
※50音順 （令和５年２月２３日 現在）

№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

1 魚民　神栖店 平泉265-29　1階 0299-92-7388 飲食業（居酒屋）

2
鹿島セントラルホテル

　カジュアルレストラン　セピア
大野原4-7-11 0299-95-5511 飲食サービス業

3
鹿島セントラルホテル

　スカイラウンジ　プラネート
大野原4-7-11 0299-95-5511 飲食サービス業

4
鹿島セントラルホテル

　中国料理　桃鹿楼
大野原4-7-11 0299-95-5511 飲食サービス業

5
鹿島セントラルホテル

　ティーラウンジ　クレール
大野原4-7-11 0299-95-5511 飲食サービス業

6
鹿島セントラルホテル

　鉄板焼　楓
大野原4-7-11 0299-95-5511 飲食サービス業

7
鹿島セントラルホテル

　日本料理　槙
大野原4-7-11 0299-95-5511 飲食サービス業

8 牛角　神栖店 大野原4-474-20 0299-77-5554 飲食店

9 ステーキ宮　神栖店 平泉527-37 0299-93-8571 飲食業

10 千年の宴　神栖店
堀割2-3-8
モンテローザ神栖ビル2階

0299-93-9488 飲食業（居酒屋）

11 にんたまラーメン神栖店 知手中央1-1-1 0299-95-9339 ラーメン店

12 ＡＯＫＩ神栖平泉店 平泉281-24 0299-90-0888 メンズ・レディースのスーツ、フォーマル、その他洋品

13 アルペン・ゴルフ5 アクロスプラザ神栖店 居切1456-51 0299-92-7250 スポーツ用品販売業

14 茨城トヨタ自動車㈱神栖店 知手3011-26 0299-96-5001 自動車販売・修理

15 カインズ神栖店 平泉出口239-15 0299-92-3000 小売業

16
鹿島セントラルホテル

　ショップ　アイリス
大野原4-7-11 0299-95-5511 小売業

17 カスミ　神栖店 大野原4-1-41 0299-92-7711 スーパーマーケット

18 カスミ　ライフガーデン神栖店 平泉8-76 0299-90-1370 スーパーマーケット

19 ㈱カワチ薬品神栖店 平泉265-22 0299-92-9883 ドラッグストア

20 ㈱カワチ薬品波崎店 波崎8283 0479-44-3040 ドラッグストア

21 業務スーパー神栖店 平泉281-25 0299-77-5701 スーパーマーケット

22 ケーズデンキ神栖店 平泉2-120 0299-95-5030 家電小売販売

23 ケーズデンキ波崎店 波崎8368 0479-40-3131 家電小売販売

24 ケーヨーデイツー波崎店 波崎7121 0479-44-5188 ホームセンター

25 コシニールＴＳＵＴＡＹＡ鹿嶋南店 堀割1-2-25 0299-94-2220 パン・カフェ

26 じゃんけんパン 大野原2-31-26 0299-92-0213 ベーカリー

27 ㈱セイミヤ神栖店 平泉1-118 0299-92-2000 スーパーマーケット

28 タイヨー オークビレッジ店 大野原4-8-71-5 0299-94-8833 スーパーマーケット

29 タイヨー 神栖店 大野原2-31-31 0299-92-0219 スーパーマーケット

30 タイヨー 知手店 知手3420-57 0299-96-8071 スーパーマーケット

31 タイヨー 波崎店 波崎7384-1 0479-44-2761 スーパーマーケット

32 タイヨー フーデリア店 土合本町4-9809-344 0479-48-1013 スーパーマーケット

33 ㈱髙木商店 波崎8704-1 0479-44-1133 水産缶詰製造販売

34 ＴＳＵＴＡＹＡ鹿嶋南店 堀割1-2-25 0299-90-1633 ＤＶＤ・コミック・ＣＤレンタル・書籍販売

35 ＤＣＭ神栖店 大野原4-4-30 0299-91-1001 ホームセンター

かみすプレミアム付クーポン加盟店一覧表

○大規模店  (共通券のみ使用できるお店)
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№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

36 ディスカウントドラッグコスモス平泉東店 平泉東3-26-5 0299-94-3577 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品他

37 ベストリカー神栖店 大野原3-1-35 0299-91-1682 リカーショップ

38 ＭＥＧＡドン・キホーテ神栖店 筒井1470-4 0570-065-811 小売業

39 メガネハット　アクロスプラザ神栖店 居切1456-12 0299-95-5270 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

40 メガネハット　神栖神の池店 大野原2-20-20 0299-95-5066 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

41 ㈱ヤマダデンキ　テックランドＮｅｗ神栖店 平泉字北口527-24 0299-94-3600 家電小売店

42 ㈱わたしん鹿島神栖店 平泉266-15 0299-77-5551 物品販売・寝具
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※50音順 （令和５年２月２３日 現在）

