
時点　伊勢市地域応援商品券取扱店一覧　※ピンク色は大型店（1, 000円券のみ利用可能）

店舗名 所在地 店舗名 所在地 店舗名 所在地 店舗名 所在地
arts&crafts Capriccio 一之木 伊勢美人本舗 宇治今在家町 おかげ横丁 みえぎょれん販売 宇治中之切町 quark+grenier 上地町
AHL 一之木 伊勢プリンの鉄人 おはらい町店 宇治今在家町 おかげ横丁 御木本真珠島 宇治中之切町 串あげ酒場 くらじゅ。 小俣町
R＆T プレップスクール 宮後 伊勢米穀企業組合 河崎 おかげ横丁 宮忠 宇治中之切町 串一 曽祢
あい歯科クリニック 辻久留 伊勢米穀企業組合 伊勢東営業所 二見町 おかげ横丁 もくとん 宇治中之切町 串カツ田中 伊勢店 吹上
愛陽家電 船江 伊勢米穀企業組合 宇治営業所 宇治浦田 おかげ横丁 もめんや藍 宇治中之切町 串かつ本舗 一八 吹上
アイラッシュサロン N3 宮後 伊勢米穀企業組合 大湊営業所 大湊町 おかげ横丁 山口誓子俳句館・徳力富吉郎版画館 宇治中之切町 楠川呉服店 大世古
アイランド・シマ 小木町 伊勢米穀企業組合 小俣営業所 小俣町 おかげ横丁 横丁いかだ荘 宇治中之切町 くすりの協生 曽祢
アイランド・シマ 一之木 伊勢米穀企業組合 厚生営業所 宮後 おかげ横丁 横丁そば小西湖 宇治中之切町 Cuccagna 3 楠部町
Aulii 一之木 伊勢米穀企業組合 早修営業所 常磐 おかげ横丁 横丁焼の店 宇治中之切町 cuccagna.2 岩渕
あかだま寿司 一之木 伊勢米穀企業組合 宮川営業所 前山町 おかげ横丁 浪曲茶屋 宇治中之切町 靴の光運堂 大世古
赤福 五十鈴川店 宇治浦田 伊勢米穀企業組合 明倫営業所 岩渕 おかげ横丁 若松屋 宇治中之切町 暮しの雑貨とお洋服 Liaison イオン伊勢店 楠部町
赤福　伊勢市駅売店 吹上 伊勢北部グリーンコープ 植山町 オカザワデンキサービス 宮後 有限会社倉世古組 曽祢
赤福 伊勢夫婦岩めおと横丁店 二見町 いせ本町薬局 本町 岡田酒店 宮後 蔵deらーめん 宮後
赤福 宇治山田駅売店 岩渕 伊勢まちづくり株式会社 岩渕 お釜の上 一之木 glan isla 村松町
赤福 外宮前店 本町 伊勢豆徳 本町 岡本淡水 岡本 創作和食 倉野屋 小俣町
赤福 内宮前支店 宇治今在家町 伊勢宮忠 本店 岡本 おく宗 曽祢 ㈱クラユニコーポレーション 伊勢支店 宮町
赤福 二見支店 二見町 伊勢夫婦岩めおと横丁・伊勢シーパラダイス 二見町 おくの食堂 常磐 クリーニングのきりい 小俣店 小俣町
赤福 本店 宇治中之切町 伊勢メガネ 八日市場町 料理旅館 おく文 宮町 クリーニングのきりい 神田久志本店 神田久志本町

お食事処 あきのは（紅葉軒内） 宮町 いせや 小俣町 料理屋 おくやま 桜木町 クリーニングのきりい 藤里店 藤里町
あけの酒場 小俣町 （株）イセヤ家具 神久 小掠自転車商会 河崎 Italian Kitchen Gluck 勢田町
旭家 酒素饅頭製造本舗 二見町 伊勢和紙館 大世古 小倉のぱんじゅう本舗 常磐 グリュン 神田久志本町

汐湯・おかげ風呂舘 旭湯 神久 磯揚げまる天 内宮前店 宇治中之切町 お好み焼　おもかげ 一之木 グリル片山 岩渕
味の来々軒 川端町 板羽風月苑 岩渕 お好み焼き ぼちぼち 吹上 グリル百福 上地町
あじへい 明野店 小俣町 板前料理 いと川 御薗町 お好み焼き 晴 曽祢 グルーヴ 御薗町
あじへい 五十鈴川店 楠部町 一番亭 御薗店 御薗町 お食事乃 げんこつ 岩渕 Grace Nail Labo 御薗町
あじへい 上地店 上地町 ikkyu.head spa salon 岡本 オステリアラブラ 吹上 クレープ専門店ツリークロップ 川端町
あじ横産直市場 上地町 いっきゅうさん 伊勢西店 中須町 小野循環器科・内科 御薗町 黒潮ダイニング 花 御薗町
あそらの茶屋 本町 一升びん松寿亭 一之木 小俣家電サービス 小俣町 居酒屋 惠 吹上
有限会社足立スタンプ 吹上 料理居酒屋いっしん 本町 小俣グリーンコープ 小俣町 Hair Design K＆S美容室 船江
アヅマ電機 常磐 伊藤仏具店 常磐 オバタ書房 小俣町 ケーケー山本自転車店 1号店 常磐
ATOOTO植物店 神薗町 （有）イマデン 河崎 御福餅本家 二見町 ケーケー山本自転車店 ファミリーサイクル店 常磐
アトリエ ユーミィ 一之木 井丸サイクル 二俣 おもちゃのダイコクヤ 高柳本店 曽祢 CAFE Cape Cod 曽祢
アトリエ ルーシー 神久 いやしもみサロン いせ桃花院 中村町 おもちゃのドリームハウス 御薗町 化粧品のいせや 小木町
株式会社油米 スマイルランド大世古 大世古 衣料の丸徳 岩渕 ORANGER CAFE wood 中村町 結婚相談所　婚活サロン伊勢 勢田町
株式会社油米 スマイルランド神久 神久 イワオ薬局浦口店 浦口 オリエント商事株式会社 村松給油所 村松町 結婚相談所 ザ・ベストマリアージュ 小俣町
cake＆cafe Apollon 小俣町 イワオ薬局楠部店 楠部町 オリエント商事株式会社 度会橋給油所 中島 健康マージャンサロンつばさ 曽祢
（有）天野園芸 宮後 イワオ薬局小木店 小木町 織女 一之木 健心接骨院 小俣町
天埜真珠 伊勢店 宇治中之切町 イワオ薬局日赤前ミタス伊勢店 船江 Pizzeria＆cafe ORSO 御薗町 居酒屋けんちゃん 御薗町
天埜真珠 岩戸屋内宮前店 宇治今在家町 株式会社岩戸屋 宇治今在家町 が～べら 小俣町 513BAKERY 伊勢店 藤里町
天埜真珠 おはらい町店 宇治今在家町 岩森写真館 小俣町 カーザビアンカ 旭町 高級食パン専門店 麦わら 小俣町
AMAMILIVING 宮後 インデアンコーン 御薗町 カー・ドレスサービス阿部 二見町 糀ぷりん本舗 おはらい町店 宇治今在家町

