
12月27日㈰
平成27年有効

期限

● おひとりの購入限度額は20セット（10万円）までとさせていただきます。
● 予約販売はいたしません。
● おつり銭のお返しはいたしませんので額面以上にてご利用下さい。
● この券には有効期間がございます。有効期間の切れた商品券は
　 無効となります。 又、購入後の返品・返金は致しかねます。

日立市
スーパープレミアム商品券

日立市
スーパープレミアム商品券

日立市
スーパープレミアム商品券

（大型店ではご利用できません、
　　　　　　大型店の区分は中面をご覧ください）

（全ての加盟店で利用できます）3枚入3枚入 3枚入3枚入

1セット1,000円券が6枚入って5千円で販売します。売切しだい終了
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イトーヨーカドー 日立店
ヨークベニマル 日立会瀬店
セイブ 十王店
セイブ 小木津店
セイブ 大みか店
セイブ 桜川店
サンユーストアー 東町店
サンユーストアー 新鮎川店
サンユーストアー 若葉店

サンユーストアー 東多賀店
㈱カワチ薬品 鮎川店
㈱カワチ薬品 大沼店
㈱カワチ薬品 川尻店
㈱カワチ薬品 田尻店
日立ゴルフクラブ
㈲運平堂本店（大みか店）
道の駅 日立おさかなセンター
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち）

スーパープレミアム商品券　販売協力店 スーパープレミアム商品券　販売所
６／２８（日）から販売

販売時間は各店舗とも営業時間に準じます
6/28（日）～7/12（日）期間限定販売

6/28（日）～7/12（日）期間限定販売

6/28（日）～7/12（日）期間限定販売

6/29（月）～7/10（金）土日販売なし

6/29（月）～7/10（金）土日販売なし

6/29（月）～7/10（金）土日販売なし

6/28（日）～7/12（日）期間限定販売

6/28（日）・6/29（月）から平日販売

6/28（日）・6/29（月）から平日販売

日立市役所 本庁

日立市役所 多賀支所

日立市役所 南部支所

日立市役所 豊浦支所

日立市役所 日高支所

日立市役所 西部支所

日立市役所 十王支所

日立商工会議所

日立市十王商工会



食料品（生鮮食品／加工食品／米穀類／青果）
しらすパーク 留町１０３９－１ しらす・ひもの
㈲井戸道丸漁業 みなと町 日立おさかなセンター内 鮮魚・塩干物
道の駅　日立おさかなセンター みなと町５７７９－２４ 新鮮魚介類・土産品・味勝手丼・旬の魚料理
杉山商店 南高野町３－１７－８ 食品・酒・青果
元長（全日食チェーン久慈浜店） 久慈町１－２９－１８ 野菜・魚類・精肉・惣菜・酒
大川屋 久慈町３－３－２０ 水産加工品
㈲明治屋 久慈町３－９－１０ 野菜・果物・菓子・日用雑貨
やまさん青果㈲ 久慈町３－１４－１３ 青果物
つるや米穀店 久慈町３－２０－９ 米穀・関連食品
五来商店 久慈町３－２２－１５ わかめ・他
仙台屋 田所半五郎商店 久慈町４－５－２０ 干物各種（みりん干し・一夜干し）
安掛精肉店 久慈町５－３－３１ 精肉
長山米穀店 水木町１－１３－５ 常陸太田市産　ＪＡ特別栽培米
さかなの おおうち 水木町１－２７－２ 刺身
あかつ水産　本店 水木町２－８－４０ 生鮮食品
大みか きのこランド 森山町４－2 生しいたけ
肉屋　半七 大みか町４－３－１３ 精肉
㈲菊水食品 東大沼町４－２９－１１ ゴールド納豆・ひたちの納豆 等
㈲澤田肉店 千石町１－１０－１０ 精肉
黒澤米穀店 河原子町３－７－２１ 精米
酒王　桜川店 桜川町３－１５－３ 食品全般
おさかな市場　魚長水産 鹿島町１－１５－１１ 地場鮮魚（会瀬港、久慈浜、河原子）・おさしみ各種
渡辺果実　平和通り店 鹿島町１－５－８ 果実
渡辺果実　パティオモール店 幸町１－１５－５ 果実
肉の登利要　日立店 幸町２－８－１４ 精肉
スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 一般食品・酒・青果
和田ストアー 十王町友部１０９－７ 食料品・酒
ＪＡ常陸　みなみ支店 大和田町１９９２ 農産物
ＪＡ常陸　旬味満菜館 大和田町２２２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　日高支店 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　ふれあいパーク日高 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　豊浦直売所 川尻町１－３４－１ 農産物
ＪＡ常陸　日立支店 宮田町３－４－７ 農産物
ＪＡ常陸　とうふ工房名水亭なか里 入四間町８２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　中里支店 東河内町１９４９－１ 農産物
ＪＡ常陸　十王支店 十王町伊師本郷４３－１ 農産物
十王物産センター鵜喜鵜喜 十王町伊師５２８－１ 農産物
酒・お茶・味噌・健康食品等
味噌蔵みずきの庄 水木町１－１２－１６ 味噌・みそスイーツ
リカーハウス　アジマ日立店 金沢町１－１３－１４ 酒類・ギフト
木村酒店 金沢町２－５－６８ 酒類
菊池園 千石町１－１９－２ 茶・海苔・茶器
茶の花月園 千石町２－３－８ 茶・海苔・菓子
牧ノ原 日立店 多賀町１－１４－２ 日本茶・海苔・陶器 他
㈲長山酒店 多賀町１－１７－１ 日本酒・他
日立酒類販売㈱ 鮎川町４－１－３２ 玉の雫
大宮園　本店 鹿島町１－２－４ お茶・海苔・茶道具
アロエ苑 弁天町１－１－２１ 健康ブドウ酢ビワミン・健康食品
合資会社小川屋酒店 弁天町１－１０－４ 酒類
大宮園　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店Ｂ１Ｆ お茶・海苔
みどり園 パティオモール店 幸町１－１３－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
トミタ酒店 幸町２－２－２２ 酒・米・惣菜（おにぎり・お弁当）赤飯・餅
おそのえ 若葉町３－８－１０ 酒類・米
酒王　日立本宮店 本宮町４－１２－１ 酒類
みどり園 本店 宮田町２－６－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
大宮園　流通センター 小木津町４－７－１４ お茶・海苔
森島酒造 川尻町１－１７－７ 地酒「大観」・酒粕
ミスター酒屋さん 川尻町５－１９－８ 酒類
㈱宏和商工日立酒造工場内　直売所 十王町友部１０４ 地酒販売（清酒・焼酎・リキュール）
（資）椎名酒造店 十王町高原４１１ 富久心
柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 酒類・一般食品
菓子・パン・お土産
かの子や 留町１１３２－２ 和菓子
不二家　大みか店 大みか町１－５－１７ 洋菓子
㈲運平堂本店 大みか町１－６－７ 大みか饅頭
洋菓子グランバーズ 大みか町１－６－７ ケーキ・クッキー・コーヒー（喫茶）
運平堂本店　多賀店 千石町２－４－３３ 大みか饅頭
あんず通りの菓子工房グランイル 多賀町２－５－１２ ケーキ・焼き菓子
菓匠たけだ　鮎川店 鮎川町２－７－１ 和菓子・ケーキ
ドーナツの店　はせ川　諏訪店 諏訪町１－１２－４０ ドーナツ
アトリエ マドレーヌ 国分町３－２－２８ 焼き菓子・フィグケーキ
ＣＯＲＩＮ　（火・木曜日営業） 中成沢町２－２８－１１ 国産小麦を使ったパン・焼き菓子
かずみ 中成沢町３－１７－１８ 洋菓子
モルトボーノ 旭町２－５－１０ ＮＡＧＩＳＡシュークリーム
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 幸町１－１－２ 市内土産品等
運平堂本店　日立店 幸町１－７－１７ 大みか饅頭
ドーナツの店　はせ川 幸町１－１５－３ ドーナツ