№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

1 赤から　神栖店 平泉255-9 0299-91-0377 飲食店（赤から鍋・焼肉）

2 味処　料理番 知手2872-32 0299-97-0935 飲食店

3 遊で屋 波崎7012-1 0479-44-5565 飲食業

4 あばんだん 波崎9407-2 0479-21-6066 飲食店

5 居酒屋あいず 矢田部9779 080-5068-8508 飲食店

6 居酒屋　風車 日川1963-131 0299-96-5768 飲食業

7 居酒屋　七福 砂山1014-389 0479-46-3589 飲食業　ランチ営業時間11：30～13：30

8 イタリアンカフェ　マラッカ 木崎2872-1 0299-93-9711 イタリアン（テイクアウト有）

9 潮寿し 知手中央3-7-41 0299-96-4847 飲食業

10 旨処いとう 土合中央1-2-13 0479-48-2880 豚しゃぶ居酒屋

11 海老の大きい店　そば処　砂場 知手176-6 0299-96-5615 飲食店

12 加賀屋商店 神栖1-65-43 090-8837-1447 飲食店（餃子）

13 カットステーキ居酒屋　グリルモンキー 深芝南2-29-10 0299-93-3914 飲食店

14 cafe＆Dining　ＰＯＰＯ 土合南3-1-17 0479-48-4838 飲食店

15 cafe＆dinning Ｌｉａｉｓｏｎ 神栖4-3-18 0299-94-6822 飲食業

16 Cafe＆Restaurant　杉の樹 大野原4-5-1 0299-92-6677 飲食店

17 ＣＡＦＥ ＰＬＡＮＴ(カフェプラント) 大野原3-2-21 0299-77-8099 飲食店

18 神栖横丁　海鮮バルＶｏｐｅｅｐ 神栖1-17-7　神栖横丁 080-3307-5500 居酒屋

19 かんどんかんどん 息栖3950-336 0299-89-7030 飲食業

20 きっちんカリメロ 大野原1-2-1 0299-92-0389 居酒屋（食事・酒類各種）

21 喜隆食堂 深芝南3-22-6 0299-92-2884 和食・中華鶏料理

22 串三昧 大野原2-2-14 0299-93-9441 自分で揚げる！串揚げ専門店

23 グリルハウスＱＵＯ・ＱＵＯ 溝口1681-1 0299-92-6522 居酒屋・チーズフォンデュ

24 京城苑 知手中央3-7-43 0299-96-1834 飲食店

25 高麗苑 知手中央3-10-2 0299-97-1992 飲食店（焼肉・韓国料理）

26 香蘭 知手中央3-6-10 0299-96-1638 飲食店

27 国賓 奥野谷337-1 0299-96-6672 中華料理

28 こだわりとんかつ近江家 大野原2-25-14 0299-93-1616 飲食店（とんかつ）

29 古都の波 知手中央2-4-30 0299-97-0013 串焼き・刺身

30 コメダ珈琲店　神栖店 知手2974-23 0299-77-8812 喫茶店（喫茶・軽食・コーヒー豆等販売）

31 才蔵 知手中央9-7-5 0299-77-8098 居酒屋

32 酒匂 大野原1-25-8 070-3339-3485 飲食業

33 さくら茶屋 日川4412-5 0299-97-2888 お好み焼き・もんじゃ焼き

34 しぇるぶーる 大野原1-24-16 0299-93-1401 居酒屋（肉酒場）

35 じごいもの豚 波崎5172-3 0479-21-6210 飲食店

かみすプレミアム付クーポン加盟店一覧表

　【 飲 食 店 】

◎小規模店  (どちらの券も使用できるお店)
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№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

36 忍寿司 土合東2-7-2 0479-48-4755 飲食店（寿司店）

37 しゃちほこ 土合東1-8-10 0479-26-3577 居酒屋

38 しゃぶしゃぶ三昧　巴　神栖店 大野原2-12-17 0299-92-5922 飲食店

39 しゃぶしゃぶ　ぴのきお 横瀬765-10 0299-96-6829 しゃぶしゃぶ・すき焼き

40 旬彩　栖 平泉東3-23-7 0299-92-6877 居酒屋

41 旬菜　橙 賀3824-1 0299-94-3555 飲食業

42 昭和レトロ　お好み焼き　たっちゃんち 知手中央6-12-27 0299-96-2032 飲食店

43 食事処しの 矢田部7788-22 0479-48-3211 飲食店

44 食事処　花寿司 波崎6558-4 0479-44-2457 和食・すし

45 信州そば　三城 大野原1-24-1 0299-91-0346 飲食店

46 進寿司 太田新町1-6-19 0479-46-3940 飲食店

47 末ひろ 日川4437-4 0299-97-3740 飲食店（とんかつ）

48 寿司居酒屋　徳十 深芝南2-29-10 0299-94-8448 飲食業

49 すし　彩り 知手中央3-9-8 店舗B 0299-96-1523 持ち帰り寿司

50 すし　ふぐ　に組 神栖2-3-50 0299-95-8129 寿司料理・ふぐ料理・居酒屋料理

51 炭火串焼ガキゲン神栖店 大野原1-2-31 0299-92-9599 飲食店

52 寿美吉 知手中央5-9-13 0299-96-4871 飲食店（そば・うどん・ラーメン・定食）

53 せいざいや 大野原3-10-23 0299-87-4549 飲食店

54 せいじゅん 柳川3990 0479-46-1094 居酒屋（酒・和食）

55 創作懐石　しょうえい 須田2277-5 0479-21-6001 飲食店

56 そば処　更科 知手中央6-18-9 0299-96-0208 飲食店（そば・うどん）

57 Ｓｏｂａ処　丁's 平泉東1-64-99 0299-77-5759 蕎麦・居酒屋

58 そば処　鳴子 知手5181-3 0299-97-0802 日本そば店

59 そば処　万福亭 堀割3-3-21 0299-93-2633 飲食店（日本そば・うどん）

60 大衆割烹みどりや 大野原2-19-8 0299-92-1814 飲食業

61 大衆割烹　山志乃 土合西4-1-30 0479-48-4732 飲食店

62 太平らーめん 筒井1422-185 0299-92-0173 らーめん

63 台湾料理　興福厨房 波崎7575-1 0479-21-9046 中華料理（餃子・エビチリ）

64 台湾料理　四季紅 筒井1427-3 0299-92-8856 中華料理

65 高橋肉店 矢田部3044 0479-48-0030 飲食店（そうざい等）

66 タコとハイボール神栖横丁店 神栖1-65-43 0299-95-9041 飲食業（タコヤキ）

67 但馬山杉澤 太田28-14 0479-46-0222 飲食店（鶏料理・うなぎ）

68 珠寿司 土合中央2-6-13 0479-48-4333 飲食業（寿司店）

69 チャチャブー 奥野谷5556-3 0299-96-7650 喫茶店（ケーキ・ドリンクのテイクアウト有）

70 中華キラク食堂 平泉東1-64-198 0299-92-1684 食堂

71 中華菜館　桂林 日川4422-3 0299-96-4821 飲食店（中華料理）

72 中華料理　杏林 知手3011-46 0299-96-3238 飲食店

73 手打蕎麦　京七 若松中央1-732-83 0479-46-6123 飲食店（手打ちそば・うどん）

74 手打ちそば　孫市 筒井1422-10 0299-92-8878 飲食店（そば・うどん）

75 手打そば　夢呆 大野原3-3-13 0299-93-1869 飲食店
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№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