アマリエット 神久 インド食堂FULLBARI 楠部町 居酒屋 海幸 大世古 株式会社 糀屋 宮後
料理番 網元 小俣町 手作り豚まん ウァン 二見町 懐石かみむら 八日市場町 コーヒー&レザークラフトLemth 小俣町
網焼き 道 宮後 ウァン 小俣店 小俣町 快てきネットワーク 大湊町 珈琲野の亀蔵 尾上町
アラキ写真館 宮後 ～Vishnu～ ヴィシュヌ 御薗町 開福亭 一之木 珈琲屋らんぷ 伊勢店 小木町
有限会社荒木石油 小俣町 上地木工 宇治今在家町 牡蠣の朋 河崎 株式会社コクピットテクニカ 黒瀬町
aria ヘアーデザイン 一之木 魚鈴 曽祢 学生専科トム 御薗町 cocotte山下 本町
アルクール 一之木 魚春 五十鈴川店 宇治中之切町 カクダパールズ 宇治中之切町 五五凛 御薗町
アルタ・オウトモビルズ 小俣町 魚春 本店 宇治中之切町 有限会社 笠井電気店 吹上 小﨑商店 河崎
アルチザン ブランジュリー ゼンゾー 楠部町 魚安 宮後 貸衣裳のにしだ/西田美容室 楠部町 こだわりのトマトとメロン作り谷口 小俣町
アロマテラピーサロン バル－レ伊勢 御薗町 宇治園 内宮前店 宇治今在家町 菓子工房 和楽 宮町 ご馳走家 御薗町
アロマリラクゼーションサロンAola* 一志町 宇治園 本店 宇治浦田 菓子工房ササンボン 小俣町 コットンショップモリグチ 一之木
手作りのパンの店 あんぱん 御薗町 うどん食堂 つばめや 黒瀬町 菓子舗豆蔵 岡本 伊勢の小西酒店 一之木
AMP hair dressing 上地町 うなぎのいな妻 宮町 菓匠たばね庵 伊勢市駅前店 本町 コノ花咲クヤ 辻久留
AnFrire アンフリール 田尻町 鰻のにしやま 小俣町 かつ勢 伊勢店 御薗町 小林商店 朝熊町
アンリコ 宮後 うなぎ料理 淡水苑 小俣町 カットハウス ライト 河崎 ごはんや 楽らく 御薗町
い～菜食堂 伊勢市役所店 岩渕 うな春 小俣町 カットハウス・マイハート 二見町 ご飯や。らいおん 岩渕
い～菜食堂 伊勢庁舎店 勢田町 うな嘉 岡本 カップジュビー 宇治今在家町 ごはん屋soul満 神田久志本町

