
お問い合わせ先 那珂市商工会
那珂市菅谷 4404 -7   TEL .029-298-0234
http://www.nakashishokokai.com

事 業 主体：那 珂 市  事 業 委 託 先：那 珂 市 商工会

いぃ那珂暮らし
令和2年度 那珂市プレミアム付商品券事業

取扱店・
販売店一覧

利用
期間 10月10日～1月31日

令和2年 令和3年

（売切れ次第終了）

令和2年 令和2年1 次
販売 10月10日～11月8日
2次
販売 11月 9日 ～ 1月31日

令和2年 令和3年

応援券

取扱店はこの

のぼり旗 ポスター
が目印です

家計にいぃ！

地元にいぃ！

購入対象者

購 入 方 法

いぃ那珂暮らし応援券とは

「販売店」で購入いただき、「取扱店」にてご利用いただけます。
令和2年9月1日現在で那珂市の住民基本台帳に記載がある世帯に、那珂市から「購入引換券」及び「購入者証」が配布されます。

「購入引換券」は対象世帯のうち、1人世帯には1枚、2人世帯には2枚、3人以上の世帯には3枚、「購入者証」は各世帯1枚が、それぞれ
配られます。いずれも原則として再発行はしませんので、大切に保管し、ご利用ください。

※大型店：延べ床面積1,000㎡以上の店舗（スーパー、ホームセンターなど） ※小型店：延べ床面積1,000㎡未満で、飲食店以外店舗 ※飲食店：飲食店の営業許可を受けている店舗（イートインスペース付のコンビニ、スー
パー等は含まない） ※それぞれ、対応する店舗でしか利用できませんので、ご利用の際はお手持ちの券をご確認ください。 ※いぃ那珂暮らし応援券の取扱店の最新情報は、那珂市商工会WEBサイトからご確認ください。

1次販売期間は「購入引換券」と引き換え、2次販売期間は「購入者証」の提示により購入することができます。

1冊13,000円分の商品券を10,000円で購入できる商品券です。

●那珂市内の取扱店でのみ使用できます。●売買や、現金との換金はできません。●購入者、購入者と世帯を同じくする方及びその代理人若しくは使用人が使用できます。●以下の❶～❾のお支払には使え
ません。 ❶不動産（土地、家屋、家賃、地代、駐車料）等の購入等に関わる支払い ❷金融商品等の購入に関わる入金や支払い（例：普通預金、定期預金への入金や、国債、外貨預金、ＦＸ、投資信託などへの支払
い） ❸たばこ購入のための支払い ❹換金性があり広域的に流通するものの支払い（例：商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入） ❺事業活動に伴い使用する原材
料、機械類及び仕入品等への支払い ❻医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む） ❼「風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律」第２条に規定する性風俗関連特殊営業に
係るものの支払い ❽国税、地方税及び使用料等の公租公課への支払い ❾その他本事業の趣旨に適さないと思われるものの支払い