さくらスクエア 幸町１－１５－７ 茨城県北の特産品等・レンタルスペース
サーティーワンアイスクリーム日立駅前店 平和町１－１－６ アイスクリーム
パティスリーましぇり 本宮町４－１－１０ 洋菓子・生菓子・焼き菓子
菓匠たけだ　田尻店 田尻町５－１４－３ 和菓子・ケーキ
日立和洋菓子いちかわ 日高町３－１２－１ 和洋菓子・季節の果物まるごとシリーズ
大髙かおる堂 川尻町５－１６－１０ 和洋菓子
御菓子司 風月堂 十王町山部１６６５－３ 和洋菓子
衣料品（紳士服・婦人服・学生服・呉服・小物等）
笹屋 大和田町１－７－３８ 衣料・学生服・婦人服
笹島 久慈町１－３０－２０ 婦人服・紳士服・小物
Ｆａｉｒｙ Land TAKE-1　大みか店 久慈町２－２８－１２ 子供服
Ｋショップ 久慈町３－９－２１ 婦人服・スクール用品・作業服
洋服の青山　日立南店 金沢町２－３２－３ 紳士服・レディス商品
トーワセンイ　総合作業衣センター 金沢町４－２６－２５ 作業服・ユニフォーム各種
㈱イサカソーイング 東金沢町４－１３－６ 婦人服・雑貨・生地・洋裁小物
サンク・ミュ 千石町１－２－１２ ブティック
ファッションハウス　ゴライ 千石町１－３－１６ 婦人服
若美屋 多賀店 千石町１－４－１９ 婦人服
カメブ呉服店 千石町１－４－２６ 着物・和装小物・洋装品
衣料のわだ 千石町１－１１－14 婦人服
きもの館　志お屋 千石町１－１１－１８ 呉服・和雑貨・レンタル衣装
ＢＯＮＧＯＵＴ（ボングウ） 千石町１－１９－６ クレール21 1F 婦人服･バッグ
レディースファッションヒルタ多賀店 千石町２－１－８ 婦人服・学生服
佐々木洋服店 多賀町１－３－７ 注文洋服・学生服
ブティック カシワヤ 鹿島町１－６－９ 婦人服
柏屋呉服店 鹿島町１－７－５ 呉服
レディスショップ正札堂 鹿島町１－１３－９ 婦人洋品
レディーズランド コ.コ 鹿島町１－１３－９ 婦人服
レディースファッションヒルタ日立店 鹿島町１－１５－９ 婦人服・学生服
手芸の若美屋 弁天町１－９－４ 手芸用品・エプロン
若美屋プラス１ 弁天町１－９－４ 婦人服
シャルマン 幸町１－13－１３ 婦人服
一番街 幸町1－11－２ 制服
ＳＡＭＯＮ（サモン） 幸町１－１２－２ メンズカジュアル
ドリームライフ スズキ 幸町１－１５－６ 学生服・婦人服
ブティック　ユキ　クラブ イトーヨーカドー日立店１Ｆ 婦人服
Boutique TAKE-1（ブティック テイクワン） イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
ブティック　エルモア ユキ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
レディースファッションヒルタ駅前店 イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服・学生服
レディーズランド コ.コ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
サンタ日立店 イトーヨーカドー日立店４Ｆ 子供服・大人服
ワン・ステップ 平和町１－１７－１６ メンズ・レディス・カジュアルウェア
斉藤都世子作品ルーム日立サロン 助川町１－８－１５ 婦人物ニット
㈲森山商店 神峰町１－８－１１ 市内（市立・県立・私立）中学・高校制服
洋服の青山　日立北店 田尻町５－２－１ 紳士服・レディス商品
大丸 川尻町1－22－3 学生衣料・婦人服・雑貨
おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 衣類
松之屋 十王町友部東２－３－６ 衣料品
ファミリーショップ カミヤ 十王町友部１７ 衣料品・雑貨
寝具・バッグ・靴・インテリア用品
ふとんのねもと　大みか店 大みか町３－２３－４ 寝装品全般
スミヤカバン店 千石町１－１１－２３ 鞄（ハンドバッグ・ショッピング・紳士用）
ふとんのねもと　 鮎川町１－１１－５ 寝装品全般
細井ふとん店 西成沢町１－３３－１５ 綿の打ち直し・布団・寝具・カーテン
ワシントン靴店 弁天町１－１０－２ 靴
ニットー靴店　平和通り店 幸町１－７－１０ 紳士靴・スニーカー
ニットー靴店　パティオモール店 幸町１－１２－３ 紳士靴・スニーカー
家電品（家電修理・工事等）
三栄電機商会 石名坂店 石名坂町１－６－３ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
モリカワ電器 久慈町２－１０－４ 家電品
志賀電器 久慈町５－１－１３ 電機器具
でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 家電品
ダイワでんき 水木町２－７－２９ 家電品・修理・リフォーム・電気工事
マルナガ電機 金沢町２－１５－１６ 家電品（日立）・一般家電品・太陽光・リフォーム
永井電器 東金沢町５－４－２０ 家電品
わたべ電機 東金沢町５－１７－９ 家電品
太陽電機 東大沼町２－３３－１５ 家電品
石川電器 大沼町２－１－２２ 家電品
新光社 鮎川町１－１０－１９ 家電品
ヒノデデンキＫ．Ｋ． 桜川町１－３－２０ 家電品・サービス
ライフアップスワ 桜川町３－５－４ テレビ・冷蔵庫・エアコン
ササキ商事 末広町４－４－８ 家電
三栄電機商会 本店 中成沢町２－８－１４ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
エジリデンキ 東成沢町２－１－１５ 家電品
ミシンのヨシダ 鹿島町１－４－１０ 家庭用・工業用ミシン・縫製付帯器機
㈲大部無線 弁天町１－７－１３ 家電品
栗原電気商会 神峰町２－４－１５ 家電品
㈲川瀬電機商会 滑川本町２－８－２９ 家電品・空調機器・電気工事

茨城ハセ電化 日高町４－１－１３ 家電品全般・工事・修理
オオモリデンキ 川尻町７－１－７ 家電品
㈲光電社 十王町友部東１－１－４ 家電品・住宅リフォーム
でんきのゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 家電品
㈱モンマデンキ 十王町友部１６５０－８ 家電品
眼鏡・補聴器・宝飾・時計
メガネのナリタ 大みか店 大みか町２－２７－５ 眼鏡
こばやしメガネ補聴器 千石町１－５－１１ メガネ・補聴器
メガネのナリタ 多賀店 多賀町１－２－２ 眼鏡
大和田時計眼鏡店 多賀町１－１３－２０ 時計・メガネ・貴金属
アイ・ジュエリーツボタ 東多賀町５－１１－２３ メガネ・宝石・時計
宏実屋時計店 幸町１－５－１０ 時計・メガネ・宝石・補聴器
リオネットセンター日立 幸町１－８－１５ベルメゾンひたち101 補聴器・難聴用補助商品
㈲メガネの東港堂 幸町２－８－１５ 眼鏡
メガネのナリタ ヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店３Ｆ 眼鏡・コンタクト
メガネのナリタ 本店 助川町１－７－１３ 眼鏡
化粧品・医薬品・生活用品・雑貨・ドラッグストア（1000㎡未満）
マルトパワードラッグ森山店 森山町５－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
コトブキ薬品 金沢町１－４－１６ 100円で１ポイント・５０ポイントで割引
ノエビア ホワイト プレインズ 大沼町３－１９－１４ ノエビア化粧品・フェイシャルエステ
池上薬局 千石町１－３－３ 医薬品・漢方薬・健康食品・ホワイトリリー化粧品
セキネ薬局 千石町２－１－９ 医薬品
マルトパワードラッグ千石店 千石町３－４－１０ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
クレストショップＴＡＭＵＲＡ 多賀町１－１３－２１ コスメデコルテ・ＳＫ-Ⅱ・カシー・キリョウ・ポールスチュワート
白雪姫 多賀町１－１４－４ 化粧品・エステ
ノエビア ビューティースタジオ エヌズ 多賀町２－１４－１０ 化粧品
厚生薬局 東多賀町５－１０－１２ 一般医薬品・化粧品・処方調剤
くすりのマルト鮎川店 鮎川町３－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
ノエビアビューティスタジオ～ブラン～ 諏訪町２－４－２９ 化粧品
マルトパワードラッグ諏訪店 諏訪町４－５３４－２ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
マルトパワードラッグ成沢店 中成沢町２－３７－１１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
サンドラッグ日立会瀬店 会瀬町４－１４－１ ドラッグストア
みどりや 鹿島町１－１－８ 家庭用品・業務用品
化粧品店ぱふ 鹿島町１－４－１０ 化粧品（資生堂・カネボウ・アルビオン）
コスメティックサロン Marumiya 鹿島町１－９－２ 化粧品（アルビオン・コーセーデコルテ・資生堂ベネフィーク）
趣味の店　あいざわ 弁天町１－１５－１２ 雑貨・袋物
メナードフェイシャルサロン日立店 本宮町４－１４－２ 化粧品・フェイシャルエステ
一仙堂荒友薬局 神峰町２－１４－３ 医薬品・化粧品・漢方薬
亀甲堂薬局 神峰町４－２－１ 健康相談・漢方薬　など
大曽根薬局 高鈴町３－１－２８ 医薬品・化粧品
マルトパワードラッグ滑川店 滑川本町５－３－３５ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 化粧品
マツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１ 医薬品・化粧品・健康食品・日用品
十王薬局 十王町友部東１－２－１ 医薬品・処方箋調剤
ＹＳよしのや 十王町友部東２－６－１２ 化粧品
菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 薬品・化粧品
ギフト・生花・仏壇・冠婚葬祭用具
花の店 あかつ 久慈町３－１２－３０ 生花・観葉鉢・花鉢
ベルフローリスト 大久保町３－１８－４ 生花・鉢植え・プリザードフラワー
花の鈴廣 千石町１－３－４ 生花・造花・仏具
ウエサカ花店 多賀町２－１９－５ 生花（生け花・ブーケ・花束・アレンジメント・仏花）
鈴廣 合掌堂 鮎川町１－１０－９ 仏壇・仏具
陽光堂 東成沢町１－１－３ 仏具・線香・ローソク
シャディサラダ館日立平和通り店 鹿島町１－４－１０ カタログギフト・ギフト用品
花の春秋舎 鹿島町１－１２－６ 生花・造花・プリザ・花束・アレンジ・鉢物他
仏壇仏具のショウルーム大知 鹿島町１－１５－７ 仏壇・仏具・神具・提灯
パークス㈱日立営業所 若葉町１－１７－５前野ビル1F お中元ギフト・内祝等のカタログ贈答品
フラワーハウス ワタナベ 日高町１－３１－５ 切花・鉢物
文具・事務用品・書籍・ＤＶＤ・ＣＤ・カメラ・写真・印章・玩具
ＯＳＡ・書房 久慈町２－２８－１４ 書籍・文具
おもちゃ・ホビーのキング 大みか町１－１－５ 玩具
ＢＩＧＢＥＮ　大みか店 大みか町４－２２－５ ＤＶＤレンタル
エイトスタジオ本店 大久保町１－２－１２ 写真撮影・レンタル衣装・美容
堀之内文具店 千石町１－３－７ 文具・事務機・スチール製品
フタバ写真 千石町３－４－６ スタジオ撮影・レンタル衣装
イナダスタヂオ 千石町４－７－９ スタジオ写真・写真全般
カメラのオリオン 多賀町１－１２－２４ カメラ・写真材料・デジカメプリント
一誠堂書店 多賀町１－１３－７ 書籍・雑誌
ブックエース　日立鮎川店 鮎川町５－１－１ 書籍・ＤＶＤ・ＣＤとＤＶＤ・ＣＤレンタル
㈱田所書店 鹿島町１－１２－９ 書籍・雑誌・文具
㈱助川カメラ 弁天町１－１０－１６ カメラ・カメラ用品・写真プリント加工・化粧品
㈲スタンプナメカワ 幸町１－５－９ 印章・ゴム印・印刷（名刺・ハガキ）
ＮＯＶＡ茨城日立駅前校 幸町１－１２－４　Ｐｍビル1F ＮＯＶＡオリジナルグッズ（ぬいぐるみ・文房具）
㈱北書房 助川町１－９－１６ 書籍・雑誌・文具
ヘリオス写真スタジオ 神峰町１－１０－７ 写真撮影
レインボースタジオ 神峰町２－１－５ 写真全般
㈲木村書店 日高町１－２－３ 書籍・雑誌・事務用品・文具・雑貨