76 鉄板酒場 ＡＫＡＢＥＫＯ 大野原1-25-6 0299-87-0753 飲食店

77 鉄板和牛ステーキ　きらり 矢田部7793-103 0479-26-3929 洋食・ステーキ

78 東京軒 知手3032-23 0299-96-8129 飲食業

79 東京食堂 平泉2123-5 0299-92-1941 ラーメン・凄汁餃子

80 鳥と豆富料理 ちどり 大野原2-12-17 0299-77-9876 飲食店

81 鳥ふく 土合東1-8-7 0479-48-1492 飲食店

82 馴味の賦 日川4407 0299-96-8858 寿司・居酒屋

83 二八そば　越後 土合中央3-6-1 0479-48-3328 飲食店（そば・うどん・丼物）

84 ニュー上海 太田3404-5 0479-46-5381 中華料理

85 にょんまる屋 矢田部9773-6 0479-21-6580 飲食店

86 バカ頭 神栖2-19-7 0299-95-9483 居酒屋

87 博多　九兵衛　神栖店 神栖1-12-10　NSTOWN101 0299-87-5125 居酒屋

88 華まる 神栖1-12-10 0299-92-8793 飲食業

89 浜茄子 太田732-220 0479-46-0375 居酒屋

90 はまゆり 知手2950-57 090-2428-2285 居酒屋

91 韓サラン（ハンサラン） 大野原1-6-4 0299-93-1227 韓国料理

92 ピザック神栖店 奥野谷3425 0299-96-2121 ピザ・パスタ・ドリア

93 美酒佳肴　庵 知手5202-2 0299-77-5567 飲食店

94 美食酒房　鳥ふじ 太田3280 0479-46-1563 飲食業（中華）

95 ビストロ・シーフォー 知手6378-7 0299-96-7554 飲食業

96 ビストロ十兵衛 堀割1-5-4　ラヴェリテ101 0299-87-5808 居酒屋

97 Bistro Dining　Ｈｉｋａｒｉ 大野原1-6-4 0299-77-7229 イタリアンレストラン

98 ＢＩＳＴＲＯ　ＷＡＫＵ２ 土合北2-9881-126 0479-26-4491 西洋料理・洋食等

99 日和 大野原6-2-60 080-6776-5453 飲食店

100 フレンチレストランＭＥＢＵＫＩ 深芝2184-1 0299-94-3720 フレンチレストラン

101 ペスカッペ 平泉2137-3 0299-92-8700 イタリアンレストラン

102 桝屋そば店 日川4141 0299-96-0012 日本そば

103 又兵衛　土合店 土合中央2-6-8 0479-48-5576 飲食店（焼き鳥・もつ鍋）

104 松星 大野原3-2-21 0299-94-5057 飲食業

105 ㈱ミゾグチフーズ 波崎2725-16 0479-44-0459 惣菜製造・小売販売・総菜レストラン「コロッケ」

106 もなcafe 居切1547-1　人見店舗B号 0299-87-4762 最中・ドリンクの店内提供およびテイクアウト

107 やきとり高田屋 溝口1853-1 0299-92-7889 やきとり・一品料理

108 焼肉　牛侍 深芝南1-4-1 深芝店舗A-1 0299-93-2323 焼肉店

109 焼肉じゅうじゅう 太田4155-4 0479-46-3060 焼肉店

110 焼肉・中華　モーモー 知手2974-180 0299-97-1129 飲食業

111 焼肉道場神栖店 神栖3-3-24 0299-92-4129 焼肉

112 焼肉　肉衛門 平泉東3-23-3 0299-87-4656 焼肉

113 焼肉　宝山 横瀬766-100 0299-96-7728 焼肉全般

114 焼肉ももたろう 大野原2-22-26 喜多川ビル101 0299-94-3529 焼肉店

115 焼肉レストラン　庄花亭 太田1885-6 0479-48-3900 焼肉・中華
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№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

116 やまこ庵　波崎店 波崎5306-1 0479-44-1681 蕎麦・寿司・釜飯

117 やわらか　とんかつ　かつ藤 日川4410-1 0299-90-5151 とんかつ（テイクアウト有）

118 ゆきむら亭　神栖店 奥野谷8199-2 0299-96-3555 ラーメン店

119 洋食　ニューマインド 矢田部5271-3 0479-48-5937 飲食店

120 洋食レストラン　どーむ 砂山1014-314 0479-46-4248 飲食店

121 𠮷亀寿司 太田新町1-5-3 0479-46-2201 寿司

122 ラーメン信来 筒井1747-1 0299-93-3851 飲食店（ラーメン・定食）

123 ラーメン正竜 太田503-2 0479-46-4019 飲食店

124 らーめん大黒屋 奥野谷7898 0299-96-3265 らーめん・餃子

125 らーめんはうす　木かげ 深芝南3-7-6 0299-92-9119 ラーメン・定食など

126 ラーメン　めん丸　神栖店 奥野谷1990-1 0299-96-7622 ラーメン・餃子・からあげ

127 ラーメン　めん丸　波崎店 矢田部5357-12 0479-48-5292 ラーメン・餃子・からあげ

128 レスト喫茶キャビン 木崎2836 0299-92-4616 喫茶店（コーヒー・定食）

129 レストラン ＷＡＬＮＵＴ 日川4491-2 0299-97-1720 飲食業

130 レストラン　大宝路 平泉239-8 0299-92-7460 飲食業

131 レストラン　ハーバー 平泉東1-64-182 0299-93-2446 飲食店

132 レストラン　プライムリブ 波崎6482 0479-44-4725 レストラン

133 レストラン　プレ・サレ 深芝南5-20-3 0299-92-5352 レストラン

134 ロイヤルインド神栖店 堀割3-1-33 0299-92-8787 インドカレー

135 ワーズワース 堀割3-3-14 全日警ビル1F 0299-93-0601 スパゲッティ・ピザ・洋食

136 わいわい和海 横瀬972-4 0299-96-6860 飲食店（居酒屋）

137 和心　九(いちじく) 堀割1-5-12 0299-95-5519 飲食店

138 和食処　湖海 神栖2-5-19 0299-93-0666 飲食店

139 和食や　山いち 賀3858-1 0299-92-7293 飲食業

140 和dining集 溝口1675-1 0299-93-0058 刺身・天婦羅

141 和風レストラン　三金 矢田部7794 0479-48-3303 飲食店

142 和洋処つかさ 知手中央9-8-10 0299-96-5353 和洋食
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※50音順 （令和５年２月２３日 現在）

