば　高砂家 大堀84 日替わり定食やってます。マイ箸や量少なめ割引（50円引きです）

スーパーランドローム　富津店 青木1-1-3 青果、精肉、水産、惣菜、食品、雑貨他 (有)石井モータース商会 大堀85 民間車検工場、自動車販売修理、鈑金塗装

カインズ　富津店 青木1-1-1 ホームセンター イナムラ洋品店 大堀508-2 学生服、体操服、学校用品

イオン　富津店 青木1-5-1 生鮮・加工食品他 オトキ商店 大堀511 富津中学校制服、体操服　青堀小学校、飯野小学校体操服取揃え!! 婦人服も使えます!!

ザ・ダイソー 青木1-5-1 イオンモール富津内　100円均一ほか 相模屋海苔店 大堀547 乾海苔・焼海苔・味付海苔等　千葉県産海苔を自社工場にて加工し、直接販売を致しております。

バリアンドアロハスタイル 青木1-5-1 イオンモール富津内　輸入家具・雑貨 ファミリーマート　富津大堀店 大堀547 コンビニエンスストア

TSUTAYA 青木1-5-1 イオンモール富津内　書籍・文具・DVD&コミックレンタル 古民家美容室　小春日和 大堀888-3 髪をきれいにした後はほっと一息　古民家でくつろぎのひとときを

クリエイト エスディー　富津青木店 青木2-2-2 医薬品・生活雑貨・化粧品・食品等を揃えています。 オードヴィーカフェ（Eau de Vie Café) 大堀1036-1 軽食喫茶、酒類全般、スイーツ

🔶大佐和地区 (有)大光建設 大堀1065-2 新築・リフォーム・リノベーション・設計　住宅設備機器販売交換

店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容 エネコ青堀SS 大堀1082-1 燃料販売・洗車・オイル交換・タイヤ

おどや　富津店 西大和田1316-1 各種食料品等 一角(株)　建材センター 大堀1135-3 屋根、壁材、雨樋等　卸・小売販売

ウエルシア　富津大貫店 西大和田1340 医薬品・化粧品・食品・日用品等 マルテン産業機械(株) 大堀1148 草刈機、発電機、農業機械、販売整備

コメリ ハード＆グリーン　富津大貫店 西大和田1365 もっと楽しく、もっと快適にするお手伝いを　身近な暮らしのパートナー (有)三辻商店 大堀1309 大嘗祭悠紀田に選ばれたお米「とちぎの星」を取扱っております。

VERYFOODS 尾張屋 大貫店 千種新田665 食品を中心としたスーパーマーケットです。 (有)秋元洋品店 大堀1557 暮らしの衣料＆スクール・ワーク用品

ヤックスドラッグ　富津大貫店 千種新田1244 薬・化粧品・酒・飲料・菓子・食品・雑貨・ベビー用品・介護用品 むらたや 大堀1557 和菓子製造販売

🔶天羽地区 小松商店 大堀1560 ご近所様配達します。宅急便（クロネコヤマト）取り扱っています。

店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容 ラーメンダイニング　すどらぁ 大堀1560-5 ・濃厚煮干ラーメン・背油とんこつラーメン・鶏ガラしょうゆラーメンなど

スーパー吉田屋　湊店 湊8-1 生鮮食品、一般食品、酒販売 (有)大野石材店 大堀1562 墓地・墓石・石の事なら、お気軽にご相談下さい。

(株)コメリ ハードアンドグリーン　富津湊店 湊1256-3 身近な暮らしのパートナー フレッシュ　サカエヤ 大堀1613 野菜、一般食品、肉、魚、他　いつも笑顔で待ってます。

時計宝石　加地 大堀1615 電池交換承ります。水曜日定休

富津スターレーン 大堀1750 ボウリング、卓球、ビリヤード

(有)ヤマダデンキ 大堀1817 電池、電球からドアホン、換気扇など修理工事までお気軽にどうぞ

菊寿司 大堀1910-1 出前にも、ご利用下さい

🔶富津地区 (有)ミノル石油　青堀中央SS 大堀1926 ガソリンスタンド内にて対象になっている商品（燃料・オイル・洗車等）にご使用になられます。

店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容 (同)西森造園 大堀1949-5 樹木の剪定、伐採など TEL080-3085-5335