エイトスタジオ日立北店　　　 日高町３－１２－１３ 写真撮影・レンタル衣装・美容
スポーツ・レジャー施設・自転車・旅行
ドレミ　大みか店 大みか町２－２８－６ カラオケ
川﨑サイクルモータース 大沼町１－１６－１ 自転車・電動アシスト自転車・バイク
㈲シノハラ 千石町１－３－２ スポーツ用品全般
スポーツエス 千石町３－２－１０ 登山・スキー・カヌー・アウトドアウェア・ＭＢＴ
宮田商会 多賀町５－７－１７ 自転車・バイク販売・修理
平和台スポーツセンター 諏訪町４－２８－１ ゴルフ練習場
サイクルショップイマイ 鮎川町６－４－２２ 自転車・サイクル関連商品・修理
㈱小泉スポーツ 鹿島町１－９－５ スポーツ用品・スポーツウェア
並木スポーツ 鹿島町１－１６－１５ スポーツ用品
㈱ＪＴＢ関東　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店１Ｆ 旅行
山内鉄砲火薬店 宮田町２－６－１３ 銃・射撃用品・玩具花火
ドレミ　日立滑川店 滑川町１－１－３ カラオケ
日立ゴルフクラブ 滑川町３０３３ ゴルフプレー・レストラン・山内ゴルフショップ
ゴルフ５ 日立店 相田町２－１－５ ゴルフ用品
日立電鉄交通サービス日立南営業所 留町字前川１２７０－５５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス多賀駅前店 千石町１－１－８ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス神峰営業所 滑川町２－１１－５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
自動車・オートバイ関連・自動車整備・燃料
大一商事㈱日立港ＳＳ 久慈町３－７－１２ ガソリン
澤畑モータース 森山町３－７－２１ オートバイ（部品用品・車検・修理）
オートバックス　日立金沢店 金沢町３－２０－１ カー用品・車検・車販売
ミスタータイヤマン　フットワーク２４５ 東金沢町１－１３－４０ タイヤ修理・販売
大畑自動車工業所　　 大久保町１－４－５ 自動車板金・塗装
㈱宮本石油店　多賀給油所 大久保町３－１０－２０ 車輌燃料・灯油
大一商事㈱多賀ＳＳ 多賀町２－１９－３ ガソリン
㈲山永自動車整備工場 中成沢町１－９－１１ 自動車整備・オイル交換・車検
ギャロップ 鹿島町２－１６－１０ 二輪車（用品・部品・修理・車検）
㈱宮内石油 平和町１－１３－３ ガソリン・洗車
カーオーディオショップ　ヨシナリ 東町１－１１－１７ カーオーディオ・ナビ・カー用品・販売・取付
㈱大畠自動車商会 本宮町４－２８－５ 新車・中古車・その他
㈲日工自動車サービス 滑川町１－１３－８ 車検整備・板金・新車・中古車／諸費用は除く
㈲日立電池商会 滑川町２－２－１２ カーエアコン・カーナビ・ＥＴＣ・修理・販売・取付
カーショップ秀 折笠町９１０－６ 新車・中古車販売
増井石油店 日高町３－１１－１ 燃料（ガソリン）
住宅関連・ガス関連・設備・リフォーム・工具
黒沢燃料㈱ 石名坂町１－５０－２２ ガス器具・住宅設備品
㈱和田塗装工業 森山町４－１０－１０ 塗装・防水工事
㈱明治商会 日立支店 千石町４－４－５ ＬＰガス・住宅設備品
エネスタ多賀 多賀町１－１５－１１ リフォーム・設備機器・ガス機器
梅原材木店 東多賀町２－１２－６ 一般住宅新築・リフォーム
㈲塚田燃料商事 東多賀町２－１５－２ プロパンガス・ガス器具・システムバス・システムキッチン
㈱山森 末広町２－１－３０ 一般住宅新築・リフォーム
ＭＡＤＯショップ日立店 国分町３－１０－１２ アルミサッシ・窓・玄関改修・硝子工事
多賀燃料 永山商店 諏訪町１－１１－３ ガス・石油・住宅設備器機
㈲緑川塗装店 諏訪町３－８－１９ 住宅塗装
㈱日興 会瀬町４－１－４３ 家庭用塗料・業務用塗料・塗装用具・消火器
㈱高橋宗四郎商店 助川町２－４－１５ 畳
㈲ますや 鹿島町２－６－４ 鍵の取付交換・ガラス修理・リフォーム
エネフィット㈱ミナカワ 弁天町１－８－７ ガス機器
㈱日立塗工店 弁天町２－２－３ リフォーム工事・塗装工事・防水工事
エネスタ日立 幸町１－２２－２ リフォーム・設備機器・ガス機器
菊地サッシ工業 川尻町６－４９－１８ ガラス・網戸・アルミサッシ・エクステリア
増子建窓 十王町友部１６０１－５ ガラス・網戸　他
ヤマザキショップ ヒロセ 十王町友部２７２３－１ 灯油・ガス・ガス器具・食品・雑貨
大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 金物・刃物・工具・せともの・雑貨
理容・美容・エステ・整体
理容オカモト 石名坂町１－２１－６ 理容全般・他
ファミリーヘアーサロンうの 石名坂町１－４０－１２ 理容全般・他
安掛　理容 石名坂町２－４４－１４ 理容全般・他
ミチコ理容 南高野町１－５－１１ 理容全般・他
ヘアーサロンおのせ 南高野町３－１１－５ 理容全般・他
理容キムラ 久慈町３－２９－１３ 理容全般・他
メンズサロン　ササキ 久慈町３－３４－３ 理容全般・他
カワノ美容室 久慈町４－１０－１６ 美容全般
高根理容室 久慈町７－１４－８ 理容全般・他
オリジナルヘアーサロンやまがた 大みか町１－５－１２ 理容全般・他
バーバー＆ビューティ三容 大みか町１－１７－１７ 理容・美容全般・まつ毛美容・訪問理美容
美容室えるもあ 大みか町２－２５－１ 美容全般
美容室アレンジ 大みか町２－２６－９ カット・カラー・パーマ
理容シマザキ 大みか町３－２１－５ 理容全般・他
ヘアーサロン大畑 水木町１－１４－１３ 理容全般・他
理容　海老沢 水木町２－２４－８ 理容全般・他
ヘアーサロンきよし 水木町２－３７－２２ 理容全般
小島療術院 東大沼町２－１２－２６ 整体・リンパマッサージ・健康グッズ
ヘアーステーション　オアシス 東大沼町２－１５－３ 理容全般・他
サロンド ヒロシ 東大沼店 東大沼町２－３０－１３ パーマ・ヘアカラー・カット・トリートメント 他

タドコロ理容所 東大沼町４－２４－５ 理容全般・他
理容やまがた 大沼町２－１７－１７ 理容全般・他
千葉理容室 大沼町３－２－１１ 理容全般・他
鈴木理容所 森山町２－２８－７ 理容全般・他
ＢＡＲＢＥＲ　Ｍ２ 森山町３－４－１９ 理容全般・他
ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 東金沢町２－１９－３ 女性お顔そりエステ・メンズフェイシャル
関根理容室 東金沢町５－３０－３ 理容全般・他
理容 冨士 大久保町２－５－１１ 理容全般・他
オオクボ理容 大久保町２－１１－７ 理容全般・他
あたまスタイルＳＥＫＩＮＥ 千石町１－３－５ 理容全般・他
ミリオン美容室 多賀町１－２０－６ 美容全般
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｋaminaga(ヘアー＆フェイス カミナガ) 多賀町３－１－２３ 理容全般・レディスシェーブ
ヘアーサロン はぎわら 多賀町５－５－２ 理容全般・他
ヘアーサロンつばめ 多賀町５－１５－５ 理容全般・他
理容プリンス 東多賀町２－５－２５ 理容全般・他
ヘアーサロン　モトジマ 東多賀町２－１０－４ 理容全般・他
美容室ココワ 東多賀町２－１１－１５ 美容全般・着付け
ビューティーサロン フェミニン 鮎川町３－８－７ カット・パーマ・カラー・着付・貸衣装
メンズカット アユカワ 鮎川町４－３－２３ カット・パーマ・カラー・シェービング
理容トモベ 鮎川町６－２－２４ 理容全般・他
理容クロサワ 鮎川町６－５－１ 理容全般・他
総健創美館　日立鮎川店 鮎川町６－５－１６ カイロプラクティック（肩こり・腰痛・膝痛等）
ヘアーサロン　うめはら 河原子町３－１５－６ 理容全般・他
理容シーク 諏訪町３－３－８ 理容全般
小咲台 理容 諏訪町５－１６－７ 理容全般・他
理容 若葉 桜川町３－４－１４ 理容全般・他
ヘアーサロン コムロ 桜川町３－４－２２ 理容全般・他
理容ますこ 桜川町４－１９－７ 理容全般・他
ヘアーサロン　ボン 西成沢町１－３４－３８ 理容全般・他
カットルーム ナルサワ 西成沢町３－２－１２ カット・ヘアカラー・パーマ等　
理髪　茂木 中成沢町２－３１－１１ 理容全般・他
美容室コトブキ 会瀬町２－１５－１５ カット・パーマ・毛染・着付
秋山理容所 助川町２－４－２ 理容全般・他
Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＭａｒＣｉａｎ 助川町２－６－１１ 理容全般・他
エメロード美容室２１ 鹿島町１－６－９ 美容全般
ミツワ理容 弁天町１－１－９ 理容全般・他
Ａｓ－ｏｎ　ｈａｉｒ　（アズオン ヘアー） 弁天町１－９－７ カット・パーマ・メイク・ヘアセット・ヘッドスパ
理容マツザキ 弁天町２－５－１３ 理容全般
リラクゼーションスペースＨｕｇ 幸町１－７－１打手屋第２ビル203 もみほぐしリラクゼーションエステ・フェイシャルリンパオイルマッサージ
ウェーブアジャート Wave-agiato 幸町１－１３－１１ カット・パーマ・ヘアカラー・エクステ・ヘッドスパ
ヘアーサロン　プラネット 幸町２－１１－１１ カット・パーマ・カラー
理容かわさき 幸町２－４－５ 理容全般・他
常陽　理容院 平和町１－１４－９ 理容全般・他
理容しいな 若葉町３－６－１２ 理容全般・他
美容室ラ・ティエラ 本宮町２－１０－７ 美容全般
カットハウス・テルウチ 神峰町３－８－８ 理容
ヘアー　ナカノ 東町１－１１－１３ 理容全般・他
ヘアーサロン　サンクス 東町１－１５－９ 理容全般・他
ヘア・ケア・イオス 東町３－５－７ カット・パーマ・カラー・ヘアケア等
ヨツクラ　理容所 高鈴町３－１－２９ 理容全般・他
理容 大洋 宮田町３－５－１７ 理容全般・他
カットサロンいちかわ 宮田町３－１２－６ 理容全般・他
サロン・ド・ピア 滑川本町１－１１－１５ パーマ・ヘアカラー・カット等
Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔeｓ美容室　（レ・コケット） 田尻町１－４４－２８ 美容全般
美容室 髪ing (ビヨウシツ　カミング) 田尻町３－２６－３ 美容全般
ヘアースタイリスト・サロン エルム 小木津町１－２９－３０ カット・パーマ・カラーなど
カットルーム サトシ 日高町１－２３－１０ カット（男性・女性）・カラー・パーマ
ビューティサロンＫ 日高町４－７－３２ 美容全般
カットハウスフレンド 砂沢町１－９ 介護カット・理容全般
理容トビタ 十王町友部１８６－１ 理容全般
ヘアーサロンワタナベ 十王町友部２７３１－１ カット＆パーマ
各種サービス・スクール・宿泊・タクシー・その他
日立南部タクシー 石名坂町１－１２－３４ タクシー
里見タクシー 久慈町１－１３－６ タクシー
海づくしの湯 はぎ屋旅館 水木町１－１－１５ 宿泊・売店・食事処・立ち寄り湯
日立常陽タクシー 水木町１－３２－８ タクシー
極真会館　茨城県常総支部 日立道場 大みか町３－１７－１３ 青少年育成+空手の指導
五来タクシー 大みか町４－６－１６ タクシー
グレースティアラ みかの原町２－２－７ ガラス・クリスタル２Ｄ加工・赤ちゃんの足・手型等
辰巳タクシー 千石町３－２－１３ タクシー
青葉台サロン 西成沢町４－２３－５ 団地のお茶の間
ペットショップあんあん 城南町１－１１－３０ 犬のトリミング・ペットホテル・仔犬仔猫販売
ハトタクシー 助川町２－４－１３ タクシー
街なか交流スポット よって家fm 鹿島町１－１１－１４ 手作り品・カレー・定食・野菜販売・他
ホテル網元 鹿島町１－１５－１３ 宿泊
昭和ハイヤー 弁天町２－１－１０ タクシー
新星自動車 幸町２－１－３１ タクシー
日立タクシー 幸町２－９－７ タクシー

