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はやしお市 岩屋 淡路砿油㈱ 岩屋給油所 岩屋

金本モータース 岩屋 モンマートなかむら 岩屋

ステーキハウスｇｅｎｐｅｉ 岩屋 毛利電化 岩屋

寿し源平 岩屋 カフェ　ブリング 岩屋

渡瀬印房 岩屋 焼肉　大将 岩屋

浜ちどり 岩屋 道の駅　あわじ 岩屋

情報センターバードポートビル物産店 岩屋 コトブキ岩屋店 岩屋

㈲岩屋商事 岩屋 KUMI'S　KITCHEN 岩屋

国万商店 岩屋 美湯ビュー　松帆の郷 岩屋

わたなべ衣料品店 岩屋 淡路ハイウェイオアシス 岩屋

自家焙煎珈琲　珈房アザリア 岩屋 森本商店 岩屋

ビューティサロン佳代 岩屋 Bikers Cafe circolo 岩屋

ヘアーサロンうえむら 岩屋 青と白 岩屋

上田ふとん店 岩屋 淡路島タコステ 岩屋

㈲林屋 岩屋 たこ壱 岩屋

㈲萬成堂 岩屋 針木米穀店 岩屋

弁当の一歩 岩屋 扇Cafe 岩屋

かじた屋 岩屋 BROQEL(ブロッケル) 岩屋

80

所在地 所在地 所在地

ﾌｧﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ「ｺｯｺﾗｰﾚ」 夢舞台 多田酒店 久留麻 居酒屋一休 久留麻

ﾌｧﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ「ｺｯｺﾗｰﾚ」ｽﾍﾟｼｬﾘﾃ 夢舞台 白鶴亭 久留麻 NPO法人淡路島活性化推進委員会 久留麻

ﾌｧﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ「ｺｯｺﾗｰﾚ」鉄板焼き 夢舞台 お食事処　みち 久留麻 うおさき青富園 久留麻

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ&ﾍﾞｰｶﾘｰ「ｺﾊﾟｰﾀ」 夢舞台 田中鈑金塗装工業 久留麻 串処 千 久留麻

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾆｯｺｰ淡路　ﾎﾃﾙｼｮｯﾌﾟ 夢舞台 淡路シネフォト 久留麻 ㈱前田モータース 久留麻

