
伊勢原市プレミアム付商品券事業／問い合わせ窓口：伊 勢 原 市 商 工 会  伊勢原市伊勢原2-7-31  ☎0463-95-3233  平日9時～16時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢原市役所（商工観光課）  伊 勢 原 市 田 中 3 4 8  ☎0463-94-4732  平日9時～17時

◆購入方法等については、裏面をご確認ください◆

令和２年10月１日（木）

令和２年12月１日（火）

令和３年２月28日（日）

　　　　10月30日（金）

伊勢原市

公式イメージキャラクター

クルリン

+

商品券の利用可能店舗等は中面に掲載

お得に地域を応援しよう得に地域を応援しよう

　　　“いせはら得チケ　　　“いせはら得チケ”で

お得に地域を応援しよう

　　　“いせはら得チケ”で

伊勢原市プレミアム付商品券伊勢原市プレミアム付商品券

お得にお得にお買物！！お得にお買物！！
10,000円で円で10,000円で

１セッ
トセット１セッ
ト

13,000円分
の商品券をの商品券をGetGetしよしよう！の商品券をGetしよう！

販　売　数

購入対象者

購入者募集期間

販売・使用期間

30,000セット
※お一人様3セットまで

※販売は12月21日（月）まで

▼

▼

10枚

６枚

市内在住者
　　在学者
　　在勤者

プレミアム率30％
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の
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次のいずれかの方法でお申し込みください。 ※応募多数の場合は「抽選」

ご協力のお願い

駐車場が少ない引換購入場所もございま

すので、自家用車等でのご来場はお控え

願います

申込期限

令和２年 10月30日（金）
当日消印有効

商品券の「購入引換書」は、11月末

までに、お申込み住所宛へ送付予定

11 9 0

郵 便 は が き

2 5 9

伊勢原市伊勢原2-7-31

伊勢原市プレミアム付

商品券応募係　　　行

料金受取人払郵便

伊 勢 原 局
承　　　認

2027
差出有効期限

2 0 2 0 年10月

30日まで　　

切手不要

購入申込者情報（１人１枚）

区分

住所

氏名

生年
月日

電話
番号

希望数

希望
購入
場所

注意
事項

フリガナ

市内　　□ 在住　　□ 在学　　□ 在勤

引換購入場所に記載の 1～ 16番号
から選択記入

※第２希望まで必ずご記入ください。新型コロナウイルス感染症対策として、特定
　の場所に希望が集中する場合、希望内で購入場所を調整させていただきます。

１．申込期限は、【令和２年10月30日（金）当日消印有効】です。
２．はがき１枚につき１人分の申込しかできません。
３．本はがきの有効期限は、令和２年10月30日（金）までです。

第１希望：

（必ず連絡のつくご連絡先をご記入ください）

（該当するものに�をいれてください）

明治・大正・昭和
平成・令和

－　　　　　　－

〒　　　－

年　　　月　　　日

セット（１人３セットまで）

第２希望： （ ）

期間：令和2年12月1日(火)から21日(月)までに引換

　～　 販売時間：平日の営業時間内　※営業時間は、各引換購入場所へお問い合わせください。

　　 販売時間：平日及び土日の午前９時から午後４時までお申込みの際にご提供いただいた個人情報は
本商品券事業以外には使用いたしません。

募 集 概 要
販売価格

１セット構成

購入対象

購入上限

使用期間

発 行 数

10,000円/１セット（額面13,000円/１セット）

１セット16枚つづり
　■共通券（すべての登録店で使用可）
　　1,000円券×10枚＝10,000円
　■地域券（登録店のうち、大型店以外で使用可）
　　　500円券×６枚＝　3,000円

市内在住、在学、在勤者

1人３セットまで

令和２年12月１日（火）～令和３年２月28日（日）

30,000セット

1 2 

【 】

はがき（１人１枚）

本チラシ付属の専用は

がき※に必要事項を記

入し、ポストへ投かん

11 3 1

郵 便 は が き

2 5 9

伊勢原市伊勢原2-7-31

伊勢原市プレミアム付
商品券応募係　　　行

料金受取人払郵便

伊 勢 原 局
承　　　認

000
差出有効期限
2 0 2 0 年10月
30日まで　　

切手不要

購入申込者情報（１人１枚）
区分

住所

氏名

生年
月日

電話
番号

希望
冊数

希望
購入
場所

注意
事項

フリガナ

市内　　□ 在住　　□ 在学　　□ 在勤

引換購入場所に記載の 1～ 16番号から選択記入
※第２希望まで必ずご記入ください。新型コロナウイルス感染症対策として、特定
　の場所に希望が集中する場合、希望内で購入場所を調整させていただきます。１．申込期限は、【令和２年10月30日（金）当日消印有効】です。
２．はがき一通につき一人分の申込しかできません。３．本はがきの有効期限は、令和２年10月30日までです。