グラン・フォッセ 大堀1-13-10 洋食とコーヒーが美味しいカフェレストラン。飲食時にコーヒーまたは紅茶1杯サービス (有)クリーンケアフッツ 大堀2043-3 家庭ゴミの収集（粗大ゴミ・不用品・草木枝・家電４品目等ご相談下さい）

居酒屋　うたげ 大堀1-16-1 日曜、月曜定休　創作居酒屋 ウッズ学院進学予備校 大堀2088 小中高校生を対象とした個別指導と集団小人数制学習指導塾

日本料理　鷹 大堀1-16-1 和食を中心にしたセットメニューやステーキ（200ℊ）も人気の一つです。 パティスリー青い鳥 大堀2101 洋菓子店です。季節の素材を活かした洋菓子を提供しています。

うなぎ処みさき製飯 大堀1-17-16 国産うなぎ使用のうなぎ屋です！分店のキッチンカー「うな寅」定期稼働しています。 e'clale 大堀2121 ・ハンドネイル、フットネイル　・ジェルネイル約400色取扱

(有)白井海苔店 大堀1-17-7 贈答用、家庭用、海苔小売　地方発送 鈴木整骨院 大堀2170 ウォーターベッドマッサージ、酸素カプセル、コルセット等で使用できます。

床屋　SUZUKI 大堀1-20-21 理容 酒乃カネセイ　(有)カネセイ 大堀2198 酒類　たばこ　飲料水等の販売

セブンイレブン　富津青堀駅前店 大堀1-22-5 コンビニエンスストア 出口屋商店 二間塚422 食品、雑貨他

小泉呉服店 大堀1-32-4 婦人衣料品の販売 志保沢茶園 二間塚1460-5 お茶・焼のり

中華料理　千勝 大堀1-33-2 営業時間１１：００～２１：００　水曜日定休日 デイリーヤマザキ　富津青堀店 二間塚1595-1 コンビニエンスストア

居酒屋　歓 大堀1-8-5 ソース焼そば・とり唐揚・生ビール等 バイクハウス　ひょうえむ 二間塚1794-1 オートバイと自転車の修理及び販売

おおほり整骨院 大堀２-3-10 ケガ、身体の歪み、不調を整えます　鍼灸美容鍼も行っております! 在原畳店 二間塚1809-4 畳製造、施行

串焼　権兵衛 大堀2-19-3 串焼をはじめチーズ料理、冬の天然寒ブリやシシ鍋などをご堪能下さい。 マヌレア　フラスタジオ 二間塚1912-2 フラダンス教室

髪をキレイにするサロン　ｅFFort 大堀2-22-6 カット・ヘアカラー・パーマ・トリートメント　ヘアケア用品 数学専門塾KAN 二間塚1912-2 算数・数学専門塾

ワタナベデンキ 大堀2-23-8 Panasonic家電製品　電気工事 (有)石井電化センター 二間塚2001-5 家電販売

しあわせ工房　クーロンヌ 大堀2-6-4 似顔絵ケーキや焼き菓子　大切な方に贈るスペシャルギフト 中華　錦楽亭 前久保141-2 前久保豚バラチャーシューメンNo.1　セットメニューバラエティー

喫茶アイリス 大堀3-23-15 軽食喫茶　店内でゆっくりお茶・お食事・おしゃべりできます。 (有)チバ写真 上飯野1697 証明写真　記念撮影のご用命承ります。　

三陽メディア(株)　富津営業所 大堀3-7-21 チラシ　ポスター　感染予防対策グッズ　自費出版　ホームページ制作 いいのラーメン 下飯野330-3 ラーメン、定食など

B・R・B 大堀4-1-27 車検、鈑金塗装など、車のことならなんでもおまかせ セブンイレブン　富津下飯野店 下飯野1128-9 食品・日用雑貨・お酒

セブンイレブン　富津大堀4丁目店 大堀4-4-1 コンビニ 富岡整体院 下飯野1128-6 第２・第４水曜日、毎週木曜定休　営業時間9：00～18：00

ステーキ　いなむら 大堀4-5-5 ステーキ、肉料理、ハンバーグ　水曜定休 ケーヨークリーニング　 下飯野770 しみ抜き、再生復元加工好評

ファミリーマート　富津大堀中央店 大堀12 コンビニエンスストア トータルリラクゼーションAju 青木1-1-1カインズホーム富津店内 もみほぐし、足つぼ、フェイシャル、全身矯正他全てのメニュー