いぃ那珂暮らし応援券ご利用上の注意

「飲食店専用券」2,000円分「小型店・飲食店専用券」5,000円分「全店共通券」6,000円分

いぃ那珂暮らし
応援券の内容



いぃ那珂暮らし応援券販売店・取扱店一覧
販売店

取扱店

ヘアーアトリエ Fujita（フジタ） 火曜日、
第 2・第 3月曜日

杉 370-1
029-295-3859

店 名 定休日

店 名 住 所 取扱商品・サービス内容 対象の券 店 名 住 所 取扱商品・サービス内容 対象の券

住所
電話番号

商品券
販売時間

商品券
販売時間店 名 定休日住所

電話番号

10:00～17:00

杉 487-1
029-295-7657 9:00～22:00

キッチン＆カフェ ペピート 堤 1067-2
029-295-1888 10:00～21:30

ヘアーサロンみよし 火曜日、
第 2・第 3月曜日

向山 1185-23
029-298-3830 9:00～17:00

HiNAQ 横堀 2202
090-4001-0400 11:00～15:00

河内屋酒店 額田北郷 562-1
029-298-1017 9:30～16:00

ヘアーサロンせき 火曜日、
第 2・第 3月曜日

額田北郷 573
029-298-1497 8:00～19:00

㈲つぼ焼 おおがね 月曜日、
祝日の場合は火曜日

額田北郷 609
029-298-1088 9:00～17:00

ファミリーショップみやざき 額田南郷 300
029-298-1029 8:30～18:30

ひばり理容室 火曜日、
第 2・第 3月曜日

菅谷 661-13
029-298-0574 8:00～19:00

得得 那珂店 月曜日15時以降、祝日の
場合は火曜日15時以降

菅谷 690-2
029-270-8668 11:00～21:00

遠藤実行政書士事務所 菅谷1941-318-203
029-298-7787 9:00～17:00

竹ノ内 3-6-5
029-298-7000

イオンリテール㈱
イオン 那珂町店

味噌乃マルショウ
那珂後台店

10:00～20:00

Beauty Space Large hair 竹ノ内 3-15-3
029-295-6442 10:00～18:00

そば処 かどや 福田 1844-1
029-298-3639 11:30～20:00

Kマート 鈴木屋酒店 後台 681
029-298-0209 8:00～19:30

後台 3053-13
029-295-7878 11:00～22:00

和服クリーニング 京都屋 日曜日、
祝日（要事前連絡）

シフォンケーキ、プリン、
ラスク

婦人洋品販売、タオル、引物、
体育着取扱い

日用品、雑貨、ペット用品、
工具、花木

㈱カワチ薬品
サンモリノ那珂店
フードオフストッカー
サンモリノ那珂店

コンビニエンスストア、
ファストフード

コンピューター機器、
フェイスガード等 販売
銀シャリ餃子、
ラーメン定食

ハンバーグやパスタ、お魚
料理が人気です！
食と芸術を森の空間で
お楽しみください

カフェ＆ギャラリー　
OPEN SESAME

カット、パーマ、まつげパーマ、
ヘッドスパなど

森永乳業㈱特約店、乳製品
他宅配

定食を低価格でどうぞ！
（営業時間11時～14時）

ヘアーカット、シェービング
など

豊喰 750-10
029-298-8607

ヘアーアトリエ Fujita（フジタ） 杉 370-1 理容全般

㈲根本自動車工業 額田北郷 19-3 自動車販売・整備

おとと屋 額田本店 額田北郷 555 鮮魚販売、仕出し

河内屋酒店 額田北郷 562-1 酒・食料品