第１希望：

（必ず連絡のつくご連絡先をご記入ください）

（該当するものに�をいれてください）

明治・大正・昭和
平成・令和

－　　　　　　－

〒　　　－

年　　　月　　　日

冊（１人３冊まで）

第２希望： （
）
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郵 便 は が き

2 5 9

伊勢原市伊勢原2-7-31
伊勢原市プレミアム付
商品券応募係　　　

行

料金受取人払郵便
伊 勢 原 局承　　　認

000
差出有効期限2 0 2 0 年10月30日まで　　
切手不要

購入申込者情報（１人１枚）

区分

住所

氏名
生年
月日
電話
番号
希望
冊数

希望
購入
場所

注意
事項

フリガナ

市内　　□ 在住　　□ 在学　　□ 在勤

引換購入場所に記載の 1～ 16番号

から選択記入

※第２希望まで必ずご記入ください。新型コロナウイルス感染症対策として、特定

　の場所に希望が集中する場合、希望内で購入場所を調整させていただきます。

１．申込期限は、【令和２年10月30日（金）当日消印有効】です。

２．はがき一通につき一人分の申込しかできません。

３．本はがきの有効期限は、令和２年10月30日までです。

第１希望：

（必ず連絡のつくご連絡先をご記入ください）

（該当するものに�をいれてください）

明治・大正・昭和平成・令和

－　　　　　　－

〒　　　－

年　　　月　　　日
冊（１人３冊まで）第２希望： （

）

市公式ホームページ

から電子申請

検索伊勢原市　商品券

※「専用はがき」は、

　下記9～16番の引

　換購入場所でも配

　布しています
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市立大山保育園

大山小学校

611

坂間医院

★246

JA湘南比々多支店JA湘南比々多支店JA湘南比々多支店

伊勢原大神宮

61

大福寺大福寺大福寺
★

伊勢原

246

セブン
イレブン

61
八幡台入口★

★
伊勢原
市役所

市立
図書館

246

市役所入口
1 2 3 4 5 6

63★

小田原厚木道路

7

8

伊勢原郵便局
田中432

☎0463-94-1046

伊勢原本町郵便局
伊勢原2-10-8

☎0463-93-7932

伊勢原桜台郵便局
桜台2-20-18

☎0463-93-8641

伊勢原東大竹郵便局
八幡台1-14-3

☎0463-95-1967

伊勢原比々多郵便局
串橋63-3

☎0463-95-1911

伊勢原高森郵便局
高森2-20-15

☎0463-93-4141

伊勢原沼目郵便局
沼目4-1-8

☎0463-95-1912

伊勢原大山郵便局
大山255

☎0463-95-1970

中栄信用金庫
伊勢原支店
伊勢原3-4-45
☎0463-95-1155

中栄信用金庫
伊勢原南口支店

桜台1-14-21
☎0463-93-6868

中栄信用金庫
愛甲石田支店

石田666-1
☎0463-97-3351

中南信用金庫
伊勢原支店
桜台1-16-12

☎0463-93-2351

中南信用金庫
高森支店
高森3-3-19

☎0463-92-1151

伊勢原市商工会
（シティプラザ2階）

伊勢原2-7-31
☎0463-95-3233

平塚信用金庫
伊勢原支店
桜台1-12-2

☎0463-96-1511

伊勢原小学校入口

伊勢原小学校前
武道館入口

伊勢原駅

伊勢原小学校
オーケー

デニーズ

横浜銀行横浜銀行横浜銀行

りそな銀行

◯文

★

伊勢原駅入口

北口北口北口

15 伊勢原市観光協会
（伊勢原駅北口）

伊勢原1-1-5　
小田急マルシェ２階
☎0463-73-7373

比々多
伊勢原インター入口

伊勢原駅入口 伊勢原駅入口

老人福祉センター

1 14

15 16
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プレミアム付商品券
利用可能店舗一覧
※令和２年９月14日締 受付分まで掲載※