(株)山晴堂 大堀12 本、文具、事務用品、事務機器 御茶YUCHAイオン富津店 青木1-5-1イオン富津店1F 生タピオカミルクティー、フルーツティーの提供

(有)モリ 大堀43-7 紳士、婦人服 SHOO-LA-RUE 青木1-5-1 イオンモール富津内　ファッション/婦人服・婦人雑貨

中小店　※ 「大型店・中小店共通券」、「中小店専用券」の両方ご利用できます。

富津市プレミアム付商品券取扱店一覧 中小店　※ 「大型店・中小店共通券」、「中小店専用券」の両方ご利用できます。

大型店　※ 「大型店・中小店共通券」のみご利用できます。
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🔶富津地区 🔶富津地区

店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容 店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容

ikka 青木1-5-1 イオンモール富津内　ファッション/メンズ・レディス・キッズ 中華料理　雲龍 富津549 単品から本格中華料理まで 10時より営業 定休日 水曜日・第4木曜日

SHOE・PLAZA 青木1-5-1 イオンモール富津内　靴 (有)斉藤商店 富津786-12 食料品、日用雑貨

オンデーズ 青木1-5-1 イオンモール富津内　メガネ 寝具&インテリアわたなべ 富津786 羽毛リフォーム/寝具販売（打直し取扱い無し）/雑貨販売

THE CLOCK HOUSE 青木1-5-1 イオンモール富津内　時計 浜新丸 富津874 遊漁船で乗合料金の支払いにご利用下さい。

CoCo夏 青木1-5-1 イオンモール富津内　バラエティ雑貨 鈴木商店 富津939 食料品・酒

さくら平安堂 青木1-5-1 イオンモール富津内　印章・印刷・和雑貨 手造り和菓子工房　野口製菓 富津1487-2 行列の出来るかき氷店へ是非お越し下さい

近藤商店 青木1-5-1 イオンモール富津内　豚丼 (有)角市商店 富津1497 手造りの惣菜が自慢

クラフトハートトーカイ 青木1-5-1 イオンモール富津内　手芸・生活雑貨 佐貫屋海苔店 富津1498 乾海苔・焼海苔・味付海苔　地方発送承ります。

クッキングサポート 青木1-5-1 イオンモール富津内　惣菜 髙広輪店 富津1503 自転車販売修理

中華ドラゴン 青木1-5-1 イオンモール富津内　中華総菜・中華点心 楠精肉店 富津1513 87-2831　やきとり・揚げ物など　ご注文はお電話にて承ります。　

ジャンプ 青木1-5-1 イオンモール富津内　精肉 パン工房　アリス　富津店 富津1538 （金）（土）のみ営業です。（土）は１０%引きとなっております

魚の山金 青木1-5-1 イオンモール富津内　鮮魚 (有)横田商店 富津1751 食品　雑貨　花

大東青果 青木1-5-1 イオンモール富津内　青果 (有)井上商店 富津1763 米・酒・食品・LPガス・灯油・住宅設備機器の販売と修理

わくわく広場 青木1-5-1 イオンモール富津内　生鮮・グロッサリー・陶器類 (有)鈴木屋商店 富津1815 LPガス・ガス器具・灯油・米・食品

和ダイニング四六時中 青木1-5-1 イオンモール富津内　ファミリーレストラン 小坂電器時計店 富津1843 家電製品販売、修理、電気工事

サイゼリヤ 青木1-5-1 イオンモール富津内　イタリアンカフェ&レストラン 松本屋 富津1909-1 海苔、茶　小売業

マクドナルド 青木1-5-1 イオンモール富津内　ファーストフード 砂山金三郎商店 富津2012 庖丁、はさみ等の刃物を毎日研いでいます。「刃物再生達人の店」

リンガーハット 青木1-5-1 イオンモール富津内　長崎ちゃんぽん 大定 富津2027 和食・日本蕎麦・出前

サーティワンアイスクリーム 青木1-5-1 イオンモール富津内　アイスクリーム 公園食堂　志のざき 富津2280 丼ぶり物、やきそば等テイクアウトやってます　営業時間10：00～15：00

