
【B券(青)のみ使用可】

㈱アブロード石原 飯田屋洋品店 石原燃料㈱ いとや伊奈商店 インド・ネパールカレー ミテリ 鷲津店 AOKI イオンタウン湖西新店

　　　　　　　AIL
エイル

ESCOLA PROFESSORA REBECA ㈲大津屋 駅前店 おおつや金作 お茶のやま長 鷲津店 遠鉄ストア 湖西店

㈲小野田時計店 尾張屋呉服店 海想や カットクラブ　カナカ 加藤かばん靴店 遠鉄タクシー㈱ 湖西営業所

カナカ ビューティ・ルーム かねと カメラのスズラン からだ回復センター湖西 クリーニング中日遠鉄ストア店 おかしのチップス　イオンタウン湖西店

クリーニング中日本店 クリーニング日光舎 鷲津店 珈琲処 みつわ 「コーヒー」ふる里 湖西市鷲津商店街協同組合 サポ 杏林堂薬局 鷲津店

駒忠 茶房 花凜 ㈱サロック J.Diner KAMACHI 写真の西郷 くれたけイン浜名湖

写真のワカバ ジャック プラスゲオ 鷲津店 ジャック 鷲津駅前ブック館 シューズショップ イゲタヤ すしまつ ケーズデンキ湖西店

鈴木畳店 鈴木理容店 炭火焼肉 MIYABI セブン-イレブン湖西鷲津店 大悟 湖西市鷲津まめクリニック

玉川屋 TWO CYCLE 辻の房 土屋商会 テイクアウトの店 お好み焼き やまちゃん ザ・ビッグ 湖西店

電化のリオスチューブ ㈲天平寿し 豊田屋精肉店 バードランド 鷲津駅前店 橋本屋 ジップドラッグ鷲津店

浜名湖食彩 わらしべ はんこや尾崎 パン屋のぷらてーろ PIZZARIA BRASILIANA KOSAI 美容室イブ 知久屋 湖西店

美容室 サブリナ ファミリーマート 鷲津駅前店 ファミリーマート湖西鷲津東店 ブティック＆ランジェリー ビズ ふとんと衣料品の店 わたや ホームプラザナフコ 湖西店

フラワーデザイン カネキ フレッシュベーカリーこげつ ヘアーヴィレッジ ムラタ hair salon polepole ぽーも ホテルnanvan浜名湖

ぽぷり（湖西病院売店） BONZO COFFEE（ボンゾ珈琲） ㈲牧野自動車工業所 まじめや 鷲津駅前店 まめかねカイロ ホワイト急便 鷲津店

まるき 民泊 Ove Stay 浜名湖 ㈲ムツミ電業社 メガネ専科 ササノ ㈲メディックス

麺’s Diner KAMACHI「めんだい」 メンズファッション キヌヤ 焼き鳥 扇屋鷲津駅前店 和菓子処 ひので軒 味処 康
やすき

㐂

㈲LUTI BRASIL

かず治療院 （協）湖西市商工セレモニー 佐原建築 シャディ ㈲たけうち 新駒鮨 オートバックス 湖西店

㈲創エネの松下 豊田建築 ぴのきおうなぎ販売所 美容室たむたむ 美容室 ペアーエミ 五味八珍 湖西店

ファミリーマート湖西吉美店 ファミリーマート湖西古見店 ヘアールーム アルファ まるすず鍼灸接骨院・ケアルーム ミスターかなか ザ・アミーゴス湖西店

美弥杉 薬局サンレイク21 ワークマンプラス 湖西店 ジャンボエンチョー 湖西店

ホワイト急便 バロー店

アカネ あけぼの食堂 ㈲加藤縫製 サトウ工業 三遠中央市場おいでん村

Ⓢ鈴木製畳 セブン-イレブン湖西白須賀店 セブン-イレブン 湖西白須賀南店 セブン-イレブン湖西スズキ工場前店 南天

浜名湖屋 ㈲ハヤシ ファミリーファッション わたや ファミリーマート湖西坊瀬店 ほぐし処 癒

道の駅 潮見坂 八坂自動車㈲ 屋台ラーメン 麵屋 佐原 山本米穀店

ユアシセイドウさとう

居魚屋 まるみ ㈲石田商店 伊豆屋自動車㈲ インド・ネパールカレー ミテリ 新所原店 湖彩（うみいろ） ウエルシア 湖西新所原店

駅のうなぎ屋 やまよし ㈲大阪薬局本店 おもちゃのバンバン ㈲カネイシ 太田屋 cafe ひまわり 杏林堂薬局 新所原駅南店

くすり屋さん おぎそ クリーニング日光舎 パレマルシェ新所原店 ケーキ＆カフェ chiffon（シフォン） こがねちゃん弁当 イトーピア店 個別指導塾と家庭教師のヒカル塾 コメリ 湖西店