№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

1 秋葉青果店 知手中央6-21-14 0299-96-1413 青果業

2 あまさけや家具店 波崎8951-4 0479-44-0077 家具販売

3 ㈲荒井商店 息栖2508 0299-92-0544 ガソリンスタンド・LPガス・酒・食品販売

4 アンデルセン 知手中央3-2-21 0299-96-4637 洋菓子製造販売

5 安藤商店 矢田部9701 0479-48-0636 鮮魚・野菜・果物・食品他

6 ㈱五十嵐商事　プライム知手サービスステーション 知手中央1-10-1 0299-96-3901 ガソリンスタンド

7 ㈱五十嵐商事　プライム中央サービスステーション 大野原2-20-17 0299-92-1801 ガソリンスタンド

8 息栖薬品 平泉東2-40 0299-92-0120 医薬品・資生堂化粧品

9 (孫)池田商店 平泉2775 0299-92-0609 文具・雑貨小売業

10 池田ストアー 深芝南3-26-6 0299-92-0606 食料品小売業

11 池田珍味食品 奥野谷336 0299-96-4140 製造・小売業

12 石窯パン工房　ディジョン 深芝南2-20-3 0299-90-0588 パン販売

13 一貫堂 知手14-29 0299-96-1846 体操服・文具・お菓子

14 いづみスポーツ 波崎8440-5 0479-44-0909 スポーツ用品販売

15 移動スーパーとくし丸 移動販売 090-7236-6546 移動販売・セイミヤ神栖店の商品取扱

16 伊東ストアー 波崎9573-32 0479-44-5221 食料品・雑貨小売

17 ㈲伊藤石油 知手中央2-10-32 0299-96-1737 ガソリンスタンド

18 イトウ輪業 土合中央2-2-3 0479-48-5335 自転車・オートバイ

19 茨城木工㈱ 矢田部764-10 0479-48-0034 碁盤・将棋盤・BARREL SAUNA

20 イルポート知手店 知手中央3-6-1 0299-96-4422 電器店

21 ＷＩＮＤＳ ＢＡＳＥ 太田580-18 0479-46-5771 農産物加工販売

22 ウチダ時計店 知手中央6-20-12 0299-96-5141 時計・宝石・メガネ

23 卯月酒店 知手270-4 0299-96-0018 酒・タバコ・食品

24 梅田鮮魚店 平泉東1-50-26 0299-92-3845 鮮魚店

25 梅家製菓 波崎9458-1 0479-44-0275 菓子製造・販売

26 エコー電化サービス 波崎7628-7 0479-44-2503 家電品販売・電気工事

27 ㈲江戸屋商店 波崎8880 0479-44-1661 ガス・灯油販売

28 オーダーデコレーションケーキ　ノノン 矢田部5261-7 090-5543-3817 ケーキ製造・小売

29 オートバックス鹿島店 堀割2-2-21 0299-92-3737 カー用品・車検・整備・自動車保険

30 ㈲大根電器商会 土合中央3-7-11 0479-48-0063 家電販売・修理・電気工事

31 ＯＬＥ ＢＲＡＳＩＬ 知手中央3-5-10 0299-96-5965 輸入食品の販売

32 ㈱開成堂 平泉東1-64-239 0299-92-1810 事務用品販売

33 かいと衣料 矢田部11322 0479-48-0084 学生衣料他

34 菓子処　林屋 波崎7578-8 0479-44-0226 和菓子・洋菓子

35 ㈲鹿島グリーンサービス 知手3032-7 0299-96-3084 肥料・農薬・農業資材

かみすプレミアム付クーポン加盟店一覧表

◎小規模店  (どちらの券も使用できるお店)

　【 小 売 店 】
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№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