日立電鉄タクシー 幸町３－４－６ タクシー
㈱昭和活版所 旭町２－１－４ 名刺・挨拶状・暑中見舞い・年賀はがき
㈲日立観光ハイヤー 神峰町２－９－８ タクシー
㈱増子看板店 小木津町４－３－８ 看板・名刺
旭タクシー 日高町１－２６－１２ タクシー
Ｄog　Ｐ・サロンＩＢＵ（ドッグプリンセスサロンイブ） 十王町友部東１－９－６ ワンちゃんのシャンプー・カット・アロママッサージ 他
飲食店・宴会・ファストフード等
マクドナルド日立カインズホーム店 留町字前川１２７０－２ ハンバーガー等、ファーストフード
東屋 久慈町３－１０－１０ 鮨
ｃａｆｅ　Ｍｉｚｕｋｉｎｏｓｈｏ 水木町１－１２－１６ 創作みそ料理・みそスイーツ
中国料理ふじよし 水木町２－３２－１３ 中華料理（ラーメン・チャーハン・ランチ等）
ココス水木店 水木町２－４３－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
大みか次郎長 大みか町１－３－１４ 地魚（今日の水揚げ）刺身
中華食堂　天海 大みか町１－５－１７ 中華料理・ランチ
串とんぼ日立店 大みか町１－６－３ 串揚げ・刺身・酒
いづみや 大みか町１－１７－９ 海鮮料理
我やが家 大みか町１－２６－１ 居酒屋
味道楽いけだ 大みか町２－２０－１２ 地魚・和食・刺身・一品料理・大小宴会・飲み放題コース有
玉の井 大みか町２－２２－１ 和食・魚料理・お酒
つぼ八　大みか店 大みか町２－２３－７ 料理・アルコール・ソフトドリンク
はんじょう 大みか町２－２３－８ 芋焼酎・森伊蔵 他　清酒 獺祭 他
はなの舞　大みか店 大みか町２－２３－１１ 単品飲み放題１，６８０円など
和食みさと 大みか町２－２５－９ 和食・洋食
アンブロッシェ 大みか町２－２８－１０ 洋食
とん亭 大みか町３－１－１９ とんかつ定食・アルコール飲料　他
スタミナラーメン三四郎 大みか町４－４－１２ スタミナラーメン
レストラン清海 大みか町４－１４－１３ 洋食
Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｃ　ＴＳＵＢＡＫＩ 大みか町４－１６－１０ オーガニックスイーツ・ランチ・コーヒー・自然食品
大阪王将　日立大みか店 大みか町４－２３－２４ 中華料理
Ｌａ Taverna（ラ タヴェルナ） 大みか町６－９－１ イタリア料理
居酒屋　大将 大みか町６－１２－１ 新鮮魚介・手仕込み串焼き・エクストラコールド生ビール
マクドナルド日立金沢店 金沢町４－１－１６ ハンバーガー等、ファーストフード
割烹　いな橋 東金沢町３－１４－２８ 割烹料理
ココス多賀店 大久保町３－１９８７－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
中日軒　じゅん菜　じゅん 千石町１－２－１３ 中華料理・フェアトレード（皮製品）バッグ・小物
串焼ふくろう 千石町１－４－２４ 串焼・刺身・和食・お酒
鮨さ 㐂ゝ 千石町１－４－８ 寿し・和食・一般
白山 千石町１－１５－１６ 日本料理
ステーキ＆ワイン 白耳蟻館 千石町２－７－７ オムライス・ハンバーグ・ステーキ・ビーフシチュー
お食事処 天力 千石町２－１０－７ 刺身・煮魚・焼魚・とんかつ・ホルモン焼
魚鮮水産多賀駅前店 多賀町１－１３－１ 海鮮料理
新富鮨 多賀町１－１９－９ 寿司・和食・仕出し
うおまさ 多賀町２－１５－１０ 刺身・寿司・季節の物など・日替わりランチ
喫茶店ＷＯＯＤＹ 多賀町２－１８－３ スパゲッティ・ピラフ・ドリンク・パフェ等
しゃぶしゃぶ温野菜　日立多賀店 鮎川町１－４－３ しゃぶしゃぶ食べ放題
ビーチバーガー９ 河原子町１－６－６ ハンバーガー・スムージー
釜めし処 みなみ 河原子町３－２９－２４ 釜めし・季節限定釜めし・アルコール類・おつまみ
和風れすとらん　はくせん 桜川町３－４－１９ お食事・宴会・ご法事等
ラーメン屋 たんぽぽの詩 桜川町３－４－２３ ごまみそラーメン・たんぽぽラーメン
グリルさくま 中成沢町２－７－１３ とんかつ・ハンバーグ
れすとらん幹　日立総合病院店 日立総合病院内 売店棟２Ｆ 天ざる・茨城尽くしの「茨定」・野菜ラーメン
ブレッドバイキング　サンマルク日立店 城南町１－１０－３ 洋食
お好み村どんどん 鹿島町１－１－３ お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き
酒彩ダイニング 陽　ｓｏｌａｎａ 鹿島町１－２－６ 欧風・洋風・ダイニングバー
２　（セコンド） 鹿島町１－２－７ アルコール類
アルベアーレ 鹿島町１－４－１７ アルコール類
百番食堂　銀座店 鹿島町１－９－８ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・かつどん
中華飯店 来々軒 鹿島町１－１０－１石井ビル1F ラーメン・ギョーザ
網元別館 鹿島町１－２０－１２ 和洋食
網元蟹海楽 鹿島町１－２０－１３ 和洋食
マクドナルド６号線日立店 鹿島町３－４－６ ビッグマック等・セットメニュー・ハッピーセット
割烹 寿々木 弁天町１－１－２１ 大小宴会・仕出し料理
肉のレストラン　くらた 弁天町１－２－６ 常陸牛
餃子ＢＡＲ　Ｇ－ＢＲＯＳ 弁天町１－２－１５ ４種類の生ビールと手作り餃子
カフェダイニング・ピンチョス 弁天町１－３－１１ ボロネーゼスパゲティ等
Ｍｏｏｎ　Ｂｏｗ 弁天町１－８－１７ 洋風居酒屋
ラウンジ・ビーナス 弁天町１－８－１７ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル
やきとりの名門 鳥太郎 弁天町１－９－１１ 焼きとり大皿盛・桜ダコのうす造り、90分飲み放題
弁天横丁ハイボール酒場　ハイカラ 弁天町１－１０－１１ ひたちハイボール・トリカラ
クラブ・ルビー 弁天町１－１０－１２ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル類
Ｂｅｌｉeｖｅ 弁天町１－１１－１ スナック
Ｂａｒ　ＦＬＡＳＨ 弁天町１－１１－３ お酒・ソフトドリンク・おつまみ
百番食堂　弁天町店 弁天町１－１１－６ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・とんかつ定食
和食屋　まんぼう 弁天町１－１１－１０ 日本食・定食物・コース料理
父屋 弁天町１－１１－１２ 居酒屋
スナック サントヒロ 弁天町１－１２－１ 酒・料理・おつまみ全般
カオスダイニング５２５ 弁天町１－１５－８－２Ｆ 居酒屋（和食・洋食）
セカンドアース 弁天町１－１６－１１ ひたちモヒート・ひたちハイボール・久慈浜産しらすピザ

ＳＮＡＣＫ　ＩＲＩＥ 弁天町１－２１－１４ ビール・焼酎・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク
American Diner cotton's 弁天町２－４－１０ ハンバーガー・洋食・各種アルコール
はなの舞　日立駅前店 幸町１－４－１０ 各種のみ放題コース　他
ダイニングバー 幸町１－１２－１ ランチ：さしみ・天ぷら定食・寿司　夜：串揚げ・宴会等
カクテルと食彩の店　とらんたん 幸町１－１２－４　Ｐｍビル5Ｆ ウィスキー・ビール・焼酎・カクテル・フード類
ドトールコーヒーショップ日立店 幸町１－１５－４ コーヒー・軽食
ベイカナーズ 幸町１－１５－６ スズキビル２Ｆ イタリア家庭料理（パスタ・ピザ）
さくらカフェひたち 幸町１－１５－９ キッズスペース付き、ワンデイシェフの食事・小箱ショップ
ホテル テラスザスクエア日立 幸町１－２０－３ レストラン（ランチ・ディナー）・宿泊
じぇんとる麺 幸町２－６－１２ ラーメン
旬菜喰楽ぶ　ＴＯＭＯ 幸町２－７－４ 刺身・魚料理・焼酎・日本酒
珍竹林　日立店 幸町２－９－１５ 和食
ホテル天地閣 旭町２－６－１３ レストラン
韓伊ダイニングちゃんぽん市場 平和町１－１７－３ チヂミ・酒類・マッコリ・ビール
味工房　美味小家 平和町１－１７－４ 創作料理
日本料理 つる伴 平和町１－１７－４ 会席料理
食彩酒家じゅまる 平和町１－１７－６－１０３ 洋風居酒屋・ワイン・日本酒
らくみ玉の井 平和町１－１８－２ 和食・魚料理・お酒・ランチ
八方寿司 助川町１－７－１３ 寿司（押し寿司）弁当
おもてなし料理　響 神峰町１－１０－４ 和食が中心のおもてなし料理
門部屋　本店 旭町２－３－２ 寿司・ランチ
ココス滑川店　 滑川町１－１２－６ ファミリーレストラン
マクドナルド日立小木津店 相田町１－８－５ ハンバーガー等、ファーストフード
ロマン亭 日高町４－７－２３ 洋食（オムライス・ハンバーグ等）ケーキ・スコーン
マクドナルド日立豊浦カスミ店 川尻町５－３－１７ ハンバーガー等、ファーストフード
中華　萬福 川尻町６－５０－３ 五目焼きそば・担々麺
ストーンビーチ 十王町伊師６５６－４ パスタ・ピザ・洋食
コンビニ・スーパーマーケット（１０００㎡未満）
サンユーストアー若葉店 若葉町３－１－１８ 食料品・日用品
セイブ十王店 十王町友部１６３５ 食料品・日用品
セイブ大みか店 大みか町４－２－８ 食料品・日用品
セイブ桜川店 桜川町２－１９－７ 食料品・日用品
かわねや　南高野店 南高野町２－１－１ 生鮮食品・一般食品
セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立大みか店 大みか町１－２６－１７ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立東大沼町２丁目店 東大沼町２－２－７ おにぎり・サンドイッチ・菓子・飲料
セブンイレブン日立塙山店 金沢町２－６－１０ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立鮎川町一丁目店 鮎川町１－１０－２２ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ ７プレミアム・７カフェ・セブンミールサービス
セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 弁当・おにぎり
セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－７ 弁当・おにぎり
セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 食料品・雑貨
セイコーマート日立南店 大和田町８５８－６ 食料品・雑貨
セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 食料品・雑貨
セイコーマートしもむら店 滑川本町５－１２－２８ 食料品・雑貨
セイコーマート日立台原店 台原町２－１３－１ 食料品・雑貨
セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 食料品・雑貨
フードスクエア日立神峰店移動スーパー 神峰町１－７－７ 食料品の移動販売