スパイス王国mini 青木1-5-1 イオンモール富津内　カレー・ナン 長谷川商店 富津2307-50 焼海苔加工と販売。当店でしか製造していない岬の華好評です。

Cut be Style 青木1-5-1 イオンモール富津内　美容室 スズキマリン 富津2401-315 ジェットスキー本体、修理代、スズキ船外機本体、修理代などに使えます。

カットとカラーの専門店　BON 青木1-5-1 イオンモール富津内　ヘアーカット・カラー お食事処さざなみ 富津2654 焼海苔プレゼント１袋１０枚入

ホワイト急便ミツミネ 青木1-5-1 イオンモール富津内　クリーニング 中華料理　海花 富津2661 あさりラーメン900円 ごいしのりラーメン830円　※他、うま煮関係人気あります

チャンラック 青木1-5-1 イオンモール富津内　婦人服 ひろ寿司 新井78-1 寿司、天ぷら、うなぎ、ふぐ料理等　個室でイス席有ります。

あいお医療気功整体院 青木2-3-19 医療気功整体 Rocco 新井615-1 ピッツァとパスタのお店です

Bloom 青木2-7-6 化粧品、エステ、まつ毛カール、エクステ、眉カットを取り扱ってます。 正札堂　石油部 新井703-1 ガソリン・軽油・灯油

ファミリーマート　富津青木店 青木2-8-9 コンビニエンスストア 手打ち江戸蕎麦　里山 川名1080 手打ち十割蕎麦の専門店　天ぷら、鴨などの料理各種。土・日・祝日のみ営業。

正凛亭 青木2-9-12 ボリュームたっぷり得ランチ　五目あんかけもおすすめ 赤いとんがらし「韓韓麺」 川名1385 韓国料理　韓国ラーメン　焼肉　生ビール　各種サワー　テイクアウト可

美容室　Length 青木2-16-1 いつまでも触っていたい髪に！酸熱トリートメントや水素カラーで (株)まごころ一級屋 川名1481-2 千葉県産焼のり各種　営業時間　平日９：００～１７：００

中国料理　麗蘭 青木2-17-9 野菜多めの特製「餃子」、一品料理など　テイクアウトも可能です。 (有)すみれ園 篠部1427 浄化槽清掃等

Hair Studio M'ｓ 青木2-22-1 理容全般　美歯口セルフホワイトニング (有)平野石油店 篠部1529 石油製品の販売及び配達

BarBer10bee 青木2-20-21 理容サービス、理美容商品販売 若武旅館 篠部2134 宿泊、食事

MATAHARI 青木2-20-25 学生様20％OFF

Canon（カノン） 青木2-21-3 インテリア雑貨、手作りアクセサリー類、他

セブンイレブン　富津青木店 青木3-1-3 食品・日用雑貨・お酒

おそうじ本舗　君津店 青木3-6-9 ハウスクリーニングの全国チェーン　TEL73-0039

飯蔵 青木4-4-8-C 予約制ハウスレストラン。御予算に応じてお客様とメニューを相談して決めます。

MAYU 青木549 鍼灸、美容鍼灸、リンパドレナージュ、マッサージ

かつ菜　富津店 青木549 とんかつの店内飲食とテイクアウト

新店食堂 青木781 営業時間　11：00～18：30　火曜日定休日

モリタヤ薬品 青木1228-1 カネボウ化粧品、医薬品、洋品、お菓子など品々取り揃えています。

(有)蘭万園 青木1477-1 東洋蘭・おもと等伝統園芸植物の販売

一角(株)　本店 青木1593 家庭金物全搬、建築金物、塗料、ビス類等の販売

一角(株)　土木資材部 青木2019 セメント、砂、砂利等の土木資材販売、ポンプ、浅井戸工事等

日の丸マリーンタクシー 新富２－３ タクシー

日本ビル防災(株) 富津49-13 し尿汲み取り、浄化槽点検・廃棄物収集

正札堂　洋品部 富津76 洋品、富津小・中学生服、セーラー服、体操服、上履き等

富津オートサービス 富津181 プロパン、水道工事、灯油の販売、配達

石井呉服店 富津395 衣料品全般、富津小・富津中体操服　クリーニング取次

セブンイレブン　富津岬店 富津467-2 コンビニエンス

(有)富津鈑金 富津525 整備、車検、鈑金、塗装、エンジンオイル、その他パーツ取扱い

中小店　※ 「大型店・中小店共通券」、「中小店専用券」の両方ご利用できます。 中小店　※ 「大型店・中小店共通券」、「中小店専用券」の両方ご利用できます。
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🔶大佐和地区 🔶大佐和地区

