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共通券・専門券ともに使用できる事業所 地区 電話 PR
飲食店
アクアイグニス 菰野 059-394-7733 アクアイグニス内の各店舗でご利用頂けます。
アクアイグニスTSUJI GUCHI FARM 菰野 059-325-7373 いちご狩り、苺直売。減農薬・有機肥料栽培
R⁺café 菰野 059-394-5635
石狩 菰野 059-393-2227
角良　うどん　そば 千種 059-393-3834
鰻料理　うな忠 菰野 059-394-2830 鰻料理専門店ですが、刺身・天ぷら・エビフライなどご用意しております。
かじか 菰野 059-394-2065 お食事処手づくりおふくろの味が味わえます。
角勢 菰野 059-393-5182 手打ちうどんきしめんそば丼物役場南200ｍ
Cafe suimei 菰野 059-392-2185 湯の山の自然に囲まれた店内でのお食事に是非。
かふぇたかの 朝上 059-344-1765 自家焙煎した美味しい珈琲をどうぞ！
カフェ・トム・ソーヤ 菰野 059-394-2808 自家焙煎珈琲とパスタ、グラタン、ハンバーグ。
カフェレストラン　スワン 菰野 059-394-5069 ランチ780円コーヒー付きです。
北の幸熊　(旧熊牧場) 千種 059-392-2671 北海道からの食材でお食事して頂けるお店です。
キャットカフェ　ミーチェ 朝上 059-396-3339 高原から素晴らしい景色をネコ達とともに。
食事処ごっちゃんまんま 千草 059-392-2334
さかなどころ　ともさき 鵜川原 お魚中心の和食屋です。
坂年　精肉販売　焼肉レストラン 鵜川原 059-394-7777 当店おすすめのみそ味付を、是非ご賞味下さい。
珈琲庭　桜 鵜川原 059-394-5010 季節の食材を使った釜めし、デザートが人気
C's（ シーズ） 菰野 059-394-1267 昼喫茶モーニング、夜はカラオケやっています。
旬まる 鵜川原 059-394-0023
食工房　極 菰野 059-393-1120 日替わりランチ￥１，０００税込
ステーキtukumo 菰野 059-337-8129 お肉とお野菜をバランス良く提供します。
そば菊井 千種 059-392-3305 美味しいおそばをご用意してお待ちしてます
そば切り石垣 菰野 059-324-5974 湯の山温泉駅からスグ。本格手打ち蕎麦店。
そばの華 朝上 059-396-5570 緑に囲まれた癒しの空間で非日常を！
中華料理　食べ福 菰野 059-340-8086 おいしい料理を作って、お待ちしてます。
つかさ 鵜川原 059-394-6688 テイクアウトにもご利用いただけます。
デリカショップおかずや 菰野 059-394-0844 ランチ営業とテイクアウトのお店です。
とんかつ　みそ家　菰野店 鵜川原 059-394-7385
中村屋 朝上 059-396-0141 生鮮一般食品の小売及び仕出料理の注文承ります。
HINOMORI 菰野 059-390-0068 湯の山素粋居内の熟成牛肉のレストランです。
福村家 菰野 059-393-2968 平日１０食限定カレーうどんランチ５００円（税込）
藤政 菰野 059-393-1116 宴会、お弁当、うなぎ、オードブル他ご用意しています。
フラウヘン 朝上 059-396-3336 ワンちゃんと一緒に楽しいひとときを。
焼肉　金海 竹永 059-396-2650
やはらかとんかつ綾　菰野店 菰野 059-394-0817 一枚一枚こだわったとんかつをご賞味下さい。
よろゐ家 菰野 059-394-0019 日曜日のみランチやってます。
ラーメン辰ちゃん 朝上 台湾ラーメン、カラアゲ、ぎょうざが大人気
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宿泊・レジャー
アクアイグニス片岡温泉 菰野 059-394-1511 加温、加水、循環なしの源泉かけ流し温泉。
アクアイグニスTSUJI GUCHI FARM 菰野 059-325-7373 いちご狩り、苺直売。減農薬・有機肥料栽培
㈱希望荘 菰野茶屋 千種 059-392-3181 菰野茶屋は海鮮料理と炭火焼がイチオシです
渓流の宿　蔵之助 湯の山 059-392-2509 湯の山温泉最奥地、隠れた温泉旅館。
御在所ロープウエイ 湯の山 059-392-2261 春夏秋冬、山時間を満喫する御在所ロープウエイ
鹿の湯ホテル 湯の山 059-392-3141 地元の食材を使った懐石料理や温泉入浴や宿泊できます。
八風キャンプ場 朝上 059-396-2788 大自然の中、年中無休でキャンプが楽しめます。
フラメンコスダジオ　エル　アモール 朝上 フラメンコス衣装を着ての体験レツスン及び記念写真
ホテル湯の本 湯の山 059-392-2141 御在所ロープウエイ前。絶景露天風呂が自慢。
三重カンツリークラブ 千種 059-392-3163 ご来場お待ちしております。
道の駅　菰野 菰野 059-394-0050 菰野町の土産物・地場産品を販売しています。
旅館　寿亭 湯の山 059-392-2131 客室でのお食事と貸切風呂で寛ぎのひと時を。