お問い合せ：伊勢原市商工会　☎95-3233

 1 居酒や　北の庄 イザカヤ 伊勢原1-5-3
 2 ㈲岩田モータース 二輪車販売修理業 伊勢原2-10-36
 3 魚溪 鮮魚販売 伊勢原1-3-12
 4 駅ナカ　クルリンハウス 伊勢原の名産品を販売 伊勢原1-1-5
 5 ゑびす家 和食居酒屋（食事のみ可） 伊勢原3-8-15
 6 Ａ－ＰＯＲＴ　ヤマダ 家電 伊勢原3-8-9
 7 ＥＲＯＴＩＣＡ＆ｉｍａｉ 眼鏡　コンタクト　補聴器 伊勢原2-2-26
 8 大田屋履物店 履物販売業 伊勢原2-8-25
 9 お菓子の店　さのや 和菓子 伊勢原2-3-23
 10 菓子司さがわ 和菓子製造販売 伊勢原3-6-1
 11 ＫＡＴＴＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　伊勢原校 英会話教室 伊勢原1-18-14
 12 オーケー伊勢原店 スーパーマーケット 伊勢原4-2-1
 13 お食事処　とんぼ 和風総合食堂寿司・中華等 伊勢原1-3-5
 14 海鮮市場　マルモト 水産加工 惣菜 魚介販売 伊勢原1-3-37
 15 カトマンズバール カレー・チーズナン等 伊勢原2-2-21 2F
 16 Café  Bar poco a poco 自然食料理とお酒のお店です 伊勢原1-4-8 2F
 17 カフェ・ムジーク 珈琲・本日のお任せランチ 伊勢原2-10-37
 18 川口風呂店 住宅設備機器販売 伊勢原2-7-33
 19 きこえのパートナー　イマーゴ 補聴器専門店 伊勢原2-5-32
 20 有限会社 亀盛堂 パン　和菓子　菓子類 伊勢原1-2-16
 21 k i tchen & bar S iesta 欧風料理店 伊勢原3-7-2
 22 96ショップ　アサヒ 雑貨、小物、飲料 伊勢原1-3-10
 23 靴のヨリズミ 靴小売・靴修理 伊勢原1-3-18
 24 熊沢米店 お米、おもち、みそ、麦等 伊勢原2-4-17
 25 クリエイトエス・ディー　伊勢原一丁目 ドラッグストア 伊勢原1-34-17
 26 クリエイトエス・ディー　伊勢原三丁目 ドラッグストア 伊勢原3-5-10 2F
 27 クリーニング　ひまわり クリーニング 伊勢原2-7-9
 28 コゲメ 沖縄・九州料理 伊勢原2-2-23 第一ガーデンビル1F
 29 小僧寿し　伊勢原中央通り店 お寿し・からあげ・天丼 伊勢原2-7-29
 30 こみや料亭 料亭、仕出、テイクアウト 伊勢原2-9-29
 31 collec+ism 美容室 伊勢原2-2-19
 32 ごはんや　うさぎ亭 定食やお酒 伊勢原1-17-12
 33 呉服の江戸屋 呉服・和装品 伊勢原3-5-4
 34 彩食絢味 洋食全般 伊勢原2-5-40 うさみハイツ1F
 35 有限会社　坂本水道 水道工事 伊勢原4-14-43
 36 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＲＡＭ 美容所 伊勢原3-19-4
 37 サロン、ド、和光 婦人衣料小売店 伊勢原1-5-1
 38 有限会社三野呉服店 呉服洋品寝具肌着帽子靴等 伊勢原3-4-1
 39 ｓｅｅ．Ｌ ｈａｉｒ 美容室 伊勢原3-2-6
 40 地もの御馳走処　ＧＥＮ 地産地消がテーマの飲食店 伊勢原1-6-8
 41 じゃこ屋勝一 一般食堂・飲食業 伊勢原1-17-2
 42 ジュエルボックス 宝飾品・時計・メガネ 伊勢原2-9-35
 43 食堂　いとう 食堂 伊勢原2-10-34
 44 紳士服のコナカ　伊勢原店 紳士衣料、婦人衣料販売 伊勢原3-24-11