店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容 店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容

(有)保田自動車 絹41-2 自動車の鈑金修理、新車・中古車の販売 染織工芸　平野 亀沢206-3 呉服、手描友禅、本蒔糊、着物、洗い、仕立

ヒラマ畳工業 絹115 各種畳（イ草、和紙、カラー畳など）でお部屋をリフレッシュしませんか？各種内装工事もご相談下さい。 新五郎酒店 八幡179 酒類販売

小熊電気商会 絹140-2 電気製品の購入、修理、電気工事のことお気軽にご相談下さい。 ライフショップ　オガワヤ 八幡180 食料品・日用雑貨

(有)イワオ自動車工業 西大和田521 自動車修理、鈑金、塗装、新・中古車販売 (有)高島モータース 鶴岡1043-2 車検

プチレストランWelウェル 西大和田638 おいしい洋食屋さん　ランチタイム店内禁煙　営業日　土・日　 房総畜産フレッシュマート三平 亀田240-3 大きな肉だんご、手作り焼豚

白井畳店 西大和田955-1 畳工事一式、内装工事全般 三代目　一平 亀田547-2 中華料理

犬家さくら 千種新田13-1 仔犬販売、犬のトリミング、ドッグフード販売（ロイヤルカナン）（シュプレモ） 綾部商店 佐貫80-1 天日干し鹿野山炭火手焼せんべい

フラワーショップJUN 千種新田13-5 花束、アレンジメントフラワー、鉢物、プリザーブドフラワー、シャボンフラワー (有)宮醤油店 佐貫247 しょうゆを醸して186年。老舗の味わい深い旨味のある醤油です。