イオンタウン伊勢ララパーク あづま 小木町 うまか味 薩摩 一之木 割烹 大喜 岩渕 呉服の松葉 田尻町
イオンタウン伊勢ララパーク AVENUE 小木町 旨味処 いち喜 神田久志本町 桂川 一之木 こま田 河崎
イオンタウン伊勢ララパーク OF-FRIR 小木町 旨家 どんぐり 小俣町 家庭料理 ゆるり 宮町 コメスティックス紅筆 イオン伊勢店 楠部町
イオンタウン伊勢ララパーク サーティワンアイスクリーム 小木町 旅荘海の蝶 二見町 家電屋エース 小俣町 （有）米清商店 二俣
イオンタウン伊勢ララパーク SOUTH 小木町 梅田眼鏡専門店 御薗町 家電屋エース 神田久志本町 コメダ珈琲伊勢 上地店 上地町
イオンタウン伊勢ララパーク 辻井スポーツ 小木町 うらのはし加藤時計店 常磐 有限会社 角谷紙店 常磐 コメダ珈琲店 伊勢一之木店 一之木
イオンタウン伊勢ララパーク ハートアップ5ミニ 小木町 うらのはし軽トラ市 常磐 株式会社叶夢建設 宮後 コメダ珈琲店 伊勢楠部店 楠部町
イオンタウン伊勢ララパーク パセリハウス 小木町 エー・アシストパソコンスクール 辻久留 金物の（有）スギヤマ 常磐 （株）米彦商店 黒瀬町
イオンタウン伊勢ララパーク 紅花エレガンス 小木町 auショップ伊勢バイパス 小木町 有限会社金谷工務店 二見町 （有）米平商店 岩渕
イオンタウン伊勢ララパーク BOBAcafe＆金のとりから 伊勢店 小木町 éclat 旭町 株式会社かねやす 吹上 呉屋 岩渕
イオンタウン伊勢ララパーク メガネのマスダ 小木町 エステ＆リラクゼーション　アイル 竹ケ鼻町 カフェ キャラバン 黒瀬町 こりとりふぁ～む イオン伊勢店 楠部町
イオンタウン伊勢ララパーク ルネ 小木町 エデュースフルプログラミング教室 河崎 CAFE HUSET 神田久志本町 小料理奈かの 吹上
イオンタウン伊勢ララパーク LOGIC 小木町 江戸っ子寿司 宮町 カフェ レリッシュノート 岩渕 コルディアサロン 曽祢
イオンタウン伊勢ララパーク CEPD’ORⅡ 小木町 ENEOS 辻久留SS 辻久留 カフェバー＆ショップ 伊勢之里 DE ippuku 岩渕 衣 GENERAL STORE 本町
EQWEL チャイルドアカデミー いせ教室 岩渕 エバーラケット 神久 カフェレストミタケ 曽祢 コワフュール千代 河崎店 河崎
いけべ 御薗町 ゑびや商店 宇治今在家町 Cafeわっく 河崎 コワフュール千代 新道店 一之木
井坂司法書士事務所 宮町 ゑびや商人館 宇治浦田 株式会社北川建設 田尻町 コワフュール千代 吹上店 吹上
居酒屋　魚蔵 小俣町 ゑびや大食堂 宇治今在家町 カプナ 二見町 こんど鍼灸治療院 河崎
居酒屋ろく助 竹ケ鼻町 ゑびや屋台 宇治今在家町 カミノコーヒー 吹上 サーティワンアイスクリーム 伊勢小俣ロードサイド店 小俣町
（株）石九 酒市場 神田久志本町 えほんと童話の店 みやがわ書店 小俣町 カメラのいせや 御薗町 Third Place 大世古
株式会社石八石材 浦口 emars（エマーズ） 御薗町 カラオケ・喫茶らぶり～ 御薗町 サイクルベースあさひ 伊勢店 御薗町
いすず上地美容院 上地町 M’S＆Co. 西豊浜町 カラオケ喫茶 オフ 竹ケ鼻町 彩電館ウシバ 神久
五十鈴勢語庵 二見町 エリアデンキ 辻久留 カラオケ喫茶 楽演 通町 彩電館チヨダ 八日市場町
五十鈴茶屋 五十鈴川店 宇治浦田 ELIXIR 藤里店 旭町 ガレージクルー伊勢 村松町 彩電館チヨダオカモト 岡本
五十鈴茶屋 本店 宇治中之切町 eL ーエルー 御薗町 カレーハウスCoCo壱番屋 伊勢南勢バイパス店 御薗町 彩電館ツムラ 桜木町
いすず本店 浦口 縁起の伊勢屋 曽祢 カワイ電機 二見町 サウスロード 佐八町
イスズ洋行 イクシーズ店 一之木 ANGEL ROSE 船江 川十 津村町 サウンドエース 神田久志本町

イスズ洋行 本店 一之木 own hair Design 御薗町 有限会社河俣電機 吹上 榊原印判店 八日市場町
伊勢 三玄 御薗町 大島屋 伊勢店 御薗町 韓国食堂 ペゴパ 船江 坂口菓子店 曽祢
伊勢 船江温泉みたすの湯 船江 オーダー枕とベッドの店 快眠屋おの 西豊浜町 株式会社貫じん堂 通町 酒蔵 たら福 一之木
（有）伊勢 ポイント酒店 河崎 オーツーオトベ 宮後 カンパーニュ 勢田町 坂田魚店 岩渕
伊勢あおい農園 小俣町 オートライフダッシュ 小俣町 乾物の林屋 岩渕 酒徳昆布 神久
伊勢苺園 小俣町 大湊薬局 大湊町 kiitos ~hair life creator~ 宮町 医療法人さかとく小児科 小木町
伊勢うどん つたや 河崎 おかげ横丁 灯りの店 宇治中之切町 菊一文字則宗 本店 二見町 さかな広場 丼丸 神久
伊勢うどん まめや 宮後 おかげ横丁 五十鈴川カフェ 宇治中之切町 きく本 船江 さかな屋くにちゃん 吹上
伊勢うどん 山口屋 宮後 おかげ横丁 いすゞ田楽 宇治中之切町 喜久屋 宇治今在家町 阪本酒店 岩渕
伊勢うなしま 旭町 おかげ横丁 伊勢角屋麦酒内宮前店 宇治今在家町 （有）岸上ビニール 宮町 佐久間金物株式会社 川端町
伊勢ガクブチ（株） 上地町 おかげ横丁 伊勢路 名産味の館 宇治中之切町 北林理容 一之木 さくらもと（お好み焼き） 御薗町
伊勢勝 ぎゅーとらハイジー店 船江 おかげ横丁 伊勢路栽苑 宇治中之切町 喜多や 本町 酒とギフト みよしや 小俣町
伊勢角屋麦酒 外宮前店 本町 おかげ横丁 伊勢醤油本舗 宇治中之切町 北山酒店 船江 酒のあおき 宮町
伊勢角屋麦酒 麦酒蔵 神久 おかげ横丁 伊勢萬内宮前酒造場 宇治中之切町 喫茶 船江 船江 酒のたどころ 二見町
伊勢カフェ 通町 おかげ横丁 海老丸 宇治中之切町 喫茶 リボン 小俣町 さし汐 通町
伊勢かまぼこマルエス田中商店 船江 おかげ横丁 おかげ座 神話の館 宇治中之切町 喫茶のなか 二見町 さち丸 御薗町
伊勢河崎商人館 河崎 おかげ横丁 おみやげや 宇治中之切町 喫茶ピッピ 二見町 雑貨 Merry.K 一之木
伊勢菊一 本町 おかげ横丁 神路屋 宇治中之切町 喫茶ブラジル 八日市場町 有限会社サナヤ酒店 大世古
伊勢くすり本舗 宇治浦田 おかげ横丁 かみなりや 宇治浦田 キッチンたきがわ 辻久留 茶房 太助庵 宇治今在家町