イトーヨーカドー日立店 幸町１－１６－１
ヨークベニマル日立会瀬店 会瀬町４－１４－１
セイブ小木津店 日高町１－２４－７
サンユーストアー東町店 東町４－５－１
サンユーストアー東多賀店 東多賀町４－１－２３
サンユーストアー新鮎川店 鮎川町１－４－２
カスミ東大沼店 東大沼町３－２６－２０
カスミ鮎川店 鮎川町４－１－５４
カスミ　フードスクエア日立神峰店 神峰町１－７－７
カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７
フードオフストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３
マルトＳＣ森山 森山町５－９－１
マルト東金沢店 東金沢町５－５－１５
マルト諏訪店 諏訪町４－１１－１６
マルトＳＣ平沢 高鈴町１－３－１

マルトＳＣ滑川 滑川本町５－３－３０
マルトＳＣ田尻 田尻町５－１４－１
カワチ薬品 大沼店 大沼町２－２０－６
カワチ薬品 鮎川店 鮎川町４－７－２１
カワチ薬品 田尻店 田尻町４－３６－１０
カワチ薬品 川尻店 川尻町５－５７－１０
ホームセンター山新多賀店 千石町４－５－１３
ホームセンター山新神峰店 本宮町４－２６－１１
インテリアショップ山新日立店 諏訪町１－２－２０
ケーズデンキ日立店 鮎川町１－３－１
ケーズデンキ日立北店 東滑川町４－１２－２３
カインズホーム日立店 留町字前川１２７０－２
㈱オートアールズ日立店 留町字前川１２７０－２
ＤＣＭホーマック日立店 田尻町５－６－１
ヤマダデンキ テックランド日立店 滑川町２－４－１

大型店　（共通券のみご利用できます）

実 施 機 関
TEL 0294-22-0128日立市幸町1-21-2日立商工会議所
TEL 0294-39-2086日立市十王町友部1596-3日立市十王商工会
TEL 050-5528-5104日立市商工振興課

ホームページ
http://www.hitachicci.or.jp/premium/

最新情報はこちらから



食料品（生鮮食品／加工食品／米穀類／青果）
しらすパーク 留町１０３９－１ しらす・ひもの
㈲井戸道丸漁業 みなと町 日立おさかなセンター内 鮮魚・塩干物
道の駅　日立おさかなセンター みなと町５７７９－２４ 新鮮魚介類・土産品・味勝手丼・旬の魚料理
杉山商店 南高野町３－１７－８ 食品・酒・青果
元長（全日食チェーン久慈浜店） 久慈町１－２９－１８ 野菜・魚類・精肉・惣菜・酒
大川屋 久慈町３－３－２０ 水産加工品
㈲明治屋 久慈町３－９－１０ 野菜・果物・菓子・日用雑貨
やまさん青果㈲ 久慈町３－１４－１３ 青果物
つるや米穀店 久慈町３－２０－９ 米穀・関連食品
五来商店 久慈町３－２２－１５ わかめ・他
仙台屋 田所半五郎商店 久慈町４－５－２０ 干物各種（みりん干し・一夜干し）
安掛精肉店 久慈町５－３－３１ 精肉
長山米穀店 水木町１－１３－５ 常陸太田市産　ＪＡ特別栽培米
さかなの おおうち 水木町１－２７－２ 刺身
あかつ水産　本店 水木町２－８－４０ 生鮮食品
大みか きのこランド 森山町４－2 生しいたけ
肉屋　半七 大みか町４－３－１３ 精肉
㈲菊水食品 東大沼町４－２９－１１ ゴールド納豆・ひたちの納豆 等
㈲澤田肉店 千石町１－１０－１０ 精肉
黒澤米穀店 河原子町３－７－２１ 精米
酒王　桜川店 桜川町３－１５－３ 食品全般
おさかな市場　魚長水産 鹿島町１－１５－１１ 地場鮮魚（会瀬港、久慈浜、河原子）・おさしみ各種
渡辺果実　平和通り店 鹿島町１－５－８ 果実
渡辺果実　パティオモール店 幸町１－１５－５ 果実
肉の登利要　日立店 幸町２－８－１４ 精肉
スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 一般食品・酒・青果
和田ストアー 十王町友部１０９－７ 食料品・酒
ＪＡ常陸　みなみ支店 大和田町１９９２ 農産物
ＪＡ常陸　旬味満菜館 大和田町２２２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　日高支店 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　ふれあいパーク日高 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　豊浦直売所 川尻町１－３４－１ 農産物
ＪＡ常陸　日立支店 宮田町３－４－７ 農産物
ＪＡ常陸　とうふ工房名水亭なか里 入四間町８２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　中里支店 東河内町１９４９－１ 農産物
ＪＡ常陸　十王支店 十王町伊師本郷４３－１ 農産物
十王物産センター鵜喜鵜喜 十王町伊師５２８－１ 農産物
酒・お茶・味噌・健康食品等
味噌蔵みずきの庄 水木町１－１２－１６ 味噌・みそスイーツ
リカーハウス　アジマ日立店 金沢町１－１３－１４ 酒類・ギフト
木村酒店 金沢町２－５－６８ 酒類
菊池園 千石町１－１９－２ 茶・海苔・茶器
茶の花月園 千石町２－３－８ 茶・海苔・菓子
牧ノ原 日立店 多賀町１－１４－２ 日本茶・海苔・陶器 他
㈲長山酒店 多賀町１－１７－１ 日本酒・他
日立酒類販売㈱ 鮎川町４－１－３２ 玉の雫
大宮園　本店 鹿島町１－２－４ お茶・海苔・茶道具
アロエ苑 弁天町１－１－２１ 健康ブドウ酢ビワミン・健康食品
合資会社小川屋酒店 弁天町１－１０－４ 酒類
大宮園　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店Ｂ１Ｆ お茶・海苔
みどり園 パティオモール店 幸町１－１３－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
トミタ酒店 幸町２－２－２２ 酒・米・惣菜（おにぎり・お弁当）赤飯・餅
おそのえ 若葉町３－８－１０ 酒類・米
酒王　日立本宮店 本宮町４－１２－１ 酒類
みどり園 本店 宮田町２－６－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
大宮園　流通センター 小木津町４－７－１４ お茶・海苔
森島酒造 川尻町１－１７－７ 地酒「大観」・酒粕
ミスター酒屋さん 川尻町５－１９－８ 酒類
㈱宏和商工日立酒造工場内　直売所 十王町友部１０４ 地酒販売（清酒・焼酎・リキュール）
（資）椎名酒造店 十王町高原４１１ 富久心
柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 酒類・一般食品
菓子・パン・お土産
かの子や 留町１１３２－２ 和菓子
不二家　大みか店 大みか町１－５－１７ 洋菓子
㈲運平堂本店 大みか町１－６－７ 大みか饅頭
洋菓子グランバーズ 大みか町１－６－７ ケーキ・クッキー・コーヒー（喫茶）
運平堂本店　多賀店 千石町２－４－３３ 大みか饅頭
あんず通りの菓子工房グランイル 多賀町２－５－１２ ケーキ・焼き菓子
菓匠たけだ　鮎川店 鮎川町２－７－１ 和菓子・ケーキ
ドーナツの店　はせ川　諏訪店 諏訪町１－１２－４０ ドーナツ
アトリエ マドレーヌ 国分町３－２－２８ 焼き菓子・フィグケーキ
ＣＯＲＩＮ　（火・木曜日営業） 中成沢町２－２８－１１ 国産小麦を使ったパン・焼き菓子
かずみ 中成沢町３－１７－１８ 洋菓子
モルトボーノ 旭町２－５－１０ ＮＡＧＩＳＡシュークリーム
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 幸町１－１－２ 市内土産品等
運平堂本店　日立店 幸町１－７－１７ 大みか饅頭
ドーナツの店　はせ川 幸町１－１５－３ ドーナツ