三遠煙火㈱ 塩屋 鈴木商店 ホワイト急便 塩屋店 静岡やすま園 パレ店 じゅうえんや すし会席 鮮太 パレマルシェ 新所原店

スマイル ONE あおしま セブン-イレブン湖西駅南1丁目店 セブン-イレブン湖西新所原店 鮮菜酒房 英 ときわcafe メグリア PEVE本館売店

ナチュリカ湖西療術院 ㈲南部ショッピングセンター ネストよこやま はっち パピヨン湖西店

ファッションハウス みかわや ファミリーマート湖西梅田店 ファミリーマート湖西なか店 フジ鍼灸接骨院 フラワーショップ 花真

ヘアーサロン さいとう 丸栄酒店 ホワイト急便 新所原東丸栄店 ミネアイ理美容院 村上生花店 焼き鳥 扇屋新所原店

山野愛子どろんこ美容 湖西こだまセンター やまもと衣料 山本酒店 料理とお酒 えん あんかけスパの店 レストハウスJINYA

ロワール 中原屋 和ダイニング 味澤 

新所地区⇒ 稲庭うどん 葉月 犬の美容室 Gaburin（がぶりん） うな善 クリーニング日光舎 本店

古民家ヨガスタジオ HAL サブリナ シュシュ サンコー家電 スズキアリーナ湖西 東海興産㈱ 日之岡給油所

ドッグスパリゾート ラぺ 内藤モータース ビューティサロン愛 ㈲フジノ商会 ふとんのシミズヤ

宝石・時計・メガネ ノズエ 山野愛子どろんこ美容 エステルームchika 理容スズキ ㈲リビングまっくす

入出地区⇒ アロマリラクゼーションAQUA かきこや入出店 きりんや 電化のたなか

知波田地区⇒ ㈱オートサービス湖西 オームデンキ ㈲小野田自動車 カフェ・オリーバ

セブン-イレブン湖西太田店 はまなこみんなのカフェ パン時々ケーキの店 そらうみ Fishing Joy 松建

マルフク商店 ㈱ワシヅモータース

㈱暁モータース あしながおじさん湖西店 あと引製菓 あらい商工葬祭（協） 居酒屋 花 いしだ茶屋湖西店

いさごや いちごや いわむらや プラザ店 印度屋キッチン ㈲ウエスト
(クックマート浜名湖西店内テナント)

卯月園 うなぎのかねはち うなぎの中村 うまいら㈱ エステティックサロン MiYaBi ウエルシア 湖西新居店

おおくぼ時計店 ㈲大津屋 あけぼの店 太田自動車 大野薬局 ㈲桶清ポンプ店 ガスト浜名湖店

お米のよこやま 御食事処 いりき オハラ外柵 海湖館内きらく市食堂 かきこや仲町店 杏林堂薬局 新居店

かきこやプラザ店 ㈲かき豊商店 カーショップきのした 片山塗装店 カットハウスＫ＆Ｋ クックマート浜名湖西店

割烹 紅葉 かに伝 カネキチ商店 髪工房 あんのん かわべのうなぎ ㈱ココカラファインヘルスケア 浜名新居店

環境保全㈱ 金松酒店 毛糸・手芸 三浦屋 光栄理容店 こがねちゃん弁当 新居本店 コメリ ハード＆グリーン新居店

㈱寿塗装 コミュニティー広場 のっぽ サイクルショップ スズキ 坂井酒店 佐藤理容館 ネッツトヨタ浜松 湖西店

信州屋酒店 杉浦タイヤ商会 ㈲スギモトコーポレーション ㈲スギモトコーポレーション ヴィーコロ 杉山商店 明屋書店 イケヤ湖西店

寿司松 スズヤ鍼灸治療院㈱ ZUCCA bar&teppanyaki セブンイレブン新居町中之郷東店 セブンイレブン新居町浜名店 ピザタイム湖西店

セブンイレブン新居文化公園前店 高須園芸店 田中人形 千草美容室 ㈲電化の本多屋 ファッションセンターしまむら新居店

藤右ェ門 東海興産㈱ 新居関所給油所 東京屋食品店 ㈱鳥井工務店 鳥初 ホワイト急便 クックマート店

のざわや BAR BER KATO はづき パパガロ パピヨン新居店 ホワイト急便 湖西工場店

浜名湖料理 はませい (有)浜名自動車 ひいらぎ ㈲ひまわり薬局 ㈱ファイン

ファミリーマート新居中之郷店 ファミリーマート湖西中之郷店 フォトグラフシーサイド 藤原畳店 ヘアサロンたけした

HAIR SHOP OKAMOTO 望洋荘 Bodeguita Nanbei 堀部商店 丸浅

マルスフーズ まんじゅや みずたに みなとまち接骨院 未来屋

味楽酒房 豊千 村田精肉店 紅葉屋 ㈲森自動車 ㈲山口燃料

㈲ヤマサ水産 やまへい ㈲山本スポーツ 新居店 ヤマヨシ杉本酒店 ラーメン・餃子・チャーハン とんとん

ライフショップあさひ 理容 タナカ 理容 モリ ROCHELLE 和食 つぐ味

【A券(赤)・B券(青)使用可】
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