そば処　やな川 千種新田60-10 手打蕎麦 相模屋 佐貫251 婦人服を販売しています。お気軽にお立ち寄りください。

ケーキ　スタジオ　カスタード 千種新田61-3 ケーキ、焼菓子、デコレーション等 内野薬局 佐貫256 保険調剤・医薬品・雑貨・化粧品　販売

セブンイレブン　富津千種新田店 千種新田325 コンビニエンスストア 金井理容室 佐貫480 男女調髪（赤ちゃん可）、特殊技術、エステ、お顔剃り、その他

やきとり信ちゃん 千種新田366 カラアゲ店頭販売

(有)平野薬品 千種新田370 ハリきゅう治療行っています。

(有)渡辺サッシ 千種新田375-5 玄関・サッシ・網戸・雨戸・リフォーム・カーポート・テラス

小泉米店 千種新田598-14 毎日店頭精米販売

(株)鈴木タイヤ商会 千種新田675 各種自動車販売・整備・鈑金・各種保険　　お車のことなら何でも！

麻の葉 千種新田918-4 定食には焼海苔がつきます

(有)大佐和産商　大佐和SS 千種新田937-2

味のかん七 千種新田1164 寿し、うなぎ、あらゆるはかりめ料理、定食類、各種丼物、出前有

おしゃれの店　ミチコ 小久保1156 化粧品、エステサロン

野村呉服店 小久保2310-3 大佐和中男女制服と指定品・洋品・寝具・名入タオル他、各種衣料品

(有)小駒ラジオ店 小久保2317 家庭電化製品販売・修理・空調・電気配線設備工事

カットスタジオ　カズキ 小久保2700 ヘアカット、パーマ、カラーリング、シェービング

丸薬局 小久保2759 医療品・医療用品・化粧品等の販売

セブンイレブン　富津大貫店 小久保2876 コンビニエンスストア

マルエー金物店 小久保2882 金物　雑貨　陶器

エステティック　らるじゅ 小久保2905-1 フェイシャル、マツゲパーマ、エクステ、リンパマッサージ

上田屋 小久保2986 酒類・食料品　電話１本で配達します。

天ぷらうなぎ　うえだ 小久保2997-1 AM11:30～PM2:00 日替り定食　小鉢デザート付700円

誠食堂 小久保2997-1 500円サービスランチやってます。11：30～14：00

ヘアーサロン　フジヒラ 岩瀬641-3 理容一般

大佐和清掃社 岩瀬818 浄化槽清掃、一般廃棄物収集・運搬（屎尿）

(株)加藤呉服店 岩瀬818-3 趣味の逸品呉服及び大佐和中学校の学校洋品等あつかっております

(有)イシイデンキ 岩瀬820-5 商品、修理、工事、何でも使えます。

とけや魚店 岩瀬826 鮮魚

いち川寿司　いち川旅館 岩瀬841 大小御宴会、仕出し、お寿司等

マートエノタケ 岩瀬844 食品、酒類

いとや旅館 岩瀬871 ゆっくりできる　デザート、コーヒー付ランチ1,430円（込）～

レストラン　サンクレスト 岩瀬988 ランチセット、ホームメイドケーキが人気です

寿司　活魚料理　いそね 岩瀬993-4 富津名物はかりめ丼や日替りランチ、レディースセットが人気です！！

東京湾観光 岩瀬1009 個人旅行、団体旅行、日東交通わくわくツアー受付店

大野酒店 岩瀬1009-6 富津岬（本醸造）いっぺ（純米酒）春にはかずさの草（吟醸・疎酒）暮には樽酒　いずれも720ml発売

榎本米店 岩瀬1115 米穀専門店

三春クリーニング大貫東口店 岩瀬1115 衣類（和服含む）・寝具・ジュータン・カーペット・カーテン・皮革製品（ジャンパー・コート・バッグ・靴）コタツ掛敷布団

(有)君津プロパンガス商会 岩瀬1116 ガス器具他、関連商品、自転車、及び修理、家電製品販売

(有)写真のワタナベ 岩瀬1141 一般記念撮影（生前遺影撮影中）　証明写真　おまたせ致しません

綺髪らし 岩瀬1169-1 美容室&リラクゼーション　9時～19時営業　予約制　火曜定休

パン工房　アリス　大貫店 岩瀬1194-6 （月）～（金）までの営業です。（金）は１０％引きになっております。

ヤナ洋品店 岩瀬1197-9 婦人洋品

松田造園 近藤146 造園工事一式

福富ラーメン 亀沢3 テイクアウト　チャーハン、チャーシュー丼、チャーシュー

中小店　※ 「大型店・中小店共通券」、「中小店専用券」の両方ご利用できます。 中小店　※ 「大型店・中小店共通券」、「中小店専用券」の両方ご利用できます。
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🔶天羽地区 🔶天羽地区

店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容 店舗名 所在地 取扱商品・サービス内容

川口金物店 望井105 家庭金物刃物工具 定休日1日10日18日 (資)川口金物店 竹岡674 家庭金物、建材、園芸用品、刃物等

望井美容室 望井170-3 ビーワン水を使用した気持ちいいパーマ、カラーを体験して下さい 松井薬店 竹岡4359 医薬品　化粧品　衣料品　医療用品　雑貨

九重青果 望井179 野菜・果物 土谷畳店 竹岡4370-1 畳のことなら何でもご相談ください。

(有)斉藤モータース 望井243-1 民間車検工場、一般修理、各種自動車販売、鈑金、塗装、保険 (株)牧野工務店 上後198 家電製品販売、修理、電気工事、住宅リホーム工事

ミスタータイヤマン富津 望井295-1 タイヤ・バッテリー・オイルetc自動車用品販売　車検・整備 タマキ薬局 上後259 処方せん調剤、薬・化粧品販売

正井屋 湊12-1 青果・果物の他、生花・各種用品も取り扱っております。 (株)池田商店　本社 上後276-1 LPガス・ガス機器・家庭電化製品・住宅設備機器

ケーヨークリーニング　湊店 湊17 しみ抜き、再生復元加工好評 ソムリエハウス　酒匠の館 上後423-1 清酒「大吟醸　東魁盛」等　全国新酒鑑評会9年連続入賞中（内金賞7回）