36 ㈱鹿島臨海スポーツ 筒井1383 0299-92-0272 総合スポーツ用品の販売

37 かつうらでんき 波崎8568 0479-44-0068 家電品販売・修理・電気工事

38 克己屋精肉店 平泉東1-50-7 0299-92-3002 食肉・総菜販売

39 金山屋商店 波崎9283-3 0479-44-0003 米穀・燃料小売

40 ㈱金安商事 須田1328-3 0479-46-1590 農業用資材小売

41 ㈱神栖部品 知手610-3 0299-96-0678 自動車関連部品・工具の販売

42 川畑プロパン 波崎9465-2 0479-44-0506
プロパンガス・灯油石油類・ガス器具・
   石油給湯器・水回りリフォーム・エアコン

43 カワムラ洋品店 知手中央3-10-12 0299-96-1701 婦人服

44 観音堂 堀割2-2-19 0299-91-0047 仏壇・墓石・仏具一式

45 金券と落花生のフジヒロ 波崎190 0479-44-2481 落花生・お米の販売

46 ＫＩＮＫＯＮＫＡＮ　堀割店 堀割1-5-4 0299-93-1010 弁当・おにぎり・クレープ販売

47 グランママ 知手中央6-19-21 0299-96-7715 製パン小売

48 幸鹿堂　大野原店 大野原3-2-1 0299-92-5150 和菓子・洋焼菓子・せんべい

49 幸鹿堂　本店 知手中央3-4-8 0299-96-4883 和菓子・洋焼菓子・せんべい

50 コスメ山本 知手2975-51 0299-96-0033 エステ・化粧品販売（資生堂ベネフィーク・カバーマーク）

51 ㈲小林商店 波崎4781-18 0479-44-3821 うなぎ蒲焼・うなぎ白焼

52 小美や 知手中央2-4-27 0299-96-4872 衣料品・雑貨・寝具・学生衣料

53 コンビニエンス　キャロット 波崎5300 0479-44-0566 食品販売・手作り弁当

54 サイクルショップ境川 奥野谷4206 0299-96-0252 自転車

55 サイトー知手店 知手中央3-1-20 0299-96-3110 学生服・衣料・雑貨

56 サイトー土合店 土合中央2-5-20 0479-48-3110 学生服・衣料・雑貨

57 ㈱サカエ電気 波崎8353-1 0479-44-0092 家電製品販売

58 ㈱さくた 溝口1668-1 0299-92-3411 OA機器・オフィス家具等

59 酒のアルプス 波崎7575 0479-44-5335 日本酒・ビール・ウィスキー・焼酎・清涼飲料

60 サラダ館　知手中央店 知手中央4-5-24 0299-97-0320 ギフト商品小売販売

61 じごいもの豚　直売所 波崎5172-3 0479-21-6210 直売所

62 シノツカミート 波崎6922-2 0479-44-5125 食肉販売

63 シャトレーゼ神栖店 日川1963-138 0299-96-8888 和洋菓子・アイスクリーム・ワイン販売

64 シャルレ代理店　松島 日川4076-1 090-4535-0585 衣類・化粧品・販売

65 シャルレ藤代 波崎2919-2 0479-44-1420 衣料品・化粧品・健康食品

66 じょうの 知手106-35 0299-96-4428 学生衣料販売

67 新川茶屋 波崎7384-1 0479-44-8881 米穀・お茶・海苔販売

68 翠誠堂　大衆薬局 溝口4873-238 0299-96-0727 処方せん調剤・一般医薬品販売

69 ㈲椙山材木店 太田3209 0479-46-0164 住宅資材

70 鈴木建材店 知手98 0299-96-0129 建築材料・エクステリア商品・販売

71 ㈱スポーツ高橋 知手中央6-21-11 0299-96-1771 スポーツ用品・用具販売・学校指定体操服等販売

72 スリーププラザ本城 波崎8934 0479-44-0364 寝具販売

73 瀬尾本店 柳川2813 0479-46-0020 お酒・食料品・日用雑貨

74 セブンイレブン茨城神栖大野原店 大野原1-5-1 0299-92-2147 コンビニエンスストア

75 セブンイレブン茨城神栖奥野谷店 奥野谷2031 0299-96-3237 コンビニエンスストア
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№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

76 セブンイレブン茨城神栖日川店 日川4413 0299-96-0465 コンビニエンスストア

77 セブンイレブン茨城波崎本郷店 波崎6395-3 0479-44-5484 コンビニエンスストア

78 セブンイレブン神栖息栖稲荷店 息栖2885-258 0299-90-0070 コンビニエンスストア

79 セブンイレブン神栖息栖店 大野原中央3-8-17 0299-91-1311 コンビニエンスストア

80 セブンイレブン神栖１丁目店 神栖1-9-1 0299-92-1951 コンビニエンスストア

81 セブンイレブン神栖太田店 太田456-41 0479-40-2577 コンビニエンスストア

82 セブンイレブン神栖済生会病院前店 知手中央7-3405-256 0299-96-8822 コンビニエンスストア

83 セブンイレブン神栖知手中央店 知手中央10-8-11 0299-90-5655 コンビニエンスストア

84 セブンイレブン神栖知手店 知手中央3-8-3 0299-96-8951 コンビニエンスストア

85 セブンイレブン神栖知手東店 知手3614-2 0299-96-1212 コンビニエンスストア

86 セブンイレブン神栖須田店 須田2304-78 0479-46-1400 コンビニエンスストア

87 セブンイレブン神栖高浜店 高浜2535-4 0299-93-2487 コンビニエンスストア

88 セブンイレブン神栖萩原店 萩原880-2 0299-95-1135 コンビニエンスストア

89 セブンイレブン神栖矢田部店 矢田部6381 0479-48-7011 コンビニエンスストア

90 セブンイレブン神栖横瀬店 日川1963-137 0299-97-0015 コンビニエンスストア

91 セブンイレブン神栖４丁目店 神栖4-2805-16 0299-93-2133 コンビニエンスストア

92 セブンイレブン神栖鰐川店 堀割2-2-1 0299-93-4599 コンビニエンスストア

93 セブンイレブン波崎植松店 矢田部9445-14 0479-48-7377 コンビニエンスストア

94 セブンイレブン波崎海岸店 波崎8810-5 0479-44-0108 コンビニエンスストア

95 セブンイレブン波崎土合南店 土合南1-2-9 0479-48-3390 コンビニエンスストア

96 大成商事㈱ 萩原878-1 0299-96-0909 自動車販売・整備・車検

97 髙島製菓舗 波崎9349-11 0479-44-0278 和洋菓子

98 多田倉 波崎8924-4 0479-44-0206 お茶・その他食品

99 田向種苗店 波崎4300 0479-44-1272 種苗販売

100 ティラミス専門店ＧＲＡＣＥ 神栖1-65-43　神栖横丁内 080-4680-2982 ティラミス

101 でんきハウス　ひらの 大野原2-22-32 0299-92-0721 家庭電気製品販売

102 天賞堂 大野原2-29-40 0299-92-1266 時計・メガネ・貴金属販売

103 藤七屋 波崎5183 0479-44-0648 金物販売

104 ㈲刀水堂薬局 知手中央3-2-32 0299-96-2385 薬局

105 ドルフィン 平泉2-8 0299-93-9288 婦人服

106 ㈱中田石油 知手中央9-9-14 0299-96-0752 ガソリンスタンド・タイヤ販売

107 ナナパピー 神栖2-3-50 090-3001-8877 子犬販売（トイプードル他）

108 野口石油 大野原5-4-34 0299-92-3825 石油販売業

109 ㈱野田石油　若松太田給油所 太田294-34 0479-46-0068 ガソリンスタンド・自動車整備・販売

110 海苔とお茶は儀兵衛 知手2974-230 0299-97-1655 海苔・日本茶の小売

111 白十字病院内売店 賀2148 0299-92-7246 コンビニエンスストア

112 パティシエール 平泉東1-64-204 0299-92-8441 洋菓子

113 パティスリー　クラルテ 平泉東3-15-1 0299-94-8831 洋菓子・ケーキ

114 花塚洋品店 波崎8881-2 0479-44-0310 学生衣料品

115 パン工房ファリーナ 知手中央3-4-8 0299-96-8070 パン
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№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