伊勢グリーンコープ 御薗町 おかげ横丁 吉兆招福亭 宇治中之切町 木の下園 岩渕 茶房 山中 宇治今在家町

伊勢外宮参道 ひごと 本町 おかげ横丁 くつろぎや 宇治中之切町 木下茶園 浦の橋店 常磐 さらさ廣 二見町
伊勢外宮参道料理店 鉄饌 本町 おかげ横丁 くみひも平井 宇治浦田 木下茶園 外宮前店 岩渕 株式会社 澤村 東大淀町
伊勢市駅北口パーキング 宮後 おかげ横丁 酒徳昆布 宇治中之切町 木下茶園 内宮前店 宇治今在家町 参宮の宿 宿屋五十鈴 宇治浦田
伊勢志摩みやげセンター王将 伊勢店 勢田町 おかげ横丁 志州ひらき屋 宇治中之切町 木下時計メガネ化粧品店 宮後 サンコーデンキ 伊勢東店 黒瀬町
伊勢製餡所株式会社 河崎 おかげ横丁 しろがね屋 宇治中之切町 木野本海苔店 河崎 有限会社サンファームおばた 小俣町
伊勢せきや 内宮前店 宇治中之切町 おかげ横丁 すし久 宇治中之切町 喜八屋 船江 C・F・E ビューティーカラー 円座町
伊勢せきや 本店 本町 おかげ横丁 銭屋 宇治中之切町 ギフトショップなんせい 小俣町 SeaTable（シーテーブル） 勢田町
有限会社伊勢太陽自動車 佐八町 おかげ横丁 だんご屋 宇治中之切町 紀文 曽祢 Cpサロン マグノリア 藤里町
伊勢だるまや 宇治今在家町 おかげ横丁 団五郎茶屋 宇治中之切町 ギャラリーしろちどり 吹上 chainon joli 宇治浦田
伊勢淡水 大世古 おかげ横丁 つぼや 宇治中之切町 牛角 伊勢病院前店 楠部町 株式会社ジェム 辻久留
伊勢っ子寿司 小俣町 おかげ横丁 傳兵衛 宇治中之切町 牛幸 常磐 ジェリーズポップコーン 伊勢店 二見町
いせてらす 本町 おかげ横丁 とうふや 宇治浦田 牛元 御薗町 （有）塩地石油 汐合橋SS 二見町
伊勢道路休憩所 宇治館町 おかげ横丁 野あそび棚 宇治浦田 球友堂スポーツ 宮後 自家製生めん ぱすたRakuen 小俣町
伊勢戸田屋 料唵 大世古 おかげ横丁 はいからさん 宇治中之切町 ぎょうざの美鈴 高柳店 宮町 株式会社シゲルカットクラブ 神田久志本店 神田久志本町

いせトレーニングジム 馬瀬町 おかげ横丁 晩酌屋久兵衛 宇治中之切町 ぎょうざの美鈴 本店 宮町 cafeしずく 小俣町
伊勢問屋街食堂 上地町 おかげ横丁 ふくすけ 宇治中之切町 （株）京藤呉服店 大世古 しまかぜ食堂 伊勢店 上地町
伊勢西村ハイヤー有限会社 前山町 おかげ横丁 豚捨 宇治中之切町 銀工房 源之屋 中須町 清水花店 本町
伊勢ニューオート 前山町 おかげ横丁 フルーツラボ 宇治中之切町 くいしん坊 さかえ 小俣町 島重 宮町店 宮町
伊勢のくに匠の一座 本店 本町 おかげ横丁 他抜きだんらん亭 宇治中之切町 株式会社クインズレイク 尾上町 島重本店 神社港
伊勢パールピアホテル 和食 海 宮後 おかげ横丁 孫の屋三太 宇治中之切町 cuelli vintage&used room 河崎 島田書道教室 宮川

50音順　伊勢のお店応援商品券取扱店一覧（10/7時点）　　　



店舗名 所在地 店舗名 所在地 店舗名 所在地 50音順　伊勢のお店応援商品券取扱店一覧（10/7時点）　　　 所在地
島田書道塾 小俣町 東建Sourcing 御薗町 樋口履物店 岩渕 まぐろ神社 伊勢 二見町
車検のコバック 伊勢河崎店（株）坂谷自動車工業 河崎 陶工房釉日 旭町 ひげ屋 二見町 マザーフルーツ 岡本
写真のてらい スタジオkilala 岩渕 頭皮洗浄.ヨガスタジオ　古市テラス 古市町 PICORICO 船江 正木靴合羽店 常磐
シャトレーゼ 伊勢店 船江 豆腐庵山中 宇治中之切町 ビゴリとワイン 本町 間坐美容室 辻久留
jyabrow(ジャブロウ) 村松町 ドーファンイーヴル 宮後 菱田建材株式会社 中須町 Maζι 大世古
シャルム 本町 朱の香 船江 美美かつた 宮町 マツオカ コア店 常磐
ジャンティーユ レストラン 大倉町 有限会社ときわ 村松町 日比宝石 岩渕 松阪牛 あぶり焼肉匠 一之木
シャンバラ あるる館 常磐 ときわ薬局 常磐 ひもの塾 内宮前本店 宇治今在家町 松阪牛肉処 力也 黒瀬町
修理工房Drエジソン 小木町 ドコモショップ伊勢店 小俣町 百福 伊勢店 上地町 松阪軒 二見町
酒遊処　えっ 一之木 ドッグスガーデン ペスカ 村松町 百福食堂 伊勢御薗店 御薗町 松次郎の舗 伊勢おはらい町店 宇治中之切町

しゅろやさんしょやてしごとや 宇治浦田 德利庵 小俣町 ビューティさち 岡本 松田青果センター 二俣
純喫茶ケルン 岩渕 ととや 二見町 ビューティプラザモリモト 大世古 まつもと薬局 河崎
旬菜居酒屋 古市つぼ銀 古市町 TOFINO Dog Grooming Shop 古市町 美容矯正サロン パニエブラン 勢田町 マテリアル伊勢パソコン教室 八日市場町
旬彩や 花月 大世古 Kitchen＆Café TomFool 小俣町 美容室 up to Date 御薗町 博物花屋マニエラ 船江
松風軒 二見町 （有）　豊田本店 宮町 美容室BEANS 宮後 Manon 一色町
食工房タオ 小俣町 （株）トヨタレンタリース三重 伊勢宇治山田駅前店 岩渕 美容室MushRoom 神久 まめく 中村町
食工房やまと茶屋 上地町 （株）トヨタレンタリース三重 伊勢店 河崎 美容室MAMAISON 二見町 （有）丸京家具 浦口
食事と喫茶 寿 宮後 豊徳（呉服トヨトク） 旭町 美容室LAND 小木町 まるごと果汁店 伊勢おはらい町店 宇治今在家町