菓子類、額田城、焼どーなつ

ヘアーサロンせき 額田北郷 573

㈲つぼ焼 おおがね 額田北郷 609

森永牛乳 額田販売店 額田北郷 613

稲川理容所 額田北郷 623 カット、パーマ他

梅乃家食堂 額田北郷 536 定食、和食、法事、慶事

居酒屋みっちゃん 額田北郷 986-4 居酒屋

定食家 額田南郷 1909-1

セブンイレブン 那珂中央店 杉 487-1 コンビニエンスストア

ひまわりの丘 杉 1095-2

ミニストップ那珂堤店 堤 203-3

やまぶきや 堤 664-8

ヘアーサロンみよし 向山 1185-23

餃子

ファミリーラーメンふるさと 杉 1097-7

麺棒倶楽部 杉 1104-10 そば、うどん、ご飯類など

ファミリーらーめん華林 堤 435-15 ラーメン・料理などの提供

キッチン＆カフェ ペピート 堤 1067-2

横堀 1899-5

HiNAQ 横堀 2202

8:00～17:00

ファミリーショップみやざき 額田南郷 300 総合衣料

ミートくめショップ 額田南郷 315-1 食料品

スーパーマーケット

沢山洋品店 額田南郷 317-6

㈱マルト 那珂店 菅谷 522

DCMホーマック 那珂店 菅谷 1614

無し

無し

水曜日

月曜日

木曜日15時以降

無し

㈱後藤商店 西木倉 185-1
029-298-0205 8:00～17:30 無し

倉田石油店 戸 2716
029-297-0101 7:30～19:00 無し

㈲スケガワ 戸 3044-1
029-297-0818 7:30～19:30 不定休

㈲青山グラフィック 飯田 1965-1
029-298-3720 9:00～17:30 土曜日、日曜日、祝日

スーパーヒロセヤ 那珂店 飯田 2708-2
029-295-2281 9:00～18:00 無し

レッド ヴァイオリン 鴻巣 384-8
029-295-3677 11:00～15:00 不定休

とんかつ一筋 かつ𠮷 鴻巣 483
029-298-0149

11:30～15:00
17:00～20:00 月曜日

木内酒造（合） 鴻巣1257
029-298-0105 10:00～19:00 無し

鴻巣 3251-1
029-295-0227

セブンイレブン
那珂市役所前店

ファミリーマート
那珂瓜連店

9:00～22:00 無し

戸崎 997-12
029-353-0133

セブンイレブン 
那珂戸崎店
セブンイレブン
那珂酒出店

セブンイレブン 
那珂中央店

9:00～22:00 無し

北酒出 66-1
029-352-2501 10:00～17:00 無し

常陸ハイエッグ㈱ 門部 2679-7
029-295-2598 8:00～17:00 無し

千葉酒店 瓜連 560
029-296-0065 10:00～19:00 水曜日

サラダ館 瓜連店 瓜連 560
029-296-3709 10:00～19:00 水曜日

瓜連 1392-1
029-270-9010 12:00～17:00 無し

㈱がんこ一番 古徳 249-1
029-296-2001 10:00～20:00 水曜日

Relaxation-O 平野 1800-134
029-352-2006 10:00～17:00 不定休

木曜日

火曜日、木曜日

月曜日

土曜日、日曜日、祝日

火曜日、第 3月曜日

薬、化粧品、雑貨、食料品菅谷 1618-2

スーパーマーケット菅谷 1618-2

家電量販店ケーズデンキ 那珂店 菅谷 1620-1

小売業ワンダーグー 那珂店 菅谷 2431-1

全店共通券 小型店・飲食店専用券 飲食店専用券