116 日の丸ギフト 知手2950-78 0299-96-7731 贈答品販売

117 ひもの屋　矢口商店 波崎8808-2 0479-44-0175 干物各種（鯖・サンマ・アジ・ホッケ・金目鯛・イカ他）

118 ビューティーショップ　ミミ＆メルヘン 大野原2-21-33 0299-92-5767 化粧品・ランジェリー・アウター販売

119 平野石油㈱ 太田476-1 0479-46-3961 ガソリンスタンド

120 ファミリーマート神栖居切店 居切1547-1 0299-95-5778 コンビニエンスストア

121 ファミリーマート神栖知手店 知手2975-53 0299-90-6230 コンビニエンスストア

122 ファミリーマート神栖筒井店 筒井1422-284 0299-90-1505 コンビニエンスストア

123 ファミリーマート神栖土合本町店 土合本町5-9809-24 0479-40-6261 コンビニエンスストア

124 ファミリーマート神栖土合南店 矢田部7328-3 0479-40-6162 コンビニエンスストア

125 ファミリーマート神栖波崎小玉台店 波崎6587-1 0479-40-3008 コンビニエンスストア

126 ファミリーマート神栖平泉店 平泉東2-11-4 0299-91-0325 コンビニエンスストア

127 ファミリーマート神栖深芝店 深芝2604-1 0299-90-0232 コンビニエンスストア

128 ファミリーマート神栖宝山店 太田3124-1 0479-40-2735 コンビニエンスストア

129 ファミリーマート神栖堀割店 堀割2-1-3 0299-95-4528 コンビニエンスストア

130 ファミリーマート神栖堀割二丁目店 堀割2-4-18 0299-90-0166 コンビニエンスストア

131 ファミリーマート神栖若松店 若松中央2-30 0479-40-0381 コンビニエンスストア

132 ファミリーマート　ナガイ 太田3136-3 0479-46-0447 果物・野菜・酒・たばこ

133 藤洋品店 土合本町3-9809-13 0479-48-1665 洋品小売・小学校体操服販売（植松小・やたべ土合小）

134 藤原ストア 日川311-2 0299-96-0205 小売業

135 ㈱ふたば 大野原2-12-5 0299-92-0735 くらしの衣料・学校洋品

136 boutique　ＵＡＭ 波崎6507-1 司ビル1F 090-6041-5230 婦人服

137 ブティック　リブ 平泉東1-64-183 0299-92-9454 服飾販売

138 ふとん・学生用品　はせがわ 知手2950-15 0299-97-0390 ふとん・学生用品　はせがわ

139 芙蓉商事㈱ 溝口1651 0299-96-2251 自動車部品

140 プライムランチサービス 波崎6922-1 0479-44-0215 弁当製造・販売

141 フラワーショップ　花新 横瀬808-4 0299-96-7956 生花販売（切花の販売）

142 ほかほか弁当　セントラルビル前店 平泉東1-64-44 0299-92-0013 飲食業

143 細田呉服店 知手中央6-1-3 0299-96-0182 呉服・用品・小物・  カミスココくんTシャツ・ポロシャツ取扱店

144 保立川魚店 日川2726-1 0299-96-0928 鰻白焼

145 ㈱保立自動車 日川1963-66 0299-96-8808 中古車販売

146 ボヌール洋菓子店 息栖2885-245 0299-93-4077 洋菓子製造販売業

147 堀口商店 波崎9572-61 0479-44-1467 食品小売業

148 増田商店 波崎8733-2 0479-44-2111 米穀・燃料販売・設備工事

149 マツモトキヨシ　神栖店 大野原4-4-5 0299-92-2571 ドラッグストア

150 マツモトキヨシ　ライフガーデン神栖店 平泉8-80 0299-95-5560 薬・化粧品の販売

151 丸誠作業用品販売 溝口1630 0299-96-6732 衣類（作業衣）・手袋・靴下・安全靴類・合羽・小道具類他

152 丸竹鮮魚店 土合本町3-9809-267 0479-48-0011 鮮魚

153 丸忠商事㈱ 奥野谷5705 0299-96-5083 ガソリンスタンド

154 ㈱丸や 神栖1-5-1 0299-92-0355 中卸・小売（内外促成・果実・蔬菜）

155 三河商店 波崎9471 0479-44-0360 ガス・米・灯油
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№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

156 ミニストップ神栖日川店 日川235 0299-96-7790 コンビニエンスストア

157 ミニストップ神栖鰐川店 鰐川300-193 0299-93-8280 コンビニエンスストア

158 ㈲三宅商店 溝口706 0299-96-0319 弁当・米穀・肥料販売

159 ㈱むさし 木崎2406-39 0299-92-1648 ランプ・掛軸・雑貨・食品販売

160 メガネ＆時計　イワモト 知手中央3-5-14 0299-96-2664 眼鏡・時計の販売、修理、加工

161 メガネストアー神栖本店 知手3081-16 0299-96-8878 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器の販売及び貸与

162 森山燃料店 波崎7217-8 0479-44-3538 燃料販売

163 山啓酒店 知手中央3-1-32 0299-96-1419 酒類販売・ビール券

164 山田酒店 平泉2786-1 0299-92-1746 酒類販売

165 ㈱やまてつ 知手139-1 0299-96-0905 自動車販売・整備

166 やまもと化粧品店 波崎4820-6 0479-44-0748 化粧品・雑貨・エステ

167 山本石油㈱ファルコ知手ＳＳ 知手138-4 0299-96-0357 ガソリン・軽油・灯油・洗車・オイル・タイヤ

168 雪村餃子無人直売所　神栖日川店 日川1756-75Ａ ― 冷凍食品の無人販売

169 横浜屋商店 矢田部2935-2 0479-48-1313 食品・日用品・肥料・米・農薬

170 ＬＡＰ－ＢＥＡＴ 波崎9105-7 0479-44-4441 サーフショップ

171 ラ・フルール 田畑722-1 080-8180-1868 雑貨・衣類

172 ローソン神栖息栖店 息栖3040-270 0299-92-6420 コンビニエンスストア

173 ローソン神栖太田店 太田603-14 0479-21-5222 コンビニエンスストア

174 ローソン波崎別所店 波崎4676-7 0479-21-5088 コンビニエンスストア

175 ㈱鹿光電業 知手中央6-13-1 0299-96-3014 家電販売

176 和菓子処　すずめの里 神栖2-16-12 0299-77-9733 和菓子屋

177 ㈲ワンオーナー 日川1963-150 0299-96-6688 自動車販売・修理
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※50音順 （令和５年２月２３日 現在）