食養せんた 河崎 虎屋ういろ 内宮前店 宇治中之切町 美容室RitoRi 小俣町 Life Style Store MARCI 前山町
シラセ 河崎 虎屋ういろ 本店 宮後 美容室リミックス 御薗町 まるはま 二見町
市立伊勢総合病院売店 楠部町 とり乃家 とりたろう店 御薗町 （有）平岡電機 浦口 丸林時計メガネ店 岩渕
新割烹 柚子 御薗町 とり乃家 本店 大世古 PHARE 伊勢本店 小俣町 丸満 小俣町
寝具専門 綿重 常磐 ドルチェヴィータ 小木町 ファインズファルマ ときわ店 常磐 まるみや洋品店 岩渕
新生堂 曽祢 ドレスミシン工業 大世古 ファミリーマート 伊勢一之木北店 一之木 丸山石油店 宮後
人力車にじいろ 宇治浦田 とんかつ・トンテキ縁 御薗町 ファミリーマート いせ大湊店 馬瀬町 丸芳奥野建築株式会社 西豊浜町
スイーツピコ 大湊町 とん亭 小俣店 小俣町 ファミリーマート 伊勢おばた 小俣町 万作 宮町
スーパーオートバックス・伊勢 御薗町 とん亭 神久店 神久 ファミリーマート 伊勢小俣西店 小俣町 満船屋HANARE 宮後
杉山機工株式会社 曽祢 とん亭 本店 常磐 ファミリーマート 伊勢楠部店 楠部町 三重県真珠 二見町
健やか薬局 神社店 神社港 ナイトラウンジ しゃが～る 大世古 ファミリーマート 伊勢外宮西店 八日市場町 三重県補聴器センター 伊勢店 大世古
健やか薬局 ひじり岡本店 岡本 蕪(ナヴェ) 御薗町 ファミリーマート 伊勢小木町店 小木町 美恵子美容室 辻久留
双六料理店 小俣町 （有）中井源蔵商店 浦口 ファミリーマート 伊勢神久店 神久 三重日産自動車 伊勢上地店 上地町
鮨 伊な勢 神久 中井豊税理士事務所 小木町 ファミリーマート 伊勢赤十字病院店 船江 三重日産自動車 伊勢神久店 神久
寿司 貫 吹上 中川石油株式会社 上地町 ファミリーマート 伊勢高向店 御薗町 海恵の宿 食遊人 村松町
寿し秋 小俣町 中川ミシン商会 小俣町 ファミリーマート 伊勢竹ヶ鼻町店 竹ケ鼻町 （有）三崎屋 大世古
寿し肴和志 岩渕 中川立志堂 辻久留 ファミリーマート 伊勢津村町店 津村町 おかげ横丁 味匠館 宇治中之切町

すし処 あつむら 桜木町 なかこう青果店 常磐 ファミリーマート 伊勢豊浜店 西豊浜町 水野洋品店 宮後
鈴木化粧品店 宮町 中里電機商会 曽祢 ファミリーマート　伊勢内宮前店 宇治浦田 みそのめがね 御薗町
鈴木水産 外宮参道店 本町 中谷シャープ電化センター 黒瀬町 ファミリーマート いせ中島店 二俣 三ツ矢牛乳店 吹上
（有）スズキセンター伊勢 小俣町 中谷武司協会 河崎 ファミリーマート 伊勢萩原店 小木町 MEATSHOP KAWASE 小俣町
スタンド満船屋 本町 中長酒店 岡本 ファミリーマート 伊勢船江2丁目店 船江 翠 宇治中之切町