 45 鮨・和風料理　瓢亭 鮨和食の飲食店テイクアウト 伊勢原1-5-4
 46 ㈲セイタ写真館 スタジオ写真撮影 伊勢原3-1-4
 47 セブン‐イレブン　伊勢原１丁目店 コンビニエンスストア 伊勢原1-18-17
 48 天　Ｓｏｒａ 季節の食材を取扱う居酒屋 伊勢原1-11-22
 49 髙田屋酒店 日本酒・焼酎・ワイン等 伊勢原1-19-6
 50 髙橋米店 お米と燃料そしてガス機器 伊勢原1-4-3
 51 有限会社　髙橋肉店 食肉販売業　食肉・加工品 伊勢原2-10-31
 52 タケメガネ　伊勢原店 メガネ、コンタクト 伊勢原4-2-7
 53 多鶴 自家製粉　十割手打そば 伊勢原3-8-13
 54 有限会社　田中薬品 クスリ　化粧品 伊勢原1-3-26
 55 大好きや 伊勢原店 飲み放題食べ放題の居酒屋 伊勢原1-4-11
 56 株式会社　茶加藤 茶・海苔他関連商品 伊勢原2-9-33
 57 テーエスガス株式会社 プロパンガスとお米 伊勢原1-4-3
 58 D I P P E R ( ディッパー) 美容室 伊勢原4-13-5 1F
 59 D E C O  美容室 伊勢原3-7-2 大河原ビル１F
 60 電化の大昌 家電製品の販売及び修理 伊勢原2-10-33
 61 有限会社　豊田屋商店 昔懐かしい品物の数々 伊勢原3-5-5
 62 鳥好 やきとり・刺身・竜田揚げ 伊勢原1-19-2
 63 とんかつ麻釉 とんかつ・定食 伊勢原1-14-11
 64 とん吉 やきとり専門店 伊勢原4-16-14
 65 株式会社　花いせ 花束・アレンジ・観葉植物 伊勢原1-3-21
 66 花呉装 呉服類全般・和雑貨小物他 伊勢原3-2-6 2F
 67 花小代　駅前店 生花販売＆花キューピット 伊勢原1-2-1
 68 花の店　ＮＯＢＵ 生花店（切花・花鉢） 伊勢原4-637-1
 69 長谷川釣具店 釣具 伊勢原2-9-31
 70 林写真商会 記念写真・証明写真撮影等 伊勢原3-10-9
 71 パスタ＆イタリアン　レッドピーマン パスタ・ピザ・タコス 伊勢原1-24-5
 72 バニーズ動物病院 ウサギ・げっ歯類等の診療 伊勢原2-6-15
 73 美容室いろは 美容全般 伊勢原1-13-5
 74 美容室コックス 美容業 伊勢原1-5-3
 75 美容室散歩道 パーマ、カット、カラー 伊勢原3-2-2
 76 プラザアサヒ 婦人洋品学生洋品寝具肌着 伊勢原1-3-10
 77 Ｈａｉｒ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 美容業 伊勢原1-16-12
 78 ぼんち 各種定食類 伊勢原2-9-1
 79 有限会社　マイティースポーツ スポーツ用品全般　記念品 伊勢原3-2-6
 80 丸石 和装・衣料品 伊勢原3-1-5
 81 みよしや 全品半額1部除･水木日定休 伊勢原2-5-41
 82 八百治商店 青果店 伊勢原2-3-27
 83 焼鳥 大山 焼鳥 伊勢原2-2-25
 84 やきとり大吉伊勢原駅北口店 やきとり居酒屋、持ち帰り 伊勢原4-13-28
 85 焼肉ホルモン　古奈屋 安くてうまい焼肉ホルモン 伊勢原1-17-12
 86 山内種苗店 種子 伊勢原3-3-1
 87 山田プロパン㈱ ガス機器・厨房機器 伊勢原3-5-7
 88 山の百貨店 自然食品と自然酒 伊勢原1-2-1
 89 洋品百貨　ＹＡＭＡＴＯＹＡ 学生服　雑貨　アパレル 伊勢原3-6-6
 90 レディスショップ　シノン 婦人服 伊勢原2-2-26
 91 和食しろつばき 和食居酒屋 伊勢原4-15-35
 92 わんわんランド ドッグトリミングサロン 伊勢原2-7-9