いわしや薬局 湊18 医薬品、化粧品、医療用品、健食（調剤は対象外） 千石 更和81 ハンバーグセット、定食ランチ

トリウミ洋品店 湊33-2 オシャレで楽しい光る一点ものの婦人洋品　月末はポイント2倍 セブンイレブン　富津更和店 更和83-2 コンビニエンスストア

(有)むらいし 湊41 葬祭業、生花・盛籠（缶詰・果物）・御供物等各種取り揃えております ヘアースペースおおくぼ 更和102-10 理容全般・女性お顔剃り・エステ・身体をゆるめるリンパケア

小泉酒店 湊45 酒類、食品 Honda Cars 富津 長崎186 自動車販売・修理

(有)天羽電器商会 湊46-10 家電製品販売、修理　電気設備工事、管工事 (株)藤橋建設 長崎227-1 BELS登録店。新築工事、あらゆるリフォームに対応

鳥きん 湊56 穴子はみ出し天重、唐揚各種、お持帰り出来ます。 こみやま食堂 長崎228 焼肉、トンカツ、麺類　その他炒め物、ギョーザなど。

(有)平野肉店 湊181 精肉店　日曜定休 和風料理　宮島 海良115-2 地元の新鮮な食材を使った数々の料理を是非お召し上がり下さい。

キッチン　あとりえ 湊182 煮こみハンバーグ、シフォンケーキ、お米の販売等 (株)錦織商店　天羽給油所 田倉483-19 ガソリンスタンド

肉のたつ美 湊195 チバザポーク、いも豚、いも豚加工品取扱店　手づくり惣菜も多数あります。 (株)錦織商店 田倉483-22 小売業

玉屋ふとん店 湊199 綿ふとん打直し仕立直しでふっくらふわふわ　羽毛ふとんリフォーム マザー牧場 田倉940-3 入場券売場・レストラン・フードスタンド・売店でご利用いただけます。

茶・海苔　なかざわ 湊200-1 12月は1日休み　2日～31日まで休まず営業致します。 茂木牧場手造りチーズ工房らくと 豊岡1953 酪農家が搾りたての生乳で手造りする「さけるチーズ」が人気です。

山口写真 湊201-1 記念写真撮影　各種証明写真撮影 齋藤麹味噌工業所 岩本372-1 無添加さいとうさんちの味噌

(有)イイダデンキ 湊201 家電販売、修理、電気工事 (有)亀井商店 関尻377-1 燃料、タイヤ、オイル等取扱い商品にご利用頂けます。

松月堂(有) 湊216-2 季節の和菓子製造販売　大きな栗どら焼き、栗まんじゅう 伊東建設興業(株) 六野12-2 リフォーム代金・トイレ・洗面・キッチン・風呂・草刈り等

ぼんぼん亭 湊227-1 平日、日替弁当￥700注文承ります。　定休日：水曜・火曜午後 方雅 押切73-3 らーめん、定食各種、定休日水曜日

(株)錦織商店　湊支店 湊231-1 小売業 竹ノ内米店 山中1254 米穀

(有)冨永商店 湊530 金物、工具、建材、水道用品、ねじ類、家庭器物、小売販売 おみやげ市場金谷店（天然温泉海辺の湯1F) 金谷525-17 金谷特産品のかじめ、海産物や房総の銘菓、キャラクター、雑貨品など約1,000アイテムの商品を取り揃えております。

いこい食堂 湊664 麺類、定食、チャーハン、ギョーザなど モカトラカフェ 金谷525-18 クレープ、ソフトクリーム、シェイク、コーヒー

かりこみストアー 湊666 食品・青果・お米・菓子・パン・雑貨を販売しております サロンド・ボーテ・ミュー 金谷2088-5 送迎無料（要予約）　肌の弱い方むけにジアミンフリー・過水フリー染の取扱してます。

スタミナ食堂 湊710-1 台湾料理、炒飯、ラーメン、各種炒めもの、餃子いろいろ おふくろ 金谷2133-5 昼は11：00～14：00/夜は17:00～21:00で営業しております。