さくらスクエア 幸町１－１５－７ 茨城県北の特産品等・レンタルスペース
サーティーワンアイスクリーム日立駅前店 平和町１－１－６ アイスクリーム
パティスリーましぇり 本宮町４－１－１０ 洋菓子・生菓子・焼き菓子
菓匠たけだ　田尻店 田尻町５－１４－３ 和菓子・ケーキ
日立和洋菓子いちかわ 日高町３－１２－１ 和洋菓子・季節の果物まるごとシリーズ
大髙かおる堂 川尻町５－１６－１０ 和洋菓子
御菓子司 風月堂 十王町山部１６６５－３ 和洋菓子
衣料品（紳士服・婦人服・学生服・呉服・小物等）
笹屋 大和田町１－７－３８ 衣料・学生服・婦人服
笹島 久慈町１－３０－２０ 婦人服・紳士服・小物
Ｆａｉｒｙ Land TAKE-1　大みか店 久慈町２－２８－１２ 子供服
Ｋショップ 久慈町３－９－２１ 婦人服・スクール用品・作業服
洋服の青山　日立南店 金沢町２－３２－３ 紳士服・レディス商品
トーワセンイ　総合作業衣センター 金沢町４－２６－２５ 作業服・ユニフォーム各種
㈱イサカソーイング 東金沢町４－１３－６ 婦人服・雑貨・生地・洋裁小物
サンク・ミュ 千石町１－２－１２ ブティック
ファッションハウス　ゴライ 千石町１－３－１６ 婦人服
若美屋 多賀店 千石町１－４－１９ 婦人服
カメブ呉服店 千石町１－４－２６ 着物・和装小物・洋装品
衣料のわだ 千石町１－１１－14 婦人服
きもの館　志お屋 千石町１－１１－１８ 呉服・和雑貨・レンタル衣装
ＢＯＮＧＯＵＴ（ボングウ） 千石町１－１９－６ クレール21 1F 婦人服･バッグ
レディースファッションヒルタ多賀店 千石町２－１－８ 婦人服・学生服
佐々木洋服店 多賀町１－３－７ 注文洋服・学生服
ブティック カシワヤ 鹿島町１－６－９ 婦人服
柏屋呉服店 鹿島町１－７－５ 呉服
レディスショップ正札堂 鹿島町１－１３－９ 婦人洋品
レディーズランド コ.コ 鹿島町１－１３－９ 婦人服
レディースファッションヒルタ日立店 鹿島町１－１５－９ 婦人服・学生服
手芸の若美屋 弁天町１－９－４ 手芸用品・エプロン
若美屋プラス１ 弁天町１－９－４ 婦人服
シャルマン 幸町１－13－１３ 婦人服
一番街 幸町1－11－２ 制服
ＳＡＭＯＮ（サモン） 幸町１－１２－２ メンズカジュアル
ドリームライフ スズキ 幸町１－１５－６ 学生服・婦人服
ブティック　ユキ　クラブ イトーヨーカドー日立店１Ｆ 婦人服
Boutique TAKE-1（ブティック テイクワン） イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
ブティック　エルモア ユキ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
レディースファッションヒルタ駅前店 イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服・学生服
レディーズランド コ.コ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
サンタ日立店 イトーヨーカドー日立店４Ｆ 子供服・大人服
ワン・ステップ 平和町１－１７－１６ メンズ・レディス・カジュアルウェア
斉藤都世子作品ルーム日立サロン 助川町１－８－１５ 婦人物ニット
㈲森山商店 神峰町１－８－１１ 市内（市立・県立・私立）中学・高校制服
洋服の青山　日立北店 田尻町５－２－１ 紳士服・レディス商品
大丸 川尻町1－22－3 学生衣料・婦人服・雑貨
おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 衣類
松之屋 十王町友部東２－３－６ 衣料品
ファミリーショップ カミヤ 十王町友部１７ 衣料品・雑貨
寝具・バッグ・靴・インテリア用品
ふとんのねもと　大みか店 大みか町３－２３－４ 寝装品全般
スミヤカバン店 千石町１－１１－２３ 鞄（ハンドバッグ・ショッピング・紳士用）
ふとんのねもと　 鮎川町１－１１－５ 寝装品全般
細井ふとん店 西成沢町１－３３－１５ 綿の打ち直し・布団・寝具・カーテン
ワシントン靴店 弁天町１－１０－２ 靴
ニットー靴店　平和通り店 幸町１－７－１０ 紳士靴・スニーカー
ニットー靴店　パティオモール店 幸町１－１２－３ 紳士靴・スニーカー
家電品（家電修理・工事等）
三栄電機商会 石名坂店 石名坂町１－６－３ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
モリカワ電器 久慈町２－１０－４ 家電品
志賀電器 久慈町５－１－１３ 電機器具
でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 家電品
ダイワでんき 水木町２－７－２９ 家電品・修理・リフォーム・電気工事
マルナガ電機 金沢町２－１５－１６ 家電品（日立）・一般家電品・太陽光・リフォーム
永井電器 東金沢町５－４－２０ 家電品
わたべ電機 東金沢町５－１７－９ 家電品
太陽電機 東大沼町２－３３－１５ 家電品
石川電器 大沼町２－１－２２ 家電品
新光社 鮎川町１－１０－１９ 家電品
ヒノデデンキＫ．Ｋ． 桜川町１－３－２０ 家電品・サービス
ライフアップスワ 桜川町３－５－４ テレビ・冷蔵庫・エアコン
ササキ商事 末広町４－４－８ 家電
三栄電機商会 本店 中成沢町２－８－１４ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
エジリデンキ 東成沢町２－１－１５ 家電品
ミシンのヨシダ 鹿島町１－４－１０ 家庭用・工業用ミシン・縫製付帯器機
㈲大部無線 弁天町１－７－１３ 家電品
栗原電気商会 神峰町２－４－１５ 家電品
㈲川瀬電機商会 滑川本町２－８－２９ 家電品・空調機器・電気工事

茨城ハセ電化 日高町４－１－１３ 家電品全般・工事・修理
オオモリデンキ 川尻町７－１－７ 家電品
㈲光電社 十王町友部東１－１－４ 家電品・住宅リフォーム
でんきのゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 家電品
㈱モンマデンキ 十王町友部１６５０－８ 家電品
眼鏡・補聴器・宝飾・時計
メガネのナリタ 大みか店 大みか町２－２７－５ 眼鏡
こばやしメガネ補聴器 千石町１－５－１１ メガネ・補聴器
メガネのナリタ 多賀店 多賀町１－２－２ 眼鏡
大和田時計眼鏡店 多賀町１－１３－２０ 時計・メガネ・貴金属
アイ・ジュエリーツボタ 東多賀町５－１１－２３ メガネ・宝石・時計
宏実屋時計店 幸町１－５－１０ 時計・メガネ・宝石・補聴器
リオネットセンター日立 幸町１－８－１５ベルメゾンひたち101 補聴器・難聴用補助商品
㈲メガネの東港堂 幸町２－８－１５ 眼鏡
メガネのナリタ ヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店３Ｆ 眼鏡・コンタクト
メガネのナリタ 本店 助川町１－７－１３ 眼鏡
化粧品・医薬品・生活用品・雑貨・ドラッグストア（1000㎡未満）
マルトパワードラッグ森山店 森山町５－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
コトブキ薬品 金沢町１－４－１６ 100円で１ポイント・５０ポイントで割引
ノエビア ホワイト プレインズ 大沼町３－１９－１４ ノエビア化粧品・フェイシャルエステ
池上薬局 千石町１－３－３ 医薬品・漢方薬・健康食品・ホワイトリリー化粧品
セキネ薬局 千石町２－１－９ 医薬品
マルトパワードラッグ千石店 千石町３－４－１０ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
クレストショップＴＡＭＵＲＡ 多賀町１－１３－２１ コスメデコルテ・ＳＫ-Ⅱ・カシー・キリョウ・ポールスチュワート
白雪姫 多賀町１－１４－４ 化粧品・エステ
ノエビア ビューティースタジオ エヌズ 多賀町２－１４－１０ 化粧品
厚生薬局 東多賀町５－１０－１２ 一般医薬品・化粧品・処方調剤
くすりのマルト鮎川店 鮎川町３－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
ノエビアビューティスタジオ～ブラン～ 諏訪町２－４－２９ 化粧品
マルトパワードラッグ諏訪店 諏訪町４－５３４－２ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
マルトパワードラッグ成沢店 中成沢町２－３７－１１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
サンドラッグ日立会瀬店 会瀬町４－１４－１ ドラッグストア
みどりや 鹿島町１－１－８ 家庭用品・業務用品
化粧品店ぱふ 鹿島町１－４－１０ 化粧品（資生堂・カネボウ・アルビオン）
コスメティックサロン Marumiya 鹿島町１－９－２ 化粧品（アルビオン・コーセーデコルテ・資生堂ベネフィーク）
趣味の店　あいざわ 弁天町１－１５－１２ 雑貨・袋物
メナードフェイシャルサロン日立店 本宮町４－１４－２ 化粧品・フェイシャルエステ
一仙堂荒友薬局 神峰町２－１４－３ 医薬品・化粧品・漢方薬
亀甲堂薬局 神峰町４－２－１ 健康相談・漢方薬　など
大曽根薬局 高鈴町３－１－２８ 医薬品・化粧品
マルトパワードラッグ滑川店 滑川本町５－３－３５ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 化粧品
マツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１ 医薬品・化粧品・健康食品・日用品
十王薬局 十王町友部東１－２－１ 医薬品・処方箋調剤
ＹＳよしのや 十王町友部東２－６－１２ 化粧品
菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 薬品・化粧品
ギフト・生花・仏壇・冠婚葬祭用具
花の店 あかつ 久慈町３－１２－３０ 生花・観葉鉢・花鉢
ベルフローリスト 大久保町３－１８－４ 生花・鉢植え・プリザードフラワー
花の鈴廣 千石町１－３－４ 生花・造花・仏具
ウエサカ花店 多賀町２－１９－５ 生花（生け花・ブーケ・花束・アレンジメント・仏花）
鈴廣 合掌堂 鮎川町１－１０－９ 仏壇・仏具
陽光堂 東成沢町１－１－３ 仏具・線香・ローソク
シャディサラダ館日立平和通り店 鹿島町１－４－１０ カタログギフト・ギフト用品
花の春秋舎 鹿島町１－１２－６ 生花・造花・プリザ・花束・アレンジ・鉢物他
仏壇仏具のショウルーム大知 鹿島町１－１５－７ 仏壇・仏具・神具・提灯
パークス㈱日立営業所 若葉町１－１７－５前野ビル1F お中元ギフト・内祝等のカタログ贈答品
フラワーハウス ワタナベ 日高町１－３１－５ 切花・鉢物
文具・事務用品・書籍・ＤＶＤ・ＣＤ・カメラ・写真・印章・玩具
ＯＳＡ・書房 久慈町２－２８－１４ 書籍・文具
おもちゃ・ホビーのキング 大みか町１－１－５ 玩具
ＢＩＧＢＥＮ　大みか店 大みか町４－２２－５ ＤＶＤレンタル
エイトスタジオ本店 大久保町１－２－１２ 写真撮影・レンタル衣装・美容
堀之内文具店 千石町１－３－７ 文具・事務機・スチール製品
フタバ写真 千石町３－４－６ スタジオ撮影・レンタル衣装
イナダスタヂオ 千石町４－７－９ スタジオ写真・写真全般
カメラのオリオン 多賀町１－１２－２４ カメラ・写真材料・デジカメプリント
一誠堂書店 多賀町１－１３－７ 書籍・雑誌
ブックエース　日立鮎川店 鮎川町５－１－１ 書籍・ＤＶＤ・ＣＤとＤＶＤ・ＣＤレンタル
㈱田所書店 鹿島町１－１２－９ 書籍・雑誌・文具
㈱助川カメラ 弁天町１－１０－１６ カメラ・カメラ用品・写真プリント加工・化粧品
㈲スタンプナメカワ 幸町１－５－９ 印章・ゴム印・印刷（名刺・ハガキ）
ＮＯＶＡ茨城日立駅前校 幸町１－１２－４　Ｐｍビル1F ＮＯＶＡオリジナルグッズ（ぬいぐるみ・文房具）
㈱北書房 助川町１－９－１６ 書籍・雑誌・文具
ヘリオス写真スタジオ 神峰町１－１０－７ 写真撮影
レインボースタジオ 神峰町２－１－５ 写真全般
㈲木村書店 日高町１－２－３ 書籍・雑誌・事務用品・文具・雑貨