衣料・靴・雑貨・ジュエリー
石川商店 竹永 059-396-0525 八風中制服、体操服、小学体操服、園服他取扱店
器屋 菰野 059-392-2288 寛ぎの喫茶と、こだわり陶器雑貨衣料お楽しみ色々。
㈲絵衣夢 菰野 059-394-0224 婦人服、鞄、靴、アクセサリー、雑貨ｅｔｃ
大橋呉服店　スイーツカフェMei 朝上 059-396-0028 園服、小学校体操服、八風中学校制服、体操服他、雑貨等取扱店
おやまの雑貨店 朝上 新規オープンした北欧雑貨店です。
きのした呉服店 朝上 059-396-0155 園服、小学校体操服、中学校制服・体操服その他扱っています
靴・はきものヤマシタ 菰野 059-393-2240 足に優しいクツ。はきやすいと好評の手作り草履、下駄
志たてや 千種 059-394-2203 成人式、七五三のハレの日の着物を扱ってます
浜富 菰野 059-393-1171 幼保小中学校　制服体育衣料　取扱い店
㈲ヒラマツヤ 菰野 059-393-2016 ハイセンスなセレクトファッションの店
ファッションハウス　ハヤシヤ 菰野 059-394-2109 婦人服・学生衣服を扱っています。
メガネのヤマモト 菰野 059-394-2633 眼鏡・補聴器の販売、修理、検査を致します。
㈲ラハイナ 菰野 059-394-6220 菰野町で誕生して28年のアメカジショップです。
理美容業
エステサロン　endear 菰野 090-5458-1951 隠れ家エステサロンで癒しと美肌を！
エステティックサロン　ブリエマサコ 千種 059-394-3886 美肌＆全身リンパケアで心身ともにスッキリ
化粧品のすみれ 竹永 059-396-3618 エステと化粧品のお店
jammy git hair salon 鵜川原 059-394-2828 プライベートな空間で癒しの時間を。
SOLEIL 鵜川原 059-393-2485 営業時間 AM8：00～受付PM6:30です。
D-hair 菰野 059-394-4554 大人の女性が安心して、ずっと通える美容院。
美容室とこ 竹永 059-396-4148 髪にやさしい弱酸性の美容室です。
ヘアーサロンハッピー 菰野 059-393-1069 理容業ですが女性の顔剃りもさせて頂きます。
ヘアーズ　メイッシュ 菰野 059-394-4551 マンツーマン対応で他のお客様と接する事なくリラックスして頂ける時間をお過ごし下さい。

HAIRBOXひろた 菰野 059-394-1010 ご家族皆さまでご利用くださいませ。
Hair Stage CHIGUSA 鵜川原 059-394-3232 商品のみのご購入だけでもお気軽にどうぞ！！



教育・学習塾
たなか学習塾 菰野 059-394-7066 個性を活かしわかるまで徹底して教えます。
毎日個別塾Smile 菰野 059-336-5956 小学生から高校生までを対象とした個別指導塾。
まつしまJUKU 朝上 059-396-1655 新規入塾募集中　無料体験実施中　御電話下さい。　

医療・ドラッグストア
㈱コモノ薬局 菰野 059-396-3638 コモノ薬局永井店・ピアゴ店医薬品販売業
平井鍼灸療院　平井薬局 菰野 059-393-2139 肩こり腰痛から美容針まで平井針灸　平井薬局
ミタキ薬品 千種 059-393-3827 潤田の三滝園で皆様の健康を支えています。
緑の調剤薬局 菰野 059-394-7201 健康相談、どこの処方せんでも受付します。