№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

1 iPhone修理あいうる 深芝南1-18-2 070-2635-9253 iPhone・iPad・Switch修理

2 イコットトラベル
大野原4-182-52
オークビレッジ神栖内

0299-94-6210 旅行会社

3 石井真児行政書士事務所 波崎8669 0479-26-3385 契約書・クーリングオフ通知・その他各種書類作成

4 いずみ美容室 賀2108-104 0299-92-2402 美容業

5 A.C.E.　PHOTO STUDIO 深芝2682-2 0299-77-9130 各種記念撮影・映像制作・各種デザイン・印刷業

6 エステサロン　クレール 太田4588-1 0479-21-3306 まつ毛パーマ・肌のトリートメント

7 ＮＫ企画 高浜2476-20 0299-93-4511 建設業・リフォーム・エクステリア

8 ㈲岡野印刷 大野原2-13-2 0299-92-2078 印刷・ノベルティグッズ（Tシャツ・タオル等）

9 おしゃれサロンワンポイント 日川1963-77 0299-97-3892 美容室

10 折笠カイロプラクティック療術院 鰐川25-75 0299-93-4321 カイロプラクティック

11 カウンセリング＆エステ　花香 横瀬761-99 0299-77-7367 化粧品販売（カネボウ）＆エステ

12 鹿島観光自動車㈱鹿島観光ツーリスト 波崎9282-1 0479-44-0419 貸切バス・旅行手配・企画

13 ㈲鹿島自動車ガラス 奥野谷1996 0299-96-4815 カーフィルム・窓ガラスフィルム貼り・自動車ガラス交換修理

14 ガッツレンタカー 神栖店 神栖1-65-43 0299-77-5502 レンタカー

15 カットサロンＴｅｒｕ 土合北2-1-3 0479-48-2097 理容業

16 カットハウス坂本 大野原中央1-10-53 0299-91-1146 理容店

17 カトレア　大野原店 神栖1-12-12 0299-92-6942 美容業

18 カトレア　海岸通り店 奥野谷6103-13 0299-97-0798 美容業

19 カトレア　ストリート店 堀割1-1-39 0299-90-1488 美容業

20 かみす整体院 深芝南1-13-1 0299-93-0220 整体・エステ・Ｏ２ＢＯＸ・脱毛

21 神栖タクシー 筒井1701-9 0299-92-0011 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー業）

22 かみす中央整骨院 日川4193-8 0299-97-0919 医療

23 髪・ＬＯＯＰ 知手中央3-7-1 080-9887-0101 理・美容業

24 Ｃａｌｌａ 大野原3-1-12 伊藤物産ビル2F 0299-77-9063 エステ

25 カラオケＫＦ 神栖2-3-6 0299-93-9300 カラオケ

26 木之内トラベル㈱ 賀1428-2 0299-92-3399 旅行業

27 クリーニングのあいせい舎 大野原2-21-34 0299-92-3570 一般クリーニング

28 ㈲笹本工務店 矢田部7854-1 0479-48-5901 建築業

29 サトウダンススペース 知手2975-13 090-4747-0606 レンタルスタジオ

30 サロン　ミーシェ 大野原5-3-74 0299-94-7212 リラクゼーションマッサージ・エステ

31 シェリー美容室 知手中央3-6-20 0299-96-1499 美容業一般

32 ㈲しのづか 須田3618-1 0479-46-5444 内装工事

33 しぶや整骨院 平泉東2-11-1 0299-93-9919 整骨院業務

34 写真ハヤマ 大野原3-1-8 0299-92-3868 写真撮影

35 しゃっちー代行 土合本町5-9809-610 070-2357-0110 運転代行

かみすプレミアム付クーポン加盟店一覧表

◎小規模店  (どちらの券も使用できるお店)

　【 サービス他 】
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№ 店 舗 名 住　所 電 話 業 種 又 は 取 扱 商 品

36 シリウススクール太田教室
太田725-107
東急ハイツB-102

0479-46-6651 珠算塾

37 シリウススクール大野原教室 大野原4-3-1　1F 0479-46-6651 珠算塾

38 杉山整体院 大野原1-13-4 0299-94-2158 整体業

39 ㈱正電 横瀬932 0299-96-0671 各種電気工事・エアコン工事

40 代行 ひまわり 神栖1-13-13　神栖1丁目店舗B 080-4889-9951 運転代行

41 タニカワクリーニング　カスミ大野原店 大野原4-1-41 070-1426-2866 クリーニング

42 タニカワクリーニング　カスミ土合店 土合西1-2-5 080-4620-8429 クリーニング

43 タニカワクリーニング　カスミライフガーデン神栖店 平泉8-76 080-9694-8234 クリーニング

44 タニカワクリーニング　知手ベストリカー店 知手字砂3420-57 080-4836-7141 クリーニング

45 タニカワクリーニング　ハピネ知手店 知手中央2-3-27 080-4665-8395 クリーニング

46 ちあふる 知手中央2-4-27 0299-96-7776 カラオケルーム・駄菓子販売

47 合同会社つなぐ不動産 知手中央3-5-10 0299-94-6529 不動産仲介業

48 てぃーだ　Private salon 土合本町1-8762-340 080-4806-1401
エステサロン・よもぎむし・
 まつげパーマ・出張美容（ヘアカット・カラー）