全店共通券 小型店・飲食店専用券 飲食店専用券

※年末・年始等、定休日以外にも休業日があります。詳しくは各店舗にご確認ください。

額田地区

菅谷地区

神崎地区



店 名 住 所 取扱商品・サービス内容 対象の券

イオンリテール㈱
イオン那珂町店

衣料品

パン

メガネ、補聴器

食肉、総菜

薬、化粧品、日配品、日用品

食品小売業

衣料雑貨

一般クリーニング

銘茶、珈琲、陶器、抹茶 他

介護用品、福祉用具

鮮魚、お弁当

薬品と化粧品

ドラッグストア

衣料品販売

野菜、手作り加工品販売

パパイヤ、パパイヤカレー

和洋酒、食品、小売

車検、整備、保険

洋菓子

美容業

お仏壇、神具等

美容業小山美容室 菅谷 591-41

薬、化粧品、日用雑貨、食品、
その他くすりのマルト 那珂店 菅谷 600-1

紳士服コナカ 那珂店 菅谷 2427-1

㈲瀬谷モータース 菅谷 658-30

理容全般、出張理容、フェイ
シャルエステ、育毛ひばり理容室 菅谷 661-13

ル・コースイ 菅谷 665-59

ガラス、サッシ、カギ交換、
エクステリア等ひばり屋金物店 菅谷 667-6

サロン ド フォルム 菅谷 1588-1

宅配、持ち帰り（配達範囲
制限有り）ドミノピザ 那珂店 菅谷 1588-1

菅谷1941-318-203 相続・遺言手続、各種許
認可申請遠藤実行政書士事務所

車検、整備、車両及び部品
販売アーバンモータース 菅谷 2279-1

お仏壇のまつや 那珂店 菅谷 2297-1

パンフレット、冊子、帳票類、
名刺、封筒等印刷全般ヨシザワ印刷社 菅谷 2468-84

フーズ＆リカー しまね 菅谷 2468-141

パン工房 シャンテ 菅谷 2565-4

メガネのクロサワ 那珂店 菅谷 2653-1

総合寝具（綿の打直し・
加工）、室内装飾全般寝装 なかふじ 菅谷 2820-4

川又精肉店 菅谷 3015

こだわりの米いろいろ！
店頭で白米に！寺門米店 菅谷 3015-6

電気器具販売、電気工事、
LPガス、灯油㈱サウンドフナバシ 菅谷 3264

ドラッグストアトライウェル
那珂店

㈱照沼商事
セルフ アビーロードなか店

菅谷 3447-1

㈱やぎぬま農園 菅谷 3690

車の販売からメンテナンス、
ガソリン、石油菅谷 3865-1

業務スーパー 那珂店 菅谷 3883-1

理容全般、お顔剃美容法、
マッサージシェーブツバメ理容所 菅谷 4189-1

きぬ屋 菅谷 4225-1

直売所 とんがりはっと 菅谷 4422-2

医薬品、化粧品、雑貨、
その他スルガヤ薬局 菅谷 4468-15

総合家具販売、桐タンス
再生坂本家具店 菅谷 4531-11

大竹クリーニング店 菅谷 4531-18

茶専門店みのり 菅谷 5331-12

㈱ロングライフ 那珂営業所 菅谷 5487-4

日の出屋 菅谷 7039

時計、メガネ、その他販売
修理オグラヤ時計店 菅谷 7050

藤咲薬品 菅谷 7052

切花、鉢物、花束、アレンジ
（配達は除く）カントリーフラワーひまわり 菅谷 7053

ツルハドラッグ 那珂竹ノ内店 竹ノ内 1-5-10

食品全般、雑貨、ドリンク、
酒などセブンイレブン 那珂菅谷店 竹ノ内 1-25-11

ファッションマート ふくや 竹ノ内 1-26-6

カラオケBOX

ケーキ、洋菓子等の販売

靴、シューケア用品

靴

和菓子

ビッグエコー 那珂店 竹ノ内 1-26-6

シャトレーゼ 那珂店 竹ノ内 1-26-6

東京靴流通センター 那珂店 竹ノ内 1-26-8

メンズ・レディス衣料品
販売AOKI 那珂店 竹ノ内 2-3-1