伊勢原、板戸、田中、桜台（一部）、東大竹（一部）

 1 今福畳店 畳工事全般 小稲葉187
 2 柏木牧場 牛肉　乳製品　食料品 小稲葉7
 3 くすりのワダ 漢方薬 小稲葉257
 4 有限会社　重田酒店 酒、食料品、飲料 小稲葉2133 
 5 ラーメン風林火山 ラーメン 小稲葉1267-1
 6 石田牧場のジェラート屋　めぐり ジェラート販売 上谷777 
 7 ホワイト急便大田店 クリーニング全般 下谷40
 8 いちばんでんき沼目店 家庭電化製品 沼目4-1-2
 9 有限会社ケアフルホーム 住宅リフォーム、福祉用具 沼目2-16-11
 10 株式会社　柏木工務店 排水管清掃　リフォーム 下平間673

小稲葉、上谷、下谷、沼目、下平間

 １ アイ治療院 整体治療各コース 桜台3-5-29
 ２ あがれや 串揚げ居酒屋 桜台1-1-25 アーバンヒルズ 1F
 3 有限会社アサクラ 時計・眼鏡・補聴器 桜台1-1-14
 ４ アルズフーズマーケット伊勢原店 スーパーマーケット 桜台4-23-22
 ５ アルペンクイックフィットネス伊勢原店 フィットネス・用品販売 桜台1-8-1 イトーヨーカドー4F
 6 石上理容室 理容業 桜台3-6-2
 7 伊勢原書店 書籍、携帯電話販売 桜台1-2-5
 8 一番や 焼肉ととんかつ 桜台1-15-3
 9 イトーヨーカドー伊勢原店 スーパーマーケット 桜台1-8-1
 10 インテリアいしかわ 家具カーテン・リフォーム 桜台2-20-19
 11 魚処　一心 イザカヤ（居酒屋） 桜台1-15-4
 12 海ぼうず 居酒屋 桜台1-20-3 1F
 13 エスポット伊勢原店 ディスカウントストア 桜台2-28-36
 14 エディオン　いせはらｃｏｍａ店 家電製品販売 桜台1-3-3 いせはらcoma3F
 15 ａｕショップ 伊勢原 ａｕ携帯電話及び関連商品 桜台1-19-5
 16 有限会社　岡田工務店 水道関連工事 桜台1-16-17
 17 OdakyuOX　伊勢原店 スーパーマーケット 桜台1-1-7
 18 有限会社小沼酒店 酒類全般 桜台1-12-14
 19 オリエント製パン パン 桜台3-7-30
 20 亀山社中 ピザ・パスタ・お酒 桜台3-5-29
 21 肴鮨菜　むつき 刺身・寿司・新鮮なネタ有 桜台1-10-16
 22 牛角　伊勢原店 本格炭火焼肉店 桜台3-6-6
 23 銀座コージーコーナー　いせはらｃｏｍａ店 洋菓子販売 桜台1-3-3 いせはらcoma1F
 24 グランママサラダ館 ギフト 桜台2-24-14
 25 クリーニング　ワコール クリーニングと服のお直し 桜台1-38-2
 26 コジマ×ビックカメラ　伊勢原店 家電販売 桜台1-21-5
 27 サンドラッグ　伊勢原店 ドラッグストア 桜台1-11-15
 28 スギ薬局　伊勢原駅前店 ドラッグストア 桜台1-3-3 いせはらcoma2F
 29 鈴木モーターサイクル バイク・自転車販売 桜台1-22-27
 30 炭火やきとり　串三 居酒屋・炭火やきとり 桜台1-9-15
 31 セブン‐イレブン　伊勢原桜台１丁目店 コンビニエンスストア 桜台1-20-25
 32 セブン‐イレブン　伊勢原桜台小学校前店 コンビニエンスストア 桜台4-26-5
 33 ㈲瀬尾輪業 自転車・オートバイ 桜台1-15-25
 34 そうてつローゼン伊勢原駅前店 スーパーマーケット 桜台1-3-3 いせはらcoma1F
 35 そば処　だるま 麺類・丼物・テイクアウト 桜台1-19-1
 36 匠味 和食店・居酒屋 桜台3-11-11
 37 有限会社　タナカ電機商会 家庭電化製品 桜台1-12-11
 38 中央堂伊勢原薬局 医薬品、化粧品等 桜台1-2-1
 39 中華つくし 中華料理店 桜台1-11-25
 40 藤華軒 中華料理 桜台1-1-18
 41 有限会社　鳥海肉店 箱根山麓豚惣菜 桜台1-9-15
 42 肉のナルセ 食肉販売業 桜台1-7-25
 43 花小代　本店 生花・ギフト・胡蝶蘭 桜台1-23-38
 44 パスティッチェリアラッテ　いせはらｃｏｍａ店 洋菓子 桜台1-3-3 いせはらcoma1F
 45 美容室　フロムニューヨーク 美容室 桜台1-15-26 1F
 46 風海 陶芸もできるカフェ＆酒所 桜台1-24-9 リラ伊勢原1F
 47 伏見ＦＰ事務所 ファイナンシャルプランナ 桜台1-25-5
 48 富士メガネ メガネ・補聴器の販売 桜台1-14-4
 49 ヘアーブラン 美容室 桜台1-22-5 ジェイワンビル1F
 50 ヘナサロン　こよつき ヘナ染め・カット 桜台1-31-16
 51 芳甘菓豆芳　いせはらｃｏｍａ店 落花生・菓子 桜台1-3-3 いせはらcoma1F
 52 ホット・ネオ カクテル　酒類全般　軽飲 桜台1-9-12
 53 丸興商会 塗料　消火器　看板　販売 桜台1-17-16
 54 メガネスーパー　いせはらｃｏｍａ店 眼鏡・コンタクト・補聴器 桜台1-3-3 いせはらcoma1F
 55 m o m i - n o - k i  C H A L K  A R T  チョークアート教室／制作 桜台1-3-3 いせはらcoma2F
 56 洋品のかめい 市内中学校制服体操着他 桜台1-5-34
 57 よもぎ蒸しサロン　えんの葉 黄土よもぎ蒸し 桜台1-31-16
 58 ＲＩＤＥ　ｈａｉｒ 理美容業 桜台1-19-4
 59 ランチ＆居食処　寛屋 定食、丼物、一品料理など 桜台1-9-5