スチームキッチンかごめ 本町 （有）中伝商店 二見町 ファミリーマート 伊勢本町店 本町 ミナミカラー 外宮前店 本町
（有）ステップ21 ISE 本町 中西歯科医院 御薗町 ファミリーマート 伊勢御薗町店 御薗町 宮川鍼灸院 小俣町
ステップ21ニッシン（有）日新商会 宮後 中野乳業 小俣町 ファミリーマート 宇治山田駅店 岩渕 宮川堂 小俣町
スナック優 大世古 ナカミチ 伊勢店 岡本 ファミリーマート おばた明野店 小俣町 宮町生花センター 宮町
スパイシーキング 上地町 ナカミチ 小俣店 小俣町 ファミリーマート伊勢豊浜町店 磯町 みょうこうえん 一之木
スペイン料理バルデオレオ 尾上町 中むら 本町 フィッシング遊 伊勢店 小木町 ミルキ明星 宮後
スポーツクラブアクトス ミタス伊勢 船江 なかむら珈房 河崎 フィットネスクラブ mets-GYM 小木町 ムー伊勢店 小木町
炭火焼うなぎ南家 御薗町 有限会社 中村石油店 小俣町 Pura vida 御薗町 村井楽器 伊勢店 御薗町
炭火焼うなぎ料理 いしぐろ 馬瀬町 有限会社 中村特機設備 岡本 Pura vida DELI 吹上 村城計量器店 浦口
炭火焼肉 友丸 宮後 株式会社 中山自工 上地町 feerique hair salon 吹上 明光義塾 伊勢教室 八日市場町
炭焼き鳥翔 極 御薗町 波切屋 小俣町 FOLK FOLK COFFEE 神田久志本町 明治牛乳 木村販売店 船江
炭焼肉丸 小俣店 小俣町 なごみ 伊勢店 御薗町 Photochiko Works 小俣町 名物海老フライ・仕出し料理 伊勢大阪屋 上地町
炭焼肉丸 神久店 神久 ななかまど 黒瀬町 Forest 美容室 宮後 明倫宮下青果 岩渕
スミレカイロプラクティック伊勢 上地町 手作り弁当なのはな亭 サンアリーナ店 朝熊町 深田メガネ 常磐 眼鏡市場　伊勢店 御薗町
ギフトの有限会社誠実屋 馬瀬町 手作り弁当なのはな亭 船江店 船江 福寿草 御薗町 メガネのマスダ イオン伊勢店 楠部町
勢州みずしま（株） 御薗町 NaYA coffee 植山町 居酒屋 ふぐや 一之木 メガネのマスダ 伊勢西店 中島
整体院 癒しの森 中村町 二軒茶屋餅角屋 本店 神久 藤里薬局 藤里町 メガネのマスダ 伊勢本店 岩渕
整体軸hana. 一之木 二光堂 一楽亭 宇治今在家町 藤波行政書士事務所 二見町 メガネの山中 一之木
西洋創作菓子工房　flan2 御薗町 二光堂 寶来亭 宇治今在家町 藤むら家 曽祢 メガネ補聴器 赤札堂 伊勢店 御薗町
2ND（セカンド） 馬瀬町 ニコマート酒店 桜木町 藤本写真館 小俣町 めし勇精肉店 宮後
世古自転車店 浦口 有限会社西井藤吉商店 河崎 藤本屋酒店 中島 メナードフェイシャルサロン アミクレール 御薗町
セシーリア美容室 小俣町 有限会社ニシオ 小俣町 藤屋窓月堂 本館 鹿海町 麺菜レスト　いちし 一志町
勢乃國屋（食事処 神路庵） 宇治今在家町 西岡釣具店 大世古 藤屋窓月堂 本店 宇治中之切町 めん処 伊勢屋 二見町
セブン-イレブン 伊勢市小俣町明野店 小俣町 （有）西勝呉服店 一之木 藤屋窓月堂 宮町店 宮町 めん処政成 常磐
セブンイレブン 伊勢市中村町店 中村町 西田天ぷら屋 宮後 藤原屋 村松町 麺やBar円～MARU～ 宮後
セレクトショップR&C 楠部町 西出整体院 河崎 婦人服 ジャム 御薗町 麺屋やまと 神田久志本町

居酒屋 千成 曽祢 にしむら寿司店 お木曳き車の通る町 浦口 婦人服 なかきん 常磐 もしもし君 23号店 小木町
創作和食 くらのや 小俣町 にしやま歯科 御薗町 婦人服 ヤマグチ 曽祢 もも鍼灸院 河崎
早朝いせキックボクシング 二見町 有限会社 日交旅行 田尻町 双葉鮓 岩渕 もも屋 古市町
株式会社そめや 生活支援部 船江 有限会社ニフティー 佐八町 二見茶屋 夢佳 二見町 有限会社森井電機 岡本
代行運転やがちゃん 西豊浜町 日本酒バル 蔵 宮後 二見無線 二見町 モリグチ洋装店 一之木
有限会社 太閤餅 宇治今在家町 日本料理 花菖蒲 曽祢 ブティックあぶ 一之木 森永牛乳 世古販売店 楠部町
太極殿 村松町 有限会社ニューライト 黒瀬町 ブティック１／４ 本町 MonZacaba 宮後
多市屋 二見町 丹羽商事株式会社 中島 ブティックレディアヤコ 一之木 八百正 大世古
大八よろず商品店 小俣町 Nail＆Esthetic salon MONNA 岩渕 ふなえ食堂 船江 八百正 百菜館 いわぶち店 岩渕
タイヤガーデン川本 上地店 上地町 Nail Salon MOCA 小俣町 船元直送居酒屋 満船屋 宮後 八百正 百菜館 おばた店 小俣町
タイヤガーデン川本 本店 吹上 （有）ねぼけや シニア婦人服一般 岩渕 PLATINI 宮後 八百正 百菜館 しんみち店 大世古
たい焼小ぎし 浦口 眠り屋ヒラマツ 宮町 flowershop entto＆grim 黒瀬町 焼き処 張り込み8 吹上
Diamond Dust 大世古 農業屋 伊勢店 村松町 日々の服暮らしの雑貨 blanc 神田久志本町 やき鳥 泉竹林 黒瀬町
台湾料理 福亭 神田久志本町 農業屋ガーデンセンター 藤里店 藤里町 フランス料理 ボンヴィヴァン 本町 焼鳥 能代 一之木
田岡歯科医院 岡本 ノエビア 伊勢販社 船江 カットサロンBLOOM（ブルーム） 一之木 焼とり ばんふ 岡本
たかさご福祉タクシー 二見町 KNOCK OUT 本町 Bookcafe古川書店葉山珈琲 小俣町 焼きとり ひじり 小俣町
たか屋伊勢酒場 岩渕 のびしろ弁当 勢田町 FLAVOR 宮後 やきとり やがちゃん 御薗町
たこ焼 六兵衛 御薗町 呑み処 ひとみ 岩渕 FRAMES[フレームス] 岩渕 焼鳥酒場 離れ 吹上
たちばな靴店 曽祢 野むら製菓舗 吹上 フレッシュみえかつ 岡本 やきとり大吉 小俣店 小俣町
脱毛サロン＆epi 岩渕 野呂自動車有限会社 小俣町 フローラル 宮後 焼き鳥なぽり 岩渕
脱毛専門店こふこふ 小俣町 パートナー 船江 HAIR GAION（ヘア ガイオン） 小俣町 焼肉 杏 大世古
脱毛とロミロミの店 LANI SIESTA 二見町 パールギャラリーみたま 小俣町 hair store Re:Time 吹上 焼肉 南大門 神田久志本町