49 土合接骨院
土合本町4-9809-344
フーデリアテナント棟B

0479-213-213 接骨院

50 ㈱トラストサービス 矢田部5961-1 050-1481-2275 運転代行

51 Ｔｒｅｓｏｒ　ｅｔｅｒｎｅｌ 下幡木4173 0299-87-0365 エステサロン

52 永井マッサージ 土合東1-6-11 080-8718-6458 あん摩・マッサージ・指圧

53 ナチュラ接骨院 波崎7382-1 0479-21-5565 接骨業・整体業

54 ナチュラルアップ 波崎8973-7 0479-44-5539 マッサージ＆エステ

55 Ｎａ－ｓｙｕ 知手3259-46 0299-95-8846 美容室

56 南部観光バス 知手中央9-11-14 0299-96-1531 貸切バス

57 南部代行 知手中央9-11-14 0299-96-1531 運転代行

58 南部タクシー 知手中央9-11-14 0299-96-1531 タクシー

59 西尾板金 賀3851 0299-92-3441 建築業

60 ニュー鹿南 矢田部11307-3 0479-48-1100 旅館・キャンプ・BBQ

61 ネイルサロン　トレゾア 木崎2406-561 080-4177-0516 ネイルサロン

62 ネイルサロンＮｅｆｅｒ 筒井1665-2　中ビル103 070-4436-8261 ネイルサロン・巻爪ケア

63 ＮＥＩＧＥ 須田2340-43 090-7244-0466 エステサロン

64 ＮＥＸ　ＦＩＴＮＥＳＳ 太田523-27 0479-46-0773 フィットネスクラブ

65 ハウスクリーニングＫｉｒａｒｉ 深芝南1-18-2 090-7043-9261 ハウスクリーニング

66 はさき中央整骨院 矢田部8173-11 0479-21-5141 柔道整復

67 ㈱花ケ崎モータース 芝崎1036 0299-96-0635 自動車修理業

68 パブリック美容室 息栖3079-787 0299-92-7093 美容業

69 ㈲浜松タクシー 大野原3-10-28 0299-92-2611 タクシー業

70 ヒーリングスパ・マキ 深芝南3-7-1 0299-94-8481 陶板浴・ヨガ・エステ・カフェ

71 Ｂｉｏ　Ａｔｅｌｉｅｒ 深芝南1-4-3　B棟3 0299-95-7810 美容

72 Ｂｅａｕｔｙ＆Ｈｅａｌｔｈ　Ａｍｙ 平泉552-117　ミヨヒコM2 0299-89-7367 エステ

73 ヒューマンアカデミー土合校（ロボット教室） 土合本町1-8762-125 0120-948-514 ロボット教室

74 美容室　髪芝居 日川3891-7 0299-96-3649 美容室

75 美容室シャルム 須田2340-96 0479-46-2202 美容業
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76 美容室　Tabitha Hair 深芝南3-1-5 0299-87-5776 美容サービス

77 美容室　ＮＩＫＯ 溝口1805-1 0299-97-4410 美容業

78 美容室Ｐ－ＰＯＰ 大野原3-1-12　伊藤ビル1F 0299-93-8838 美容室

79 平泉学院 大野原8-7-18 0299-92-3060 そろばん・暗算・フラッシュ暗算

80 Foot Salon Share 太田727 070-4092-9305 フットマッサージ・機能性健康靴販売

81 プハン整体長谷川 高浜2542-2 090-8857-3638 整体

82 プライベートサロン ＦＥＥＬ 大野原中央3-1-62-1 070-2670-0609 リンパマッサージ

83 プライベートサロン Ｒｉｊｕ（リージュ） 高浜2455-20 0299-87-5439 エステ・ネイル・化粧品販売

84 ブラッシュネイルズ 土合中央2-1-8 090-6703-6525 ネイルサロン

85 フレンド美容室 土合南3-12-4 0479-48-3050 美容業

86 hair＆esthe' SABRINA 土合南2-2-8 0479-48-1931 美容業

87 ヘアーウェーブ 日川3804-2 0299-96-7511 パーマ・カット・カラー他

88 ヘアーコレクション ビッグ・ポール 高浜2582-10 0299-93-0888 理容店

89 ヘアーサロン　イトウ 知手中央2-10-37 0299-96-2881 理容業

90 ヘアーサロンたかはし 矢田部2994 0479-48-0610 理容業

91 ヘアーサロン　ハーツ 波崎4137-1 0479-44-5535 理容業

92 ヘアーサロン　ブーケ 太田703-283 0479-46-4255 理容業

93 ヘアーサロン　ユーエス 知手中央2-1-50 0299-96-4846 理容業

94 ヘアーサロンわたる 息栖2815-43 0299-92-3571 理容業

95 ｈａｉｒ　Ｓｉｅｇ 矢田部6575 0479-26-3216 美容室

96 Hair Shop　エポック 土合本町2-9809-136 0479-40-5335 美容業

97 Hair Heart-ishiya 溝口4873-29 0299-96-8111 美容業

98 ヘアーメイクハーツオブラバーズ 大野原中央4-9-41 0299-93-2392 美容業

99 ヘアビューティー　ライツ 知手2974-227 0299-97-1138 美容室

100 ペガサスパソコン教室 日川1756-75C 0299-94-8677 パソコン講座・簿記講座

101 ベストライフフィットネス 矢田部7793-87 0479-21-5051 フィットネスジムの運営

102 ＭＡＫＯツーリスト 萩原906 0299-90-5656 旅行代理店

103 マッサージタイム　アーニカ 太田478-3 0479-46-7081 鍼・灸・マッサージ

104 ㈱松渕塗装工業 土合本町5-9809-610 0479-48-6277 リフォーム工事・塗装工事

105 松本整体　神栖店 神栖4-9-1　パレス神栖101 080-5180-5601 こりほぐし整体

106 松本整体　ゆーぽーとはさき店 砂山15 080-6565-5601 こりほぐし整体

107 松本整体　ゆらら店 奥野谷6283-2 080-4332-5601 こりほぐし整体

108 ㈲港タクシー 土合中央3-7-15 0479-48-1122 タクシー

109 ももの葉鍼灸整骨院 平泉2137-104 0299-93-1101 鍼灸・整骨・マッサージ

110 矢田部自動車教習所 矢田部6231 0479-48-0080 自動車教習所

111 山口自動車 波崎4303-1 0479-44-1231 自動車整備・販売

112 ㈲山本タクシー 奥野谷5673-5 0299-96-1755 旅客運送業

113 ヤワタデンキ 波崎9398-7 0479-44-2341 家電販売・電気工事

114 La・wind　ＲＵＴＡ 平泉8-31 090-8178-0432 リラクゼーション

115 理学療法士のエステ＆ヨガスタジオ　フルーリール 日川3678-6 090-1816-8258 エステサロン・ヨガスタジオ
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116 理髪館　丸山 大野原中央1-6-36 0299-92-0233 理容業

117 理容ホワイト 太田新町4-1-2 0479-46-3678 理容業

118 理容ムロハタ 矢田部10218-8 0479-48-1198 理容業

119 理容　栁堀 日川895-2 0299-96-3664 理容業

120 リラクゼーションサロン　カイマナ 柳川1617-58 090-8309-6363 ハワイアンロミロミ・ホットストーン・フェイシャルなど

121 Ｌｅ　Ｌｉｅｎ 筒井1422-305 0299-94-6955 美容室

122 ワールドウィング神栖 土合本町1-8762-305 0479-21-3312 トレーニング施設・ビモロシューズ・OAKLEY

123 若喜美容室 土合南2-1-9-1 0479-48-2171 美容一般（パーマ・カラーリング・カット）

124 ワタナベ美容室 知手中央3-7-34 0299-96-1555 美容室

125 ＯＮＥ’Ｓ 溝口1770-1 0299-97-2663 美容業
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