パナクレールたかなし 湊720-12 パソコン・サポート、家電製品・修理、住宅設備機器・電気工事 メキシコ食堂カランコロン 金谷2174-2 タコス・メキシカンチキン・コロナビール・テキーラ

スナック宴 湊735 軽食もあり、カラオケ セブンイレブン浜金谷店 金谷2174-2 食品、雑貨、酒

ざ・らめーる 湊735 洋品、手頃な品あり、割引あり (有)ヒラシマ 金谷2222-21 衣料品・介護用品・寝具・ギフト

チャーム 湊765 自家製チャーシューでしょうゆラーメンです。その他惣菜、お弁当も販売しています。 太田屋 金谷2225 生鮮品から生活雑貨まで、はばひろく取り揃えてます。

LIXIL FC 藤野トーヨー住器(株) 湊769 サッシ・網戸・カーポート・断熱内窓・玄関リシェント・リフォーム施工販売 (有)金谷モータース 金谷2286 車検・販売・オイル交換

鈴乃屋 湊801-3 手打ち蕎麦、うどん、丼物 エネオス金谷給油所 金谷2288 ガソリン・灯油の給油　洗車・オイル交換を取り扱っております。

ひらの時計店 湊801-4 時計、メガネ、宝飾品、コンタクト、補聴器 地魚鮨　船主総本店 金谷2288 2019年にリニューアルした地魚鮨　船主総本店　豊富な地魚を取り扱っております。

セブンイレブン　富津湊店 湊811-1 コンビニエンスストア 海鮮浜焼き　まるはま 金谷2288 東京湾と鋸山を眺めながら、浜焼きが楽しめます。90分食べ放題

吉原商事(株) 湊812-1 ガソリンスタンド石油販売 見波亭 金谷2288 千葉県の優れた素材を使用し、バウムクーヘンやスイーツを販売。

めし処　山の上の下 湊832-11 ランチを食べた方にコーヒー1杯サービス ザ・フィッシュ 金谷2288 海鮮レストラン、お魚市場などを併設した複合施設。

さとみ寿司 湊832 ランチメニュー　房総寿司　穴子寿司　海堡丼　地元で上った鮮魚で握った寿司サービスになってます 島津商会 金谷3851-2 ガス料金の支払い、ガス器具の支払い

カレー工房　あさると 湊832 カレー専門店 香豆珈琲 金谷3867 ゆったり・まったり・のんびり珈琲時間をどうぞ　コーヒー&焼菓子

お好み焼き　あのにむ 湊832 お好み焼き・もんじゃ Pizza　GONZO 金谷3869-2 ナポリピッツア専門店　ペット連れOKです。

東京新聞富津専売店 湊1090-1 東京新聞・千葉日報・東京中日スポーツ 笹生精肉店（まつばや） 金谷3869-15 食肉販売　自家製チャーシュー

（株）池田商店　湊営業所 湊1148-4 LPガス・ガス機器・家庭電化製品・住宅設備機器 かぢや旅館 金谷3887 日帰り入浴￥700-　中食にもご利用できます（要問合せ）

ビータスカフェ 湊1231-1 土日のみ営業してます。自家製炙りチャーシュー丼人気です。 フミヲ商店 金谷3935-18 野菜　食料品　雑貨小売業

ローソン　富津湊店 湊1238-1 コンビニエンスストア 楠商店 金谷4209 食糧品、青果

岡田建設(株) 売津18 新築工事・リフォーム工事・増改築工事　住まいのことなら 金谷フェリーサービスセンター「売店」「波留菜亭」 金谷4303 物販と食事、両方でご利用可能です。

(有)鳥海商店 売津92-1 米殻・酒類・食品・木炭・ガソリン・軽油・灯油

いわしや薬局　売津店 売津153-2 医薬品、健食、医療用品（調剤は対象外）

和蔵酒造(株) 竹岡1 富津のおいしい地酒

(資)三十郎商店 竹岡354 食料品全般、LPガス

五島畳店 竹岡477-1 新床一式

おくむら 竹岡501 仕出し　地魚貝料理　オードブル

中小店　※ 「大型店・中小店共通券」、「中小店専用券」の両方ご利用できます。 中小店　※ 「大型店・中小店共通券」、「中小店専用券」の両方ご利用できます。
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