料理工房 たなか 曽祢 パールファルコ 伊勢店 一色町 Hair makes Missy． 上地町 焼肉 安兵衛 大世古
（有）谷口石油山田商会 河崎 パインツリー 大世古 hair resort nice 小木町 焼肉げんちゃん 宮町
食べ飲み処 三九丸 御薗町 白鷹三宅商店 禮 宇治今在家町 ヘアーアトリエROCOCO 神田久志本町 焼肉十々 一之木
CHEERZ CHEESE BISTRO 村松町 婆娑羅 小俣町 Hair Salon すずき 河崎 焼肉多楽ふく 岩渕
チーズandリカー Kamosu 船江 橋爪建材株式会社 小俣町 ヘアーサロンおかむら 勢田町 焼肉ちえ 曽祢
知歩里 一之木 橋爪商店 小俣町 ヘアーサロン・コバヤシ 小俣町 焼肉出芽金 小俣町
中華食堂スマロ 御薗町 はしもと靴店 岩渕 ヘアーサロン想マツモト 大世古 焼肉ばりばり亭 大倉町
中華飯店 おしゃかさま 御薗町 株式会社橋本自動車工業 小俣町 ヘアーサロン西山 宮町 焼肉ホルモン 矢形屋 一志町
中華飯店ワスケ 二見町 パセプション 小俣町 ヘアーショップ ＹＵＺＯ 御薗町 焼肉ホルモン ゆずや 吹上
中国家庭料理　野杏 一之木 蜂蜜ぱんじゅう 松や 岩渕 ヘアーショップナカノ 粟野町 やす子の店 大湊町
cafe&sweetsちゅっぷ＊ 神社港 パッケージプラザ 伊勢店・ペーパープラザいせ 竹ケ鼻町 hair design Lilou 小俣町 ヤスコ美容室 吹上
長光花園 ハイジー店 船江 白光社 小俣町 ヘアーメイクス 小木町 やすべえ 宮町
長光花園 二俣店 二俣 BUD PALMS 本町 ヘア&ビューティーマツムラ 曽祢 やっぱりステーキ 伊勢店 御薗町
千代幸 小俣町 ハッピーオート有限会社 村松町 ヘアデザインレイ 小俣町 柳屋ういろう 一志町
司飯店 一之木 パティスリー・ラ・リシュテール 旭町 Bakery shop Pain de mie 藤里町 （有）山川魚店 二俣
月の魚 河崎 花園はりきゅう院 西豊浜町 ベーカリーショップトム 常磐 山口製麺有限会社 大世古
つきよみ食堂 中村町 花の詩 神田久志本町 ベストいんてりあ 藤里町 山五商事（株）アポロステーション藤里給油所（セルフ/フル） 藤里町
辻治療院 浦口 BABEL 小俣町 H³ by ベトナムの風 一之木 山千 一之木
辻村クリーニング店 一之木 はまぐちギフト 黒瀬町 有限会社紅谷 一之木 伊勢の宿 山田館 本町
居酒屋 都吉 宮町 浜口ドライクリーニング 宮町 ベビーフェイスプラネッツ 伊勢店 小木町 （株）YAMADA 山田漆器店 岩渕
tree cover. 岩渕 はまぐちや 小俣町 Vento 岩渕 ヤマトカーズ 小俣町
津留野家 小俣町 浜幸パール 本店 宇治浦田 坊 御薗町 山中ハート薬局 宇治中之切町

株式会社De・i 宮町 濵田茶園 河崎 奉花園 神田久志本町 やまぶん 御薗町
T's 中須町 有限会社はまぢ園芸 小俣町 帽子屋 supersonic 本町 やまむら内科内視鏡クリニック 一之木
ティムパレット 吹上 浜与本店 内宮前店 宇治中之切町 POLA美音～minto～ 御薗町 （有）山村乳業 大世古
手打ち蕎麦 柿右衛門 旭町 （有）林商店 小俣町 活絡堂（ホーローどう） 宮後 山村みるくがっこう 外宮前店 本町
手こね茶屋 おはらい町中央店 宇治中之切町 はやしフラワーズ 曽祢 ほぐし処 よいとこせ 本町 山村みるくがっこう 内宮前店 宇治今在家町

手こね茶屋 内宮店 宇治今在家町 居酒屋はやと 宮後 星出館 河崎 山本幸文堂 浦口
手こね茶屋 本店 宇治浦田 はりきゆう草庵 柏町 ぽたじゅう 辻久留 山本すし 船江
デザート工房シャロン 上地町 播田屋　浦の橋店 常磐 ホットライン 岩渕 山本精肉店 倭町
iPhone修理のテックテック イオン伊勢店 楠部町 播田屋　通り店 通町 ぼてこ 伊勢みその店 御薗町 山本電気TOWN23 竹ケ鼻町
鉄板フレンチ ラ ターブルダキ 桜木町 播田屋　吹上店 吹上 Poni Anela 本町 山本電器店 勢田町
寺子屋塾 いっぽ 小俣町 播田屋 本店 河崎 本家かまどや 岩渕店 岩渕 YOURSニシヤマ伊勢店 御薗町
天の半分 八日市場町 パンダバ 御薗町 Ma-yan 小俣町 遊華人倶楽部 大世古
ドゥース・ド・フランス 御薗町 パン屋 麦 本町 マイカフェ 本町 遊酒β(べー) 岩渕
tobhearts 岩渕 Beapur ビアプル 野村町 前憲モータース 宮後 柚 クッチーナ ナチュラーレ 河崎
東海エコー企画 田尻町 ピーターパン 曽祢 前田青果店 曽祢 洋菓子 プティ・ボア 八日市場町