エイトスタジオ日立北店　　　 日高町３－１２－１３ 写真撮影・レンタル衣装・美容
スポーツ・レジャー施設・自転車・旅行
ドレミ　大みか店 大みか町２－２８－６ カラオケ
川﨑サイクルモータース 大沼町１－１６－１ 自転車・電動アシスト自転車・バイク
㈲シノハラ 千石町１－３－２ スポーツ用品全般
スポーツエス 千石町３－２－１０ 登山・スキー・カヌー・アウトドアウェア・ＭＢＴ
宮田商会 多賀町５－７－１７ 自転車・バイク販売・修理
平和台スポーツセンター 諏訪町４－２８－１ ゴルフ練習場
サイクルショップイマイ 鮎川町６－４－２２ 自転車・サイクル関連商品・修理
㈱小泉スポーツ 鹿島町１－９－５ スポーツ用品・スポーツウェア
並木スポーツ 鹿島町１－１６－１５ スポーツ用品
㈱ＪＴＢ関東　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店１Ｆ 旅行
山内鉄砲火薬店 宮田町２－６－１３ 銃・射撃用品・玩具花火
ドレミ　日立滑川店 滑川町１－１－３ カラオケ
日立ゴルフクラブ 滑川町３０３３ ゴルフプレー・レストラン・山内ゴルフショップ
ゴルフ５ 日立店 相田町２－１－５ ゴルフ用品
日立電鉄交通サービス日立南営業所 留町字前川１２７０－５５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス多賀駅前店 千石町１－１－８ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス神峰営業所 滑川町２－１１－５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
自動車・オートバイ関連・自動車整備・燃料
大一商事㈱日立港ＳＳ 久慈町３－７－１２ ガソリン
澤畑モータース 森山町３－７－２１ オートバイ（部品用品・車検・修理）
オートバックス　日立金沢店 金沢町３－２０－１ カー用品・車検・車販売
ミスタータイヤマン　フットワーク２４５ 東金沢町１－１３－４０ タイヤ修理・販売
大畑自動車工業所　　 大久保町１－４－５ 自動車板金・塗装
㈱宮本石油店　多賀給油所 大久保町３－１０－２０ 車輌燃料・灯油
大一商事㈱多賀ＳＳ 多賀町２－１９－３ ガソリン
㈲山永自動車整備工場 中成沢町１－９－１１ 自動車整備・オイル交換・車検
ギャロップ 鹿島町２－１６－１０ 二輪車（用品・部品・修理・車検）
㈱宮内石油 平和町１－１３－３ ガソリン・洗車
カーオーディオショップ　ヨシナリ 東町１－１１－１７ カーオーディオ・ナビ・カー用品・販売・取付
㈱大畠自動車商会 本宮町４－２８－５ 新車・中古車・その他
㈲日工自動車サービス 滑川町１－１３－８ 車検整備・板金・新車・中古車／諸費用は除く
㈲日立電池商会 滑川町２－２－１２ カーエアコン・カーナビ・ＥＴＣ・修理・販売・取付
カーショップ秀 折笠町９１０－６ 新車・中古車販売
増井石油店 日高町３－１１－１ 燃料（ガソリン）
住宅関連・ガス関連・設備・リフォーム・工具
黒沢燃料㈱ 石名坂町１－５０－２２ ガス器具・住宅設備品
㈱和田塗装工業 森山町４－１０－１０ 塗装・防水工事
㈱明治商会 日立支店 千石町４－４－５ ＬＰガス・住宅設備品
エネスタ多賀 多賀町１－１５－１１ リフォーム・設備機器・ガス機器
梅原材木店 東多賀町２－１２－６ 一般住宅新築・リフォーム
㈲塚田燃料商事 東多賀町２－１５－２ プロパンガス・ガス器具・システムバス・システムキッチン
㈱山森 末広町２－１－３０ 一般住宅新築・リフォーム
ＭＡＤＯショップ日立店 国分町３－１０－１２ アルミサッシ・窓・玄関改修・硝子工事
多賀燃料 永山商店 諏訪町１－１１－３ ガス・石油・住宅設備器機
㈲緑川塗装店 諏訪町３－８－１９ 住宅塗装
㈱日興 会瀬町４－１－４３ 家庭用塗料・業務用塗料・塗装用具・消火器
㈱高橋宗四郎商店 助川町２－４－１５ 畳
㈲ますや 鹿島町２－６－４ 鍵の取付交換・ガラス修理・リフォーム
エネフィット㈱ミナカワ 弁天町１－８－７ ガス機器
㈱日立塗工店 弁天町２－２－３ リフォーム工事・塗装工事・防水工事
エネスタ日立 幸町１－２２－２ リフォーム・設備機器・ガス機器
菊地サッシ工業 川尻町６－４９－１８ ガラス・網戸・アルミサッシ・エクステリア
増子建窓 十王町友部１６０１－５ ガラス・網戸　他
ヤマザキショップ ヒロセ 十王町友部２７２３－１ 灯油・ガス・ガス器具・食品・雑貨
大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 金物・刃物・工具・せともの・雑貨
理容・美容・エステ・整体
理容オカモト 石名坂町１－２１－６ 理容全般・他
ファミリーヘアーサロンうの 石名坂町１－４０－１２ 理容全般・他
安掛　理容 石名坂町２－４４－１４ 理容全般・他
ミチコ理容 南高野町１－５－１１ 理容全般・他
ヘアーサロンおのせ 南高野町３－１１－５ 理容全般・他
理容キムラ 久慈町３－２９－１３ 理容全般・他
メンズサロン　ササキ 久慈町３－３４－３ 理容全般・他
カワノ美容室 久慈町４－１０－１６ 美容全般
高根理容室 久慈町７－１４－８ 理容全般・他
オリジナルヘアーサロンやまがた 大みか町１－５－１２ 理容全般・他
バーバー＆ビューティ三容 大みか町１－１７－１７ 理容・美容全般・まつ毛美容・訪問理美容
美容室えるもあ 大みか町２－２５－１ 美容全般
美容室アレンジ 大みか町２－２６－９ カット・カラー・パーマ
理容シマザキ 大みか町３－２１－５ 理容全般・他
ヘアーサロン大畑 水木町１－１４－１３ 理容全般・他
理容　海老沢 水木町２－２４－８ 理容全般・他
ヘアーサロンきよし 水木町２－３７－２２ 理容全般
小島療術院 東大沼町２－１２－２６ 整体・リンパマッサージ・健康グッズ
ヘアーステーション　オアシス 東大沼町２－１５－３ 理容全般・他
サロンド ヒロシ 東大沼店 東大沼町２－３０－１３ パーマ・ヘアカラー・カット・トリートメント 他

タドコロ理容所 東大沼町４－２４－５ 理容全般・他
理容やまがた 大沼町２－１７－１７ 理容全般・他
千葉理容室 大沼町３－２－１１ 理容全般・他
鈴木理容所 森山町２－２８－７ 理容全般・他
ＢＡＲＢＥＲ　Ｍ２ 森山町３－４－１９ 理容全般・他
ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 東金沢町２－１９－３ 女性お顔そりエステ・メンズフェイシャル
関根理容室 東金沢町５－３０－３ 理容全般・他
理容 冨士 大久保町２－５－１１ 理容全般・他
オオクボ理容 大久保町２－１１－７ 理容全般・他
あたまスタイルＳＥＫＩＮＥ 千石町１－３－５ 理容全般・他
ミリオン美容室 多賀町１－２０－６ 美容全般
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｋaminaga(ヘアー＆フェイス カミナガ) 多賀町３－１－２３ 理容全般・レディスシェーブ
ヘアーサロン はぎわら 多賀町５－５－２ 理容全般・他
ヘアーサロンつばめ 多賀町５－１５－５ 理容全般・他
理容プリンス 東多賀町２－５－２５ 理容全般・他
ヘアーサロン　モトジマ 東多賀町２－１０－４ 理容全般・他
美容室ココワ 東多賀町２－１１－１５ 美容全般・着付け
ビューティーサロン フェミニン 鮎川町３－８－７ カット・パーマ・カラー・着付・貸衣装
メンズカット アユカワ 鮎川町４－３－２３ カット・パーマ・カラー・シェービング
理容トモベ 鮎川町６－２－２４ 理容全般・他
理容クロサワ 鮎川町６－５－１ 理容全般・他
総健創美館　日立鮎川店 鮎川町６－５－１６ カイロプラクティック（肩こり・腰痛・膝痛等）
ヘアーサロン　うめはら 河原子町３－１５－６ 理容全般・他
理容シーク 諏訪町３－３－８ 理容全般
小咲台 理容 諏訪町５－１６－７ 理容全般・他
理容 若葉 桜川町３－４－１４ 理容全般・他
ヘアーサロン コムロ 桜川町３－４－２２ 理容全般・他
理容ますこ 桜川町４－１９－７ 理容全般・他
ヘアーサロン　ボン 西成沢町１－３４－３８ 理容全般・他
カットルーム ナルサワ 西成沢町３－２－１２ カット・ヘアカラー・パーマ等　
理髪　茂木 中成沢町２－３１－１１ 理容全般・他
美容室コトブキ 会瀬町２－１５－１５ カット・パーマ・毛染・着付
秋山理容所 助川町２－４－２ 理容全般・他
Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＭａｒＣｉａｎ 助川町２－６－１１ 理容全般・他
エメロード美容室２１ 鹿島町１－６－９ 美容全般
ミツワ理容 弁天町１－１－９ 理容全般・他
Ａｓ－ｏｎ　ｈａｉｒ　（アズオン ヘアー） 弁天町１－９－７ カット・パーマ・メイク・ヘアセット・ヘッドスパ
理容マツザキ 弁天町２－５－１３ 理容全般
リラクゼーションスペースＨｕｇ 幸町１－７－１打手屋第２ビル203 もみほぐしリラクゼーションエステ・フェイシャルリンパオイルマッサージ
ウェーブアジャート Wave-agiato 幸町１－１３－１１ カット・パーマ・ヘアカラー・エクステ・ヘッドスパ
ヘアーサロン　プラネット 幸町２－１１－１１ カット・パーマ・カラー
理容かわさき 幸町２－４－５ 理容全般・他
常陽　理容院 平和町１－１４－９ 理容全般・他
理容しいな 若葉町３－６－１２ 理容全般・他
美容室ラ・ティエラ 本宮町２－１０－７ 美容全般
カットハウス・テルウチ 神峰町３－８－８ 理容
ヘアー　ナカノ 東町１－１１－１３ 理容全般・他
ヘアーサロン　サンクス 東町１－１５－９ 理容全般・他
ヘア・ケア・イオス 東町３－５－７ カット・パーマ・カラー・ヘアケア等
ヨツクラ　理容所 高鈴町３－１－２９ 理容全般・他
理容 大洋 宮田町３－５－１７ 理容全般・他
カットサロンいちかわ 宮田町３－１２－６ 理容全般・他
サロン・ド・ピア 滑川本町１－１１－１５ パーマ・ヘアカラー・カット等
Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔeｓ美容室　（レ・コケット） 田尻町１－４４－２８ 美容全般
美容室 髪ing (ビヨウシツ　カミング) 田尻町３－２６－３ 美容全般
ヘアースタイリスト・サロン エルム 小木津町１－２９－３０ カット・パーマ・カラーなど
カットルーム サトシ 日高町１－２３－１０ カット（男性・女性）・カラー・パーマ
ビューティサロンＫ 日高町４－７－３２ 美容全般
カットハウスフレンド 砂沢町１－９ 介護カット・理容全般
理容トビタ 十王町友部１８６－１ 理容全般
ヘアーサロンワタナベ 十王町友部２７３１－１ カット＆パーマ
各種サービス・スクール・宿泊・タクシー・その他
日立南部タクシー 石名坂町１－１２－３４ タクシー
里見タクシー 久慈町１－１３－６ タクシー
海づくしの湯 はぎ屋旅館 水木町１－１－１５ 宿泊・売店・食事処・立ち寄り湯
日立常陽タクシー 水木町１－３２－８ タクシー
極真会館　茨城県常総支部 日立道場 大みか町３－１７－１３ 青少年育成+空手の指導
五来タクシー 大みか町４－６－１６ タクシー
グレースティアラ みかの原町２－２－７ ガラス・クリスタル２Ｄ加工・赤ちゃんの足・手型等
辰巳タクシー 千石町３－２－１３ タクシー
青葉台サロン 西成沢町４－２３－５ 団地のお茶の間
ペットショップあんあん 城南町１－１１－３０ 犬のトリミング・ペットホテル・仔犬仔猫販売
ハトタクシー 助川町２－４－１３ タクシー
街なか交流スポット よって家fm 鹿島町１－１１－１４ 手作り品・カレー・定食・野菜販売・他
ホテル網元 鹿島町１－１５－１３ 宿泊
昭和ハイヤー 弁天町２－１－１０ タクシー
新星自動車 幸町２－１－３１ タクシー
日立タクシー 幸町２－９－７ タクシー