医薬品、化粧品、日用雑貨、
食品ウエルシア薬局 那珂竹ノ内店 竹ノ内 3-7-3

アスビーファム那珂町店 竹ノ内 3-7-5

カット・カラー・パーマ・
縮毛矯正・髪質改善等Beauty Space Large hair 竹ノ内 3-15-3

タイヤ、ホイール、カー用品、
車検等タイヤ館 那珂 竹ノ内 3-15-4

車検、整備、タイヤ、その他
カー用品販売カーショップ Big-1 竹ノ内 4-11-5

お弁当、お惣菜、お刺身、
鮮魚 など全日食チェーン Kマート菅谷店 福田 1789-1

㈲青柳製菓 福田 1792-4

スーパーマーケット㈱かわねや 菅谷店 菅谷 3305-1

薬、化粧品、雑貨、食料品㈱カワチ薬品 那珂店 菅谷 5474-1

スーパーマーケットフードスクエアカスミ 那珂店 竹ノ内 1-26-1

衣料、食品、暮らしの品販売竹ノ内 3-6-5

一般生活用品ホームセンターカンセキ 那珂店 竹ノ内 4-1-2

店 名 住 所 取扱商品・サービス内容 対象の券

そば

手打ちそば、天ぷら

パン・菓子

和食、仕出し、宴会料理

居酒屋

回転寿司

焼肉食べ放題

ハンバーガー類

レストラン

レストラン

会席料理、宴会料理

ハンバーガー類

大人の駄菓子屋

地域密着のラーメン店

洋食、ステーキ、ハンバーグ

うどん、そば定食など提供

レストラン キャロッツ 菅谷 168-12

得得 那珂店 菅谷 690-2

裁ちそば ままの屋 菅谷 4515-13

菅谷 1591-1 ドーナツ・ドリンクの販売、
店内飲食、お持ち帰り

ミスタードーナツ
那珂町ショップ

マクドナルド
那珂町ホーマック店

ココス サンモリノ那珂店 菅谷 1591-1

幸楽苑 サンモリノ那珂店 菅谷 1593-1 らーめん、ギョーザ、チャー
ハン等

菅谷 1614

セルフ酒場 Qワトロ 菅谷 1941-299

おとおラーメン 菅谷 1941-303

菅谷 2279-28ココス 那珂店

日本料理 大森茶寮 菅谷 3533-7

にこにこハンバーグ ひまわり 菅谷 3872 ハンバーグ・常陸牛ステーキ・
コーヒー・サラダバー

手打ちそば 三六庵 菅谷 4570-3

パン工房ぐるぐる 那珂本店 菅谷 5360-1

遊心 店内飲食の方、ソフトドリ
ンク1杯サービス

菅谷 7046YGK
ビル 1-B

魚菜おととや 菅谷店 竹ノ内 1-3-6

旬彩たぬき 竹ノ内 1-26-3

おいしい唐あげと
味噌ラーメンのお店ラーメンむとう 那珂店 竹ノ内 2-2-3

魚べい 那珂店

焼肉きんぐ 那珂店

竹ノ内 3-6-1

竹ノ内 3-6-5

マクドナルド 那珂町店

しののめ

竹ノ内 3-6-5

寿司、定食、一品料理、個室
あり
とんかつ、天婦羅、他各種
定食

竹ノ内 4-18-7

食事処 つかさ 福田 1792-3

日本そば、うどんの飲食
及びテイクアウトそば処 かどや 福田 1844-1

全店共通券 小型店・飲食店専用券 飲食店専用券



ガソリン販売

総合食品店

自動車整備、車検、鈑金塗装

食品、雑貨等

コンビニエンスストア

着物丸洗い、しみぬき

漬物

ギフト品販売

住宅機器

理容業によるサービス

酒類、お料理の提供

コンビニエンスストア

農産物・加工品・酒類販売

和洋菓子

酒類全般

花

㈱増子石油店 後台 614

コンビニエンスストア鴻巣 3251-1

常陸牛、ローズポーク、
惣菜販売

農業資材、農薬、機械、肥料、
日用品、食品、酒、農産物
不用品処分、スズメバチ
駆除 など
家屋解体、砂利・砂販売、
立木伐採、抜根
季節の釡めし、寿司、天ぷら
をご提供。