桜台、東大竹、池端、岡崎

桜台、東大竹、池端、岡崎

★：大型店…こちらでは「500円の地域券」は使用できません。

No 店舗名等 主な業種・取扱品 住　　所

No 店舗名等 主な業種・取扱品 住　　所 No 店舗名等 主な業種・取扱品 住　　所 No 店舗名等 主な業種・取扱品 住　　所

 60 ローソン　伊勢原千津店 コンビニエンスストア 桜台1-38-28
 61 カゴヤ輪業 自転車・バイク販売修理 東大竹723
 62 共栄クリーニング 一般衣類クリーニング 東大竹1130
 63 セブン‐イレブン　伊勢原東大竹店 コンビニエンスストア 東大竹921-1
 64 とがくし そば店 東大竹922-1
 65 ミズシマ電機 家電販売・修理 東大竹1007-4
 66 ラーメンの店めんや ラーメン餃子チャーハン 東大竹923-1
 67 和膳　照国 寿司・懐石料理・仕出弁当 東大竹937-1
 68 セブン‐イレブン　伊勢原池端店 コンビニエンスストア 池端419-15
 69 そば処　立花 そば・うどん・丼物販売 池端257-1
 70 タカナシ牛乳　岡崎ミルクショップ 牛乳・ヨーグルト 岡崎6894
 71 ひな野伊勢原店 美味しさと健康をご提供 岡崎6988-1
 72 ヘアーサロン　Ｂｕｄｄｙ 理容業 岡崎7037
 73 ローソン　伊勢原岡崎店 コンビニエンスストア 岡崎6494-1

 1 あやめ自動車 車検・点検・板金・車販売 三ノ宮1066-1
 2 セブン‐イレブン　伊勢原三ノ宮店 コンビニエンスストア 三ノ宮149-1
 3 イオン　伊勢原店 食品,衣料服飾,住まいの品 白根630-1
 4 たんぽぽ ラーメン各種、定食各種 白根648-1
 5 ベルク伊勢原白根店 スーパーマーケット 白根569-1
 6 有限会社　渡辺自動車 修理及び販売 白根616-1
 7 有限会社　いちばんでんき 家電販売 神戸631-1
 8 大久保酒店 酒類・食品販売 神戸507
 9 新店 和菓子・パン・飲料 神戸597
 10 セブン‐イレブン　伊勢原神戸店 コンビニエンスストア 神戸481-1
 11 中国飯店　鳳華 中華料理・お持ち帰り歓迎 神戸552-5
 12 ホテルルートイン伊勢原 ホテル業・飲食業 神戸417-1
 13 ビューティーサロン　ファミリー 美容 串橋72-2
 14 回転寿し　活鮮　伊勢原店 回転寿し 坪ノ内240-7
 15 セブン‐イレブン　伊勢原坪ノ内店 コンビニエンスストア 坪ノ内52-8
 16 ダイハツ西湘販売　２４６本店 自動車販売・自動車整備 坪ノ内71-1
 17 株式会社　フリーテム 電気製品販売 坪ノ内278-3
 18 レストラン伽倻 焼肉　国産和牛を使用 坪ノ内659-2
 19 ナップス伊勢原店 オートバイ用品販売 大住台1-4-7
 20 笠寿し すし 笠窪383-15
 21 セブン‐イレブン　伊勢原笠窪店 コンビニエンスストア 笠窪352-1
 22 成田畳店 畳製造販売 笠窪482
 23 ヘアメイクパームス 美容業全般 笠窪368-1
 24 ホップヘアー 理容業 笠窪421-4
 25 ワイズギア タイヤ販売 善波1403

三ノ宮、白根、神戸、串橋、坪ノ内、大住台、笠窪、善波

 1 秋山畳店 畳工事一式請負 日向725
 2 オリーヴの樹 イタリアンカフェ 日向190
 3 クアハウス山小屋 飲食、キャンプ、BBQ 日向2184-1
 4 日向天成園 日本料理　会食　法事　祝 日向752
 5 ひなたマルシェ オーガニック・エコ食品 日向2081-12
 6 ㈲秋山自動車整備工場 各種自動車販売車検修理 上粕屋788-3
 7 アルベロベッロ ナポリピッツア 上粕屋298
 8 エム・ケー観光　株式会社 旅行商品 上粕屋1519-12
 9 神奈中タクシー株式会社　伊勢原第二営業所 タクシー事業 上粕屋519-1
 10 ショップハラショー 手作り雑貨 上粕屋299-1 アルベロベッロ トゥルッリA号
 11 パスティッチェリアラッテポポロ広場本店 洋菓子 上粕屋299 ポポロ広場内
 12 ヘアーサロン　サノ 理容業 上粕屋350
 13 ヘアーサロン　ダイア 理容業 上粕屋1519-11
 14 理容室　たかはし 理容業 上粕屋389-3
 15 ㈲ヤハギ電器販売 家電販売及び修理 上粕屋739-11
 16 カット倶楽部　夢飛行 美容室 西富岡1372
 17 コーヒーロースト　伊勢原店 焙煎仕立コーヒー豆の販売 西富岡1074-8
 18 車検のコバック　ロータスタケウチ 自動車整備・販売 西富岡196-1
 19 セブン‐イレブン　伊勢原西富岡店 コンビニエンスストア 西富岡16-2
 20 フラワーランド伊勢原店 食品　日用品　園芸用品花 西富岡774-1
 21 丸山酒店 食料品 西富岡729