ﾛﾋﾞｰﾗｳﾝｼﾞ「ﾙｯﾁｮﾗ」 夢舞台 ㈱来田材木店 久留麻 Plants Café コハルビヨリ 久留麻

日本料理　あわみ 夢舞台 池田畳店 久留麻 東浦橋本水道設備 久留麻

日本料理　あわみ　寿司ｶｳﾝﾀｰ 夢舞台 中国料理　玲瓏閣 久留麻 VIORIN 久留麻

パナペップハルイ 大磯 ㈲ポッポドイ・ケアハウス 久留麻 淡路黒毛和牛 焼肉 三楽園 東浦店 久留麻

裕子美容室 大磯 土井呉服店 久留麻 ㋡池田鮮魚店 仮屋

㈲浦タクシー 大磯 お好み焼　凛 久留麻 浜野理容所 仮屋

畠田モータース 楠本 山田自転車店 久留麻 井筒屋 下田

ゑびす亭 浜 ヘアーサロン土居 久留麻 ANS 下田

フィッシングショップかもめ 浜 ㈱オカダ総建木材 久留麻 津田建材店 釜口

長田商会 浦 スーパーマーケットキンキ東浦店 久留麻 五条牛乳店 釜口

浜野文具店 浦 Apple's café 久留麻 レストラン　アメリカ 釜口

東浦物産館内　やま高 浦 ヘアーアトリエ　ロージェ 久留麻 淡路砿油㈱釜口セルフ 釜口

東浦物産館内　ゆめの浜 浦 薬局大磯ファーマシー 久留麻 ペンションプラージュ 釜口

南山商店 浦 ㈲萬成堂東浦店 久留麻 ㈱片山葬祭 谷

森鮮魚店 浦 ブランジェリーフルール 久留麻 ㈱吹き戻しの里 河内

淡路市立中浜稔猫美術館・陶芸館 浦 Skipセゴウ 久留麻

㈱フローラルアイランド 浦 ビューティサロン　アイ 久留麻

淡路日の出農業協同組合　東浦淡路支店 浦 ワールドユニフォーム 久留麻

PC淡路 浦 ウェルニシオカ 久留麻

cafe T 浦 パティスリー　タニール 久留麻

グリナリウム　グレイナリー 浦 大谷自動車工業所 久留麻

大掌堂 浦 タケヒサ洋装店 久留麻

南山車体整備 久留麻 ヘアークリエイト　ヒロイズム 久留麻

㈲森田電気設備 久留麻 ㈱高浜商会 久留麻

中華料理　公園 久留麻 電化ショップふぁみりあ 久留麻

【岩屋地区】

【東浦地区】
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のじまスコーラ 野島 トシマダイマル 浅野南 ニコニコ食堂 育波

ミエレ 野島 サラダ館北淡店 浅野南 ㈱濵西商店 育波

オーシャンテラス 野島 炭焼きあなご　あさじ 浅野南 淡波家 育波

クラフトサーカス 野島 ㈲小山石油店 浅野南 ㈲近藤モータース 室津

グリナリウム淡路島 野島 鳴門ﾄ 浅野南 酒のハマダ 室津

㈱おのころ開発 野島 京都宝沸堂 浅野南 くらしの店 粟田 室津

食房NICE 野島 ㈲北淡自動車整備 浅野南 上宮呉服店 室津

橋本水道設備 小倉 ヘアータイムズ 斗ノ内 一宮石油店 室津

K-AUTO 小倉 魚繁 斗ノ内 ギフトショップなぎ 室津

北淡震災記念公園ﾚｽﾄﾗﾝさくら・物産館 小倉 春田モータース 斗ノ内 アカネ珈琲 室津

保地味噌醸造所 小田 ボディショップ浜野 斗ノ内 谷池酒店 室津

淡路　翁 小田 淡路日の出農業協同組合　北淡経済ｾﾝﾀｰ 斗ノ内 高田酒店 室津

和菓子処　だるま堂 富島 中田商店 黒谷 塚本自転車店 室津

洋菓子のタカタ 富島 ㈱片山葬祭 育波 お好み焼き　仁 室津

㈱藤澤石油店 富島 ㈱ニコマート 育波 ㈱沖モータース 室津

淡路ビーフ大河内 富島 イクハ薬房 育波 酒井石油店 室津

宗和食料品店 富島 茂の家 育波 大瀬 室津

カットハウス　マツヤマ 富島 ローソン北淡町育波店 育波 デリカキッチンみやび 室津

Friendsやまと 富島 おふくろ亭北淡育波店 育波 Sinc'ere サンセール 室津

仲井書店 富島 さくま 育波 ㈲松本住宅設備 生田

小山商店 富島 鈴木商店 育波 淡路カントリー倶楽部 生田

電化プラザ　しまたに 富島 香川鮮魚店 育波 島のごちそう。古民家カフェと宿 淡 生田

明石焼　志田 富島 藤澤商店 育波

魚亀商店 富島 ㈲サザナミ電機商会 育波

㈲夏池ストアー富島店 富島 楫田商店 育波

㈲藤岡電機商会 富島 読売センター育波 育波

㈱島脇電気商会 富島 日進堂 育波

あめまつ美容室 富島 野口製菓 育波

いちじろう 富島 ㈲仲井商店 育波

㈲北淡タクシー 富島 キッス美容室 育波

寿司酒菜ダイニング 宗－shu－ 富島 藤本水産㈱ 育波

淡路　夢ホルモン 富島 焼肉　牛島 育波

ミユ美容室 富島 丸一水産㈱ 育波

【北淡地区】
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㈱カシゲン 郡家 ㈱薫寿堂 多賀 お食事処 宮川 尾崎