暮らし（住宅、自動車、家電、図書、生活関連etc）

藍窯 堀内製陶所 竹永 059-396-2600 絵付けや彫りなど手作りの器を販売しています。
㈲伊村自動車商会 鵜川原 059-394-2091 KeePerプロショップ技術認定店
浮田ふとん店 菰野 059-393-2187 寝具製造販売・作業服・クリーニング
宇佐美自転車商会 菰野 059-393-2313 自転車の専門店　自転車職人のいる店。
岡﨑自転車店 千種 059-393-2561 自動車　自転車販売修理、車検　LPガス取扱
おそうじ本舗　菰野店 朝上 0120-905-927 ハウスクリーニング　お見積り無料です。
ガーデンいとう 菰野 059-394-2650 生花、ギフト、観葉植物
㈲かご万 菰野 059-393-2029 快適な暮らしのお手伝い。
川嶋写真館 菰野 059-393-2103 各種記念撮影承ります。
kyo.cocoyoga 菰野 090-4447-8904 楽しいヨガをぜひ体験しにきて下さい！
クラフト石川 竹永 059-396-3731 シンプルなうつわ販売。
こもの花苑 菰野 059-393-1351 新鮮な品を扱ってます
菰野SS健康センター 菰野 059-394-4194 筋肉緩和をし、結果的に骨格を調整します。
コモノ・スイミングスクール　コモノ・フィットネスクラブ 菰野 059-394-3200 運動で体力・免疫力アップ！新規会員募集中！
彩電館　あまかわ 菰野 059-394-0130 おうちまるごと提案のお店
重盛金物店 菰野 059-393-2173 プロ用建築道具、建材からＤＩＹ迄揃います
重盛書店 菰野 059-393-2124 書籍・雑誌・文具・色々取り揃えております。
須藤電機 菰野 059-394-2312 お客様ファースト　パナソニックショップ
ダスキンこもの支店 鵜川原 059-394-0771 ダスキン商品取扱い店。モップ・洗剤・化粧品
出口自動車商会 鵜川原 059-393-1724 自動車、自転車販売、整備、車検
萩たたみ店 鵜川原 059-393-2726 良い畳を作っています。
樋口石材㈱ 千種 059-393-2147 菰野砂利石を販売しております。
樋口石油 千種 059-393-5557 エネオスブランドを販売しております。
プチフラウ＆アンジー 菰野 059-344-3317 大切なご家族のワンちゃんネコちゃんを優しくお預かり。
フラウヘンペットグルーミングショップ 朝上 059-396-3336 大切なご家族のワンちゃんネコちゃんを優しくお預かり
　徳　佐々木商店 菰野 059-393-2417 LPガス・灯油・住宅設備等小売り
㈱三重菰野グリーンリサイクル 千種 059-391-0882 土壌改良材・チップ・完熟堆肥の製造販売
南川モータース 竹永 059-396-0526 新車、中古車、車検等ミルクロード沿いの当店へ
横山刃物店 菰野 059-393-2246 包丁等各種刃物販売・研磨
ランプラッツヘルヘン 朝上 059-396-3339 安心安全な天然芝のドッグランでノビノビ！



食料品、肉類、惣菜、飲料、酒類、菓子etc
岩嶋屋 鵜川原 059-393-2465 草餅、おはぎ、季節の生菓子、どら焼きなど。
魚新 湯の山 059-392-2031 湯の山で生鮮食品を扱っているスーパーです
エクレール月の屋 菰野 059-393-2058 和洋菓子製造小売り。季節ごとのお菓子を販売。
㈲角屋 菰野 059-393-2041 精肉、惣菜、自家製ハム・ソーセージのお店
酒とお茶のヨロズヤ 菰野 059-393-2138 唎酒師のいる店　菰野銘酒、純米酒、菰野乃大物。
㈲杉山商店 菰野 059-393-3555 酒類、灯油販売
㈱スズガミネ 竹永 059-396-2211 鈴ヶ峯手延めん　つるつるともっちりとした麺。
清月堂製菓舗 菰野 059-394-2205
㈲曽根園茶舗 菰野 059-393-2026 伊勢茶販売認証店。三重県産を販売しています。
㈲たけるの本店 朝上 059-396-3830 和菓子の製造・直売しています。
中村屋 朝上 059-396-0141 生鮮一般食品の小売及び仕出料理の注文承ります。
肉の大黒屋 菰野 059-394-1129 みえ黒毛和牛・平牧三元豚・伊勢赤どり・こだわりの肉惣菜。
パティスリーコモノ 菰野 059-394-7790 菰野町で洋菓子屋でシュークリームがイチ押し！
日の出屋製菓希望荘売店 千種 059-394-2364 希望荘山上館で飲食とお買物を楽しめます。
ふじっこぱん 菰野 自家製酵母のパンとお菓子。月3回開店。
本家かまどや菰野ミルクロード店 朝上 059-396-5221 あったか～いお弁当販売してます。
三重通商㈱ 朝上 059-396-3029 おいしいお肉をご家庭に！！牛・豚・鶏・小売可。
もちもち草もち ひで吉屋草餅本店 鵜川原 059-394-4114 草もち等季節の和菓子ギフト商品も。
吉田屋 朝上 059-396-0056 やさいくだもの一般食品雑貨
吉野屋 菰野 059-393-2035 三重県産の原酒生酒を主に扱っています。