日向、上粕屋、西富岡

 19 西の茶屋 土産品販売と飲食店 大山614
 20 ねぎし旅館 とうふ・ジビエ料理・宿泊 大山640　
 21 山の駅　おりべ 大山みやげ・地場野菜 大山545-1
 22 蓬生亭逸見 季々の懐石料理 大山413
 23 和仲荘 豆腐料理店冬季ししなべも 大山580
 24 遠州屋米穀店 米・灯油 子易1219
 25 米本舗(有)瀧本屋 米・灯油 子易1024
 26 有限会社　水野商店 プロパンガス・灯油販売 子易1021

 1 ゑびすや土産品店 土産品・飲食 大山647
 2 大津屋きゃらぶき本舗 きゃらぶき他山菜佃煮各種 大山618
 3 大山阿夫利神社 参集殿 飲食店 大山12
 4 大山ケーブルカー ケーブルカー・土産品 大山667
 5 大山まん志″う本舗　良辨 まんじゅう羊羹等和菓子類 大山455
 6 お食事・喫茶　山ゆり そば・とろろご飯・甘味他 大山611-1
 7 金子屋支店 大山観光土産　大山こま 大山585
 8 Ｋｕｒｕｍｉカフェ 阿夫利神社境内のカフェ 大山12 大山阿夫利神社下社
 9 有限会社こまや支店 魚介類販売 大山358
 10 米屋きゃらぶき本舗 きゃらぶき　山菜佃煮各種 大山345
 11 茶寮石尊 カフェ 大山12
 12 四季の懐石　小笠原 豆腐料理を主にした懐石 大山415
 13 宿坊かげゆ 創作とうふ料理 大山314
 14 古宮旅館 とうふ会席料理 大山512
 15 塚本みやげ店 みやげ品　そば　とうふ 大山658
 16 東学坊 豆腐料理 大山437
 17 とうふ処　小川家 とうふ料理 大山637
 18 とうふゆば会席　青木館 とうふゆば会席のお店 大山558

大山、子易

 1 うるしばら落花生 落花生加工販売 高森6-1581-8
 2 Aコープ伊勢原高森店 生鮮・一般食料品 高森6-2-3
 3 上海厨房　桂花楼 中華料理店 高森3-1-44
 4 セブン‐イレブン　伊勢原高森店 コンビニエンスストア 高森769-16
 5 セブン‐イレブン　伊勢原高森２丁目店 コンビニエンスストア 高森2-4-18
 6 そば処　立花 そば・うどん・どんぶり 高森6-1581-9
 7 パン酵母シーバー パン 高森1430-5
 8 美容室　司（ｔｕｋａｓａ） 予防美容の店 高森2-18-47
 9 美容室　パエル 美容業　カット　カラー 高森6-5-3 1F
 10 ビューティ　モア パーマ　ヘアダイ　カット 高森3-7-20
 11 ユーコープ高森店 食料品等の販売 高森2-6-4
 12 ＷＡＮライフ ペットホテル・トリミング 高森1-2-7
 13 よろずや愛甲原店 食品スーパー 高森台2-7-11
 14 アイビス 家電製品販売及び電気工事 石田306-1
 15 アルペンクイックフィットネス愛甲石田店 フィットネス・洋品販売 石田673-5 ヨロズヤ2F
 16 梅原畳店 畳業 石田658
 17 海老名食堂ホルモン部 焼肉ホルモン店 石田326-1
 18 川田商会 自転車オートバイ販売修理 石田820-12
 19 クリエイトエス・ディー　伊勢原石田 ドラッグストア 石田411
 20 シバタダンススタジオ ダンススタジオ 石田602-1
 21 スマイルドラッグ　愛甲石田店 ドラッグストア 石田897-1
 22 セブン‐イレブン　伊勢原石田店 コンビニエンスストア 石田678-5
 23 道とん堀愛甲石田店 お好み焼鉄板焼焼きそば等 石田326-1
 24 ファミリーマート愛甲石田駅前店安田屋 コンビニエンスストア 石田602-1
 25 まんま亭 居酒屋、焼鳥、その他多数 石田681-1
 26 めんどり　おんどり 居酒屋 石田672-2
 27 よろずや石田店 スーパーマーケット 石田673-5
 28 ワミレスサロン　伊勢原 美顔及び化粧品販売 粟窪1002-7
 29 ダイカン株式会社 住宅修理兼リフォーム 東成瀬14-5
 30 Ｒｏｓｉｅ’ｓ　ｍｉｓｔ ネイル・ローズ蒸しテント 東成瀬13-24
 31 レストラン　森の家 台湾イタリアスペイン料理 東富岡125-1
 32 スギ薬局　伊勢原成瀬店 ドラッグストア 下糟屋3022-1 ヨークマート1F
 33 友禅　ふく和 呉服 下糟屋2288
 34 洋服の青山　伊勢原店 洋服販売 下糟屋3011-2
 35 ヨークマート伊勢原成瀬店 スーパーマーケット 下糟屋3022-1
 36 ローソン伊勢原見附島店 コンビニエンスストア 見附島72-1
 37 サンドラッグ　アクロスプラザ伊勢原店 ドラッグストア 歌川2-5-1
 38 スーパーアルプス　伊勢原下落合店 スーパーマーケット 歌川2-5-1
 39 セブン‐イレブン　伊勢原下糟屋歌川店 コンビニエンスストア 歌川3-1-1
 40 タカハシ伊勢原店 衣料品　生活雑貨 歌川2-5-1
 41 ダイハツ西湘販売　東名厚木店 自動車販売・自動車整備 歌川2-4-1
 42 ダイハツ西湘販売　東名厚木南店 自動車販売・自動車整備 歌川2-3-14
 43 岳南畜産　株式会社 食肉販売業 下落合625-5
 44 クリエイトエス・ディー　伊勢原下落合 ドラッグストア 下落合301-1
 45 セブン‐イレブン　伊勢原下落合店 コンビニエンスストア 下落合7-1