魚喜 郡家 近畿壁材工業㈱ 多賀 パルシェ香りの館・香りの湯 尾崎

おおつえ 郡家 時枝石材店 多賀 理容すみたに 尾崎

オレンヂ 郡家 せきれいの里 多賀 カラオケ喫茶リンクル 尾崎

ヘア―スタジオ　サカグチ 郡家 森塗装 多賀 aoie 尾﨑

コトブキグンゲテン 郡家 滝華住器設備 多賀 淡路島カフェ 尾崎

正司酒店 郡家 ㈱行司工務店 多賀 淡路島リトリート(株式会社ｶﾞﾔﾄﾘ) 尾崎

㈲高田電機商会 郡家 ㈱大発 多賀 整体院　雅 尾崎

カフェ丸幸 郡家 ㈱尚林堂 多賀 ㈲菅野伊五平商店 竹谷

㈲肉のよしおか 郡家 魚姫 多賀 広瀬モータース㈱ 竹谷

あわじ和牛亭 郡家 Awaji369cafe&BBQ 多賀 五感ダイニング　そらと海 竹谷

㈲AWAJI-BEEF とうげ 郡家 寺谷電工 北山 西岡石油店 明神

波の華 郡家 ㈱植野工務店 北山 石上商店 南

喫茶軽食　憩 郡家 福家（ふくや） 中村 山崎水道ポンプ店 草香

松本食品 郡家 向田モータース 井手

イトヤス 郡家 ㈱淡路島フルーツ農園 カフェ果の実 上河合

たかたに食料品店 郡家 ヘアーサロンハラダ 江井

志智鶏肉店 郡家 宝来堂 江井

ヤマサキデンキ 郡家 中本酒店 江井

丸喜食堂 郡家 クリーニング富士屋 江井

一宮オイル㈲ 郡家 美容室Emi 江井

㈲一宮タクシー 郡家 エイショップはまだ 江井

淡路日の出農業協同組合　一宮支店 郡家 あじろ鮮魚店 江井

淡路日の出農業協同組合　自動車センター 郡家 さのや衣料店 江井

淡路日の出農業協同組合　農機センター 郡家 ㈲川野モーター 江井

志智釣具店 郡家 後藤印刷所 江井

カフェあおい 郡家 誠商会 江井

文久丸燃料㈲ 郡家 音羽旅館 江井

冨田屋新聞舗 郡家 ピカット淡路 江井

㈲大谷水道ポンプ店 郡家 ㈱菊寿堂 江井

㈱潮﨑商会 郡家 ㈱精華堂 江井

武田建築㈱ 郡家 ㈱慶賀堂 江井

㈲潮崎自動車 多賀 ㈱梅薫堂 江井

津名ホンダ㈱ 多賀 日本線香製造㈲ 江井

岩崎モータース 多賀 淡路梅薫堂㈱ 江井

淡路アポロ石油㈱ 多賀 下木家 江井

ヒノデ美容室 多賀 堺モータース 尾崎

いざなぎ写真館 多賀 栄亭 尾崎

創作料理　鼓や 多賀 粟田電気商会 尾崎

【一宮地区】



「ふれあい商品券」加盟店

2022年5月11日 現在
146

所在地 所在地 所在地

絵本カフェ　Paku Paku 大町 魚佐太　※鮮魚のみ 志筑 淡路砿油㈱志筑セルフ 志筑

㈱広玉堂 大町 打越米穀店 志筑 酒のＫＡＷＡＮＯ 志筑

アモール美容室 中田 打土井キーコーナー 志筑 がんこおやじ志筑店 志筑

ありい亭 中田 栄川スタジオ㈱ 志筑 富本衣料店 志筑

産直赤い屋根　花ひろば 中田 ふとんの太田 志筑 仲よし 志筑

通販の店こだわり屋 中田 ヘアーサロン　オオムラ 志筑 ホルモン焼の店 モツ次 志筑

広狩木材流通センター 中田 大竹石材㈱ 志筑 (株)Himorogi 志筑

産直淡路島赤い屋根 中田 奥野福太郎商店 志筑 make a wish 志筑

和牛肉牛八 中田 小野山表具店 志筑 島らーめん食堂　太陽亭 志筑

ワールド相互㈱ 中田 かつらや薬局 志筑 あっくんバーガー 志筑

島村兄弟（㈱島村） 中田 カトレア美容室 志筑 TAIYO COFFEE 志筑