50音順　伊勢のお店応援商品券取扱店一覧（10/7時点）　　　



店舗名 所在地 店舗名 所在地 店舗名 所在地 店舗名 所在地
洋風ダイニングバー 町家バル 吹上 大型店舗リスト
居酒屋よーそろー 大世古 AOKI 伊勢店 小俣町
YOSA PARK なごみ 御薗町 朝熊山頂売店 朝熊町
米田土地家屋調査士事務所 野村町 朝熊茶屋 朝熊町
la cave du Clos 吹上 あみやき亭 伊勢店 御薗町
ラ クチーナ ディ 元 一之木 イオン 伊勢店 楠部町
らーめん しまじ 宇治浦田 イオンタウン伊勢ララパーク ASBee 小木町
来夢堂 御薗町 イオンタウン伊勢ララパーク Green Parks fuuwa 小木町
らくだ福祉タクシー 一之木 イオンタウン伊勢ララパーク 自家製麺 杵屋 小木町
ラコンテ 曽祢 イオンタウン伊勢ララパーク シューラルー 小木町
ラビット 伊勢中央店 常磐 イオンタウン伊勢ララパーク ジョーシン 小木町
rabo du esthe aile 藤里町 イオンタウン伊勢ララパーク T’s collection 小木町
ランコントレ千代 御薗町 イオンタウン伊勢ララパーク とんかつ新宿さぼてん 小木町
ランチのゆるり 宮町 イオンタウン伊勢ララパーク ふるいち 小木町
リストランテ ラミア ヴィータ 桜木町 イオンタウン伊勢ララパーク マックスバリュ 小木町
株式会社利八屋 伊勢北宅配センター 植山町 イオンタウン伊勢ララパーク 無印良品（9月23日オープン） 小木町
リビエラ 楠部町 イオンタウン伊勢ララパーク ライトオン 小木町
リビングセンター ヤマカワ 常磐 伊勢志摩 さかなや道場 伊勢市駅前店 宮後
リラクゼーション癒の詩 一之木 伊勢志摩スカイライン 伊勢料金所 宇治館町
リラクゼーションジラク 小俣町 ウエルシア 伊勢小俣店 小俣町
RE楽X ミタス伊勢店 船江 ウエルシア 伊勢河崎店 河崎
RE楽X みたすの湯店 船江 ウエルシア 伊勢神久店 神久
RIMBA-KERONTONG 御薗町 ウエルシア 伊勢二見店 二見町
ル・バンボッシュ 辻久留 ウエルシア 伊勢宮町店 御薗町
Le SALON TAHITI SHINJU 宮後 ウエルシアイオンタウン伊勢ララパーク店 小木町
ル・シノワ花栞 二見町 エディオン伊勢店 上地町
LUNETTA 宮後 かっぱ寿司 伊勢御薗店 御薗町
レストラン ホームプラス 中村町 （株）ぎゅーとら 小俣店 小俣町
レストランルサンク 神田久志本町 （株）ぎゅーとら グラムマート宮町店 御薗町
レディースヒロミ 一之木 （株）ぎゅーとら コア店 常磐
レディスファッション ハシモト 一之木 （株）ぎゅーとら ハイジー店 船江
れでぃすふぁっしょん長尾/長尾紳士部 一之木 （株）ぎゅーとら 八間通店 吹上
漣 伊勢店 神久 （株）ぎゅーとら 二俣店 二俣
ローソン 伊勢一之木店 一之木 （株）ぎゅーとら ラブリー神田久志本店 神田久志本町

ローソン 伊勢岩渕店 岩渕 （株）ぎゅーとら ラブリー藤里店 藤里町
ローソン 伊勢尾上町店 尾上町 キリン堂 伊勢船江店（ドラックストア） 船江
ローソン 伊勢馬瀬町店 馬瀬町 ケーズデンキ 伊勢御園店 御薗町
ろばた焼 ばらやん 尾上町 ココカラファイン 神田久志本店 神田久志本町

若鶏あみ焼き きまっちゃん 上地町 ココカラファイン ジップドラッグ小俣店 小俣町
若松屋 外宮前店 本町 ココカラファイン 神久店 神久
若松屋 本店 河崎 ココカラファイン 藤里店 藤里町
若松屋 宮川店 西豊浜町 ココカラファイン ミタス伊勢店 船江
和が家 勢田町 ココカラファイン薬局 日赤前店 船江
和牛石アミ焼肉 たまちゃん 小俣町 ココカラファイン薬局　ミタス伊勢店 船江
和食処 魚勘 大世古 コメリハード＆グリーン 伊勢店 御薗町
和洋菓子 おぐら 常磐 サガミ バイパス伊勢店 御薗町
わらしべ あけの店 村松町 ザ・ビッグエクスプレス神田久志本店 楠部町
わらしべ イオン伊勢店 楠部町 JA伊勢旅行センター 河崎
わらしべ 宮川店 中島 ジップドラッグ 小俣薬局 小俣町
わらじや 宇治今在家町 シュープラザ 伊勢店 上地町

スギドラッグ 藤里店 藤里町
スギドラッグ みその店 御薗町
スギ薬局 伊勢小俣店 小俣町
スギ薬局 伊勢小木店 御薗町
スギ薬局 伊勢宮後店 宮後
スーパーセンタートライアル伊勢店 小俣町
生活協同組合コープみえ みやがわ店 小俣町
生鮮市場ベリー 小俣店 小俣町
生鮮市場ベリー 藤里店 藤里町
生鮮市場ベリー 御薗店 御薗町
タイヤガーデン 伊勢店 小木町
TSUTAYA 伊勢上地店 上地町
TSUTAYA ミタス伊勢店 船江
ディスカウントドラッグコスモス 伊勢小木店 小木町
ディスカウントドラッグコスモス 御薗店 御薗町
ドン・キホーテ 伊勢店 中須町
ニトリ 伊勢店 御薗町
日本調剤 ミタス伊勢薬局 船江
ビッグエクスプレス小俣店 小俣町
ホームセンターバロー　ミタス伊勢店 船江
美濃路 伊勢店 御薗町
MEGAドン・キホーテ 伊勢上地店 上地町
元町珈琲 伊勢上地の離れ 上地町
元町珈琲 ミタス伊勢の離れ 船江
ヤマダデンキ　テックランド伊勢店 御薗町
ユニクロ伊勢店 御薗町
洋服の青山 伊勢インター店 楠部町
洋服の青山 伊勢店 小俣町
和食さと 伊勢店 本町
和食麺処サガミ 伊勢小俣店 小俣町
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