高森、高森台、石田、粟窪、東成瀬、東富岡、下糟屋、見附島、歌川、下落合

★：大型店…こちらでは「500円の地域券」は使用できません。
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 93 ㋐　荒川米店　伊勢原店 お米屋　白米玄米もち米麦 板戸184-1
 94 伊勢原ボウリングセンター ボウリング場 板戸442
 95 田舎鮨 すし店 板戸193-6
 96 有限会社　キクムラミート 食肉・惣菜 板戸766-11
 97 きもの・ふとん　おざわ 呉服・寝具・名入タオル等 板戸397
 98 サイクルショップナガツカ 自転車修理 板戸407
 99 サロンドサド 美容 板戸887-8
 100 サンドラッグ　伊勢原板戸店 ドラッグストア 板戸8 エムアイプラザ
 101 シザ・レストラン＆バー レストラン＆バー 板戸442
 102 シュープラザ　伊勢原店 靴 板戸8 エムアイプラザ
 103 食堂フレンチ　ドゥジェム 気軽に楽しめるフレンチ 板戸433-1
 104 セブン‐イレブン　伊勢原板戸店 コンビニエンスストア 板戸564-4
 105 中華料理　本家　北京亭 ラーメン・中華ランチ等 板戸192-1
 106 中屋 酒類 板戸391
 107 株式会社　ノジマ　伊勢原店 家電量販店 板戸8 エムアイプラザ
 108 花いせ　ヨークマート伊勢原店 花束、アレンジ、観葉植物 板戸8 エムアイプラザ
109 パシオス　伊勢原店 ファッション衣料専門店 板戸8 エムアイプラザ
 110 久美堂　伊勢原店 書籍・文具・ＣＤ・ゲーム 板戸8 エムアイプラザ
 111 都寿し 和食･割烹 板戸421
 112 八百藤　板戸店 野菜　果物　その他 板戸769
 113 やきとり大吉　２４６店 やきとり 板戸406-2
 114 ヨークマート　伊勢原店 スーパーマーケット 板戸8 エムアイプラザ
 115 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｃａｆｅ　ＬＩＦＥ ハワイアンレストラン 板戸271-5
 116 ロイヤルホームセンター　伊勢原店 ホームセンター 板戸8 エムアイプラザ
 117 和食麺処　サガミ伊勢原店 和食麺類中心のレストラン 板戸740-1
 118 いせ福 手打ちうどん店 東大竹1556-1
 119 今村電化 家電品販売 東大竹1-22-12
 120 八百藤 野菜　果物　花 東大竹1-328
 121 焼きたてパン工房　穂和里 パン 東大竹1-6-19
 122 アゼリア レストラン 田中101
 123 いせや寝装品店 寝装品　カタログギフト 田中936
 124 ウエルシア伊勢原市役所前店 医薬品・化粧品・食品等 田中311-1
 125 お食事処　しいの木　　Ｙショップ伊勢原しいの木店 食堂・売店 田中348
 126 ㈲三響電器 家電販売他 田中939
 127 セブン‐イレブン　伊勢原田中店 コンビニエンスストア 田中311-1
 128 セブン‐イレブン　伊勢原東海大学病院前店 コンビニエンスストア 田中95
 129 ペットサロン　ＲＥＬＡＸ ペットのトリミングホテル 田中937
 130 細野モータース 自動車整備・販売 田中982
 131 森額縁ガラス店 窓ドア・額縁取扱ってます 田中974
 132 ヤグチ薬品 医薬品・サプリメント 田中256-1
 133 ポリネシア ハンバーグ、パスタ、ピザ 桜台1-1-43
 134 モスバーガー伊勢原店 ハンバーガーファースト店 桜台1-1-43
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