あまね食料品店 中田 川越電機商会 志筑 treat 志筑

ライオネス 中田 食い処　おかや 志筑 つるでん㈱ 志筑

mappee coffee works 中田 コトブキ美容院 志筑 赤ちゃんや 志筑新島

赤い屋根　柴宇淡路食彩㈱ 中田 佐伯石材店 志筑 淡路ホーム㈱ 志筑新島

岡村酒店 佐野 サンマルク 志筑 魚繁㈲ 志筑新島

おくどのふとん店 佐野 正司石油㈱ 志筑 キッチンたまご亭 志筑新島

手芸の店「玉鳥 佐野 スーパーマーケットキンキ志筑本店 志筑 さち美容室 志筑新島

味心　晶 佐野 寿司一 志筑 シャポー 志筑新島

Ｙショップこはら店 佐野 すし屋　亙 志筑 シューズショップ　マツダ 志筑新島

藤堂呉服店 佐野 焼あなご屋　亘 志筑 大正あん 志筑新島

野上酒店 佐野 定食屋　亘 志筑 ナカイチ 志筑新島

民宿　陽恵丸 佐野 高砂屋 志筑 ニューライフショップヤナガワ 志筑新島

丸善産業㈱・輸入雑貨mint 佐野 高田美容院 志筑 ハート美容室カリヨン広場店 志筑新島

あおい葬祭㈱ 佐野 たきの種苗㈱ 志筑 萩美容室(アルクリオ1F) 志筑新島

カフェレストラン海 佐野 ちかの商店 志筑 花工房カナオカ 志筑新島

大前米穀店 生穂 手打ちうどん処ぜん丸 志筑 焼鳥炉ばた信長 志筑新島

ファミリーショップ城地 生穂 飛沢モータース 志筑 リファインおのころ 志筑新島

フードショップはら 生穂 ハート美容室田井店 志筑 ルイスキャロル 志筑新島

冨久屋 生穂 ヘアーサロンＴＡＫＩ 志筑 ㈲アワジスポーツ 志筑新島

淡路日の出農業協同組合 津名経済ｾﾝﾀｰ 生穂 マルシンでんき 志筑 ㈲すみ孫 志筑新島

サンケアタクシー 生穂 洋菓子の店たかた 志筑 ㈲ブティックシャルム 志筑新島

ダリオカフェ 生穂新島 リサイクルマート 志筑 ㈲淡路ビーフ新谷カリヨン店 志筑新島

PASTA FRESCA DAN-MEN 生穂新島 ㈱レストラン大公 志筑 リフォームショップ　おかや 志筑新島

アテーナ海月 大谷 森田屋 志筑 ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙﾌﾗﾜｰ専門店四季彩遊　和華 志筑新島

カクテン屋淡路 大谷 杉山青果 志筑 いつくま生花店 志筑新島

㈱樫岡石油つなバイパス給油所 大谷 正木砂糖店 志筑 ㈱池田農材 塩田

サラダ館津名東店 大谷 石挽そば　丸中 志筑 淡路ワールドパークONOKORO 塩田

㈲津名東石油 大谷 岨下酒店 志筑 新ちゃん 塩田

増田住建トーヨー住器㈱ 大谷 大山農機 志筑 銀麺 安乎

土井酒店 大谷 大竹仏壇店 志筑

㈱片山葬祭 大谷 津名ハイツ 志筑

淡路黒毛和牛　焼肉　三楽園 大谷 萩美容室(サンマルク前) 志筑

淡路島炭火焼鶏 kampai 大谷 ㈲郡自動車 志筑

浅川食料品店 志筑 ㈲淡路ビーフ新谷志筑店 志筑

アラビヤコーヒー 志筑 簑田米穀店 志筑

有井商店 志筑 やき焼亭 志筑

淡路屋商店 志筑 リモデルあわじ 志筑

麺乃匠いづも庵 志筑 ロイドコーヒー 志筑

いづつランドリー 志筑 山部商店 志筑

岩桐モータース 志筑 陶器のやまもと 志筑

いわみ美容室 plus green 志筑 八千代あられ 志筑

㈲魚幸 志筑 ㈲中淡タクシー 志筑

　 　※この一覧は随時変動します

【津名地区】