カフェレストラン、ランチ、
テイクアウト
かつ丼、カツカレー、納豆
かつ、チーズかつ

セブンイレブン
那珂市役所前店

肉のヤマダ 後台 678-5

Kマート 鈴木屋酒店 後台 681

カークイック倶楽部
那珂車検センター 後台 3044-7

セブンイレブン 那珂中台店 津田 2577-19

中山園芸 津田 2650-2

セブンイレブン 那珂豊喰店 豊喰 57-1

精肉、手作り餃子、揚げ物、
お惣菜の販売肉の青木 豊喰 107

和服クリーニング 京都屋 豊喰 750-10

ピアノレッスン、ソルフェー
ジュ、リトミック藤田美歩ピアノ教室 中台 141-17

商品券利用でガソリン・
灯油２円引き

おいしい手打ちそばを
ご家族でどうぞ
こだわりの国産鰻を使用
した鰻料理の提供

蔵元直送日本酒、自家焙煎
コーヒー豆

千日味噌ラーメンがおす
すめ！

１２年目の薪窯焼ピザ屋
です

ホンダ・ヤマハ・スズキ契約
店、ブリヂストン

医薬品、化粧品、日用雑貨、
食品

くすり、本、文具、化粧品、
雑貨

生花、お茶販売。お花の
ある暮らしを応援します。

リラクゼーション、ハーブ
ティ、化粧品
とんかつ、ロースカツ、ヒレ
カツ、エビフライ

餃子（6個入）400円→300円 
この機会に一度
和定食とテイクアウト
各料理

ピザ・パスタなどが中心
のイタリアンです

コメリハードアンドグリーン
瓜連店

ファミリーマート
那珂瓜連店

揚げ物を中心とした定食
（トンカツ）

宮内石油 中台 494

和のくら 中台 573-2

サラダ館 那珂バイパス店 中台 660-1

㈱進栄管材 中台 770-4

かなざわ理容室 西木倉 180-6

居酒屋よいち 後台 1196-1

石油製品、雑貨

和洋酒、食料品、乾物、雑貨

倉田石油店 戸 2716

㈲スケガワ 戸 3044-1

年賀状等、名刺、ハガキ、
封筒、伝票印刷㈲青山グラフィック 飯田 1965-1

セブンイレブン 那珂飯田店 飯田 2646-4

スーパーマーケットスーパーヒロセヤ 那珂店 飯田 2708-2

イベント・祭用品レンタル、
飛沫対策品取扱イベントショップ カナイ 飯田 2706-5

サンファームなるみ 飯田 2743-2

亀印製菓㈱ 那珂インター店 飯田 3371-1

木内酒造（合） 鴻巣1257

店 名 住 所 取扱商品・サービス内容 対象の券 店 名 住 所 取扱商品・サービス内容 対象の券

採れたて新鮮野菜販売の
直売所ふれあいファーム芳野 鴻巣 2090

蕎麦 五楽亭 後台 1250-8

鰻の館 東條 後台 2964-14

味噌乃マルショウ那珂後台店 後台 3053-13

ラーメンと各種定食日本一ラーメン 後台 3061-6

ピッツェリア モンテマーレ 後台 3117-1

うなぎ販売川はた 後台 3127-30

アーシュターブル 那珂店 後台 3180-1

あげや 後台 3194-1

和風食事処食事処 三亀 後台 3371-4

手打蕎麦の提供手打蕎麦 だぼう 東木倉 855-3

農園芸資材、種苗販売㈱後藤商店 西木倉 185-1

コンビニエンスストア戸崎 997-12セブンイレブン
那珂戸崎店

戸崎 1525-1グラントマト 那珂店

べんり屋 まごの手

㈲カミムラ建材

常陸乃國 かぐや姫本店

ふじ庄

希林亭

HACHI CAFE

カフェ サンファームなるみ

レッド ヴァイオリン

とんかつ一筋 かつ𠮷

戸崎 1668-8

戸崎 1668-8

飯田 1634-1

そば、天重、玉子焼き飯田 1635-2

うなぎ、刺身定食等飯田 1635-31

カフェレストラン飯田 1636-31

カフェ・ランチ飯田 2743-2

セブンイレブン 那珂酒出店 コンビニエンスストア北酒出 66-1

常陸ハイエッグ㈱ たまご門部 2679-7

Bistro泉邸 フランス料理店門部 2709-1

㈱カスミ 瓜連店 スーパーマーケット瓜連 748-3

鴻巣 384-8

鴻巣 483

蕎麦、常陸野ネストビール、
菊盛蔵＋蕎麦 な嘉屋 鴻巣1257

千葉酒店 瓜連 560

サラダ館 瓜連店 贈答品瓜連 560

衣料の店 ひろや 婦人服販売店瓜連 566-4

鈴梅輪業 瓜連 577-3

㈲楠見材木店 リフォーム請負工事瓜連 579-1

ホームセンター瓜連 727-1

ウエルシア薬局 那珂瓜連店 瓜連 748-3

さかいや 衣料品店瓜連 1230-1

しばた薬局 瓜連 1232

島屋クリーニング 洗濯業瓜連 1233

海老根写真館 写真撮影瓜連 1266-2

コンビニエンスストア瓜連 1392-1

電化のキムラ 電化製品販売瓜連 1435-2

笹山牛乳店 １本から配達します

常陸牛、ＳＰＦポーク販売店

瓜連 1585-4

綿引肉店 瓜連 1643-4

花と茶のかねこ園 瓜連 1645-1

ヘアーサロン柏崎 理容業全般古徳 194-1

Relaxation-O 平野 1800-134

とんかつ専門 やわら 瓜連 1463-3

花園寿し 寿司全般瓜連 1723-1

㈱がんこ一番 古徳 249-1

割烹おかざき 下大賀 840-2

全店共通券 小型店・飲食店専用券 飲食店専用券

五台地区

芳野地区

戸多地区

木崎地区

瓜連地区