農業・種苗・農機具等
㈱アクア菰野辻農場 朝上 059-396-0006 小松菜・水菜・レタスを水耕栽培で生産販売
JAみえきた菰野支店 菰野 059-393-2167 農業はじめませんか
JAみえきた千種支店 千種 059-393-2117 農業はじめませんか
JAみえきた鵜川原支店 鵜川原 059-393-2112 農業はじめませんか
JAみえきた竹永支店 竹永 059-396-0302 農業はじめませんか
JAみえきた朝上支店 朝上 059-396-0007 農業はじめませんか
JAみえきた四季菜西部店 鵜川原 059-394-6322 食と農を結ぶ！ＪＡ直売マーケット
JAみえきた四日市西部営農センター 鵜川原 059-394-5100 農業はじめませんか
㈱JAサービス三重北　鵜川原給油所 鵜川原 059-393-2251 スタッフ給油のやさしいガソリンスタンド
種晏 竹永 059-396-0502 野菜・花の種苗販売。
諸岡機械 朝上 059-396-0651 農業機械・林業機械・建設機械　技術と信頼！



共通券のみ使用できる事業所
事業所名 地区 電話 業種
飲食店・宿泊業・観光業
あみやき亭　菰野店 菰野 059-391-2911 美味しい国産牛をお値打ちに！！
オテル・ド・マロニエ・湯の山温泉 湯の山 059-392-3210 日帰り入浴・御食事・宿泊予約承ります。
コメダ珈琲店　菰野店 菰野 059-359-6050 シロノワールとドリンクで、ほっとひといき
菰野東部交通株式会社　旅行部 朝上 059-396-5151 ご旅行のご相談はお気軽に弊社まで！
サガミ菰野店 竹永 059-396-1336 当店自慢の手羽先とみそ煮込みをご賞味下さい。
サーティワンアイスクリーム四日市菰野店 菰野 059-394-4031 モバイルオーダーはじめました！
自然薯料理　茶茶 菰野 059-394-3466 自然薯料理とろろめし専門店。茶茶　で検索
㈱パッションギークス うなぎ四代目菊川湯の山素粋居店 菰野 059-390-3827 ９０年続くうなぎ卸問屋が運営する鰻屋

ドラッグストア
ウエルシアイオンタウン菰野店 菰野 059-391-1389 医薬品・化粧品・食品・日用品等の販売。
スギドラッグ菰野店 菰野 059-391-0530 健康、美容のご相談はお任せください。
ドラッグスギヤマ菰野店 菰野 059-391-0101 お薬の相談は当店で。

スーパーマーケット・家電量販店・ホームセンター

ア・トレ　川スミ菰野店 竹永 059-396-3622 眼鏡・補聴器・時計・宝石お待ちしております
一号館 菰野店 菰野 059-394-1122 毎週火曜日がお値打ちです。
エディオン　イオンタウン菰野店 菰野 059-391-0711 家電、リフォーム、携帯電話、ゲーム
ザ・ビッグ菰野店 菰野 059-394-7031 買えば買うほど安さがわかります。
三洋堂書店菰野店 菰野 059-394-5134 CDやDVD、ゲーム・トレカも扱っています。
スーパーサンシこもの繁盛店 菰野 059-394-4134 「安心・安全・品質」にこだわるスーパーです。
農業屋　菰野店 竹永 059-399-2600 農業や園芸の商品を取扱いしています
ピアゴ菰野店 竹永 059-396-2761
マックスバリュ菰野店 菰野 059-327-5388 今春オープンしました！　ご来店お待ちしております。
ミスタートンカチ 菰野店 菰野 059-394-3131 毎週月曜日の鉢花2割引が人気です。