日立電鉄タクシー 幸町３－４－６ タクシー
㈱昭和活版所 旭町２－１－４ 名刺・挨拶状・暑中見舞い・年賀はがき
㈲日立観光ハイヤー 神峰町２－９－８ タクシー
㈱増子看板店 小木津町４－３－８ 看板・名刺
旭タクシー 日高町１－２６－１２ タクシー
Ｄog　Ｐ・サロンＩＢＵ（ドッグプリンセスサロンイブ） 十王町友部東１－９－６ ワンちゃんのシャンプー・カット・アロママッサージ 他
飲食店・宴会・ファストフード等
マクドナルド日立カインズホーム店 留町字前川１２７０－２ ハンバーガー等、ファーストフード
東屋 久慈町３－１０－１０ 鮨
ｃａｆｅ　Ｍｉｚｕｋｉｎｏｓｈｏ 水木町１－１２－１６ 創作みそ料理・みそスイーツ
中国料理ふじよし 水木町２－３２－１３ 中華料理（ラーメン・チャーハン・ランチ等）
ココス水木店 水木町２－４３－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
大みか次郎長 大みか町１－３－１４ 地魚（今日の水揚げ）刺身
中華食堂　天海 大みか町１－５－１７ 中華料理・ランチ
串とんぼ日立店 大みか町１－６－３ 串揚げ・刺身・酒
いづみや 大みか町１－１７－９ 海鮮料理
我やが家 大みか町１－２６－１ 居酒屋
味道楽いけだ 大みか町２－２０－１２ 地魚・和食・刺身・一品料理・大小宴会・飲み放題コース有
玉の井 大みか町２－２２－１ 和食・魚料理・お酒
つぼ八　大みか店 大みか町２－２３－７ 料理・アルコール・ソフトドリンク
はんじょう 大みか町２－２３－８ 芋焼酎・森伊蔵 他　清酒 獺祭 他
はなの舞　大みか店 大みか町２－２３－１１ 単品飲み放題１，６８０円など
和食みさと 大みか町２－２５－９ 和食・洋食
アンブロッシェ 大みか町２－２８－１０ 洋食
とん亭 大みか町３－１－１９ とんかつ定食・アルコール飲料　他
スタミナラーメン三四郎 大みか町４－４－１２ スタミナラーメン
レストラン清海 大みか町４－１４－１３ 洋食
Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｃ　ＴＳＵＢＡＫＩ 大みか町４－１６－１０ オーガニックスイーツ・ランチ・コーヒー・自然食品
大阪王将　日立大みか店 大みか町４－２３－２４ 中華料理
Ｌａ Taverna（ラ タヴェルナ） 大みか町６－９－１ イタリア料理
居酒屋　大将 大みか町６－１２－１ 新鮮魚介・手仕込み串焼き・エクストラコールド生ビール
マクドナルド日立金沢店 金沢町４－１－１６ ハンバーガー等、ファーストフード
割烹　いな橋 東金沢町３－１４－２８ 割烹料理
ココス多賀店 大久保町３－１９８７－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
中日軒　じゅん菜　じゅん 千石町１－２－１３ 中華料理・フェアトレード（皮製品）バッグ・小物
串焼ふくろう 千石町１－４－２４ 串焼・刺身・和食・お酒
鮨さ 㐂ゝ 千石町１－４－８ 寿し・和食・一般
白山 千石町１－１５－１６ 日本料理
ステーキ＆ワイン 白耳蟻館 千石町２－７－７ オムライス・ハンバーグ・ステーキ・ビーフシチュー
お食事処 天力 千石町２－１０－７ 刺身・煮魚・焼魚・とんかつ・ホルモン焼
魚鮮水産多賀駅前店 多賀町１－１３－１ 海鮮料理
新富鮨 多賀町１－１９－９ 寿司・和食・仕出し
うおまさ 多賀町２－１５－１０ 刺身・寿司・季節の物など・日替わりランチ
喫茶店ＷＯＯＤＹ 多賀町２－１８－３ スパゲッティ・ピラフ・ドリンク・パフェ等
しゃぶしゃぶ温野菜　日立多賀店 鮎川町１－４－３ しゃぶしゃぶ食べ放題
ビーチバーガー９ 河原子町１－６－６ ハンバーガー・スムージー
釜めし処 みなみ 河原子町３－２９－２４ 釜めし・季節限定釜めし・アルコール類・おつまみ
和風れすとらん　はくせん 桜川町３－４－１９ お食事・宴会・ご法事等
ラーメン屋 たんぽぽの詩 桜川町３－４－２３ ごまみそラーメン・たんぽぽラーメン
グリルさくま 中成沢町２－７－１３ とんかつ・ハンバーグ
れすとらん幹　日立総合病院店 日立総合病院内 売店棟２Ｆ 天ざる・茨城尽くしの「茨定」・野菜ラーメン
ブレッドバイキング　サンマルク日立店 城南町１－１０－３ 洋食
お好み村どんどん 鹿島町１－１－３ お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き
酒彩ダイニング 陽　ｓｏｌａｎａ 鹿島町１－２－６ 欧風・洋風・ダイニングバー
２　（セコンド） 鹿島町１－２－７ アルコール類
アルベアーレ 鹿島町１－４－１７ アルコール類
百番食堂　銀座店 鹿島町１－９－８ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・かつどん
中華飯店 来々軒 鹿島町１－１０－１石井ビル1F ラーメン・ギョーザ
網元別館 鹿島町１－２０－１２ 和洋食
網元蟹海楽 鹿島町１－２０－１３ 和洋食
マクドナルド６号線日立店 鹿島町３－４－６ ビッグマック等・セットメニュー・ハッピーセット
割烹 寿々木 弁天町１－１－２１ 大小宴会・仕出し料理
肉のレストラン　くらた 弁天町１－２－６ 常陸牛
餃子ＢＡＲ　Ｇ－ＢＲＯＳ 弁天町１－２－１５ ４種類の生ビールと手作り餃子
カフェダイニング・ピンチョス 弁天町１－３－１１ ボロネーゼスパゲティ等
Ｍｏｏｎ　Ｂｏｗ 弁天町１－８－１７ 洋風居酒屋
ラウンジ・ビーナス 弁天町１－８－１７ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル
やきとりの名門 鳥太郎 弁天町１－９－１１ 焼きとり大皿盛・桜ダコのうす造り、90分飲み放題
弁天横丁ハイボール酒場　ハイカラ 弁天町１－１０－１１ ひたちハイボール・トリカラ
クラブ・ルビー 弁天町１－１０－１２ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル類
Ｂｅｌｉeｖｅ 弁天町１－１１－１ スナック
Ｂａｒ　ＦＬＡＳＨ 弁天町１－１１－３ お酒・ソフトドリンク・おつまみ
百番食堂　弁天町店 弁天町１－１１－６ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・とんかつ定食
和食屋　まんぼう 弁天町１－１１－１０ 日本食・定食物・コース料理
父屋 弁天町１－１１－１２ 居酒屋
スナック サントヒロ 弁天町１－１２－１ 酒・料理・おつまみ全般
カオスダイニング５２５ 弁天町１－１５－８－２Ｆ 居酒屋（和食・洋食）
セカンドアース 弁天町１－１６－１１ ひたちモヒート・ひたちハイボール・久慈浜産しらすピザ

ＳＮＡＣＫ　ＩＲＩＥ 弁天町１－２１－１４ ビール・焼酎・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク
American Diner cotton's 弁天町２－４－１０ ハンバーガー・洋食・各種アルコール
はなの舞　日立駅前店 幸町１－４－１０ 各種のみ放題コース　他
ダイニングバー 幸町１－１２－１ ランチ：さしみ・天ぷら定食・寿司　夜：串揚げ・宴会等
カクテルと食彩の店　とらんたん 幸町１－１２－４　Ｐｍビル5Ｆ ウィスキー・ビール・焼酎・カクテル・フード類
ドトールコーヒーショップ日立店 幸町１－１５－４ コーヒー・軽食
ベイカナーズ 幸町１－１５－６ スズキビル２Ｆ イタリア家庭料理（パスタ・ピザ）
さくらカフェひたち 幸町１－１５－９ キッズスペース付き、ワンデイシェフの食事・小箱ショップ
ホテル テラスザスクエア日立 幸町１－２０－３ レストラン（ランチ・ディナー）・宿泊
じぇんとる麺 幸町２－６－１２ ラーメン
旬菜喰楽ぶ　ＴＯＭＯ 幸町２－７－４ 刺身・魚料理・焼酎・日本酒
珍竹林　日立店 幸町２－９－１５ 和食
ホテル天地閣 旭町２－６－１３ レストラン
韓伊ダイニングちゃんぽん市場 平和町１－１７－３ チヂミ・酒類・マッコリ・ビール
味工房　美味小家 平和町１－１７－４ 創作料理
日本料理 つる伴 平和町１－１７－４ 会席料理
食彩酒家じゅまる 平和町１－１７－６－１０３ 洋風居酒屋・ワイン・日本酒
らくみ玉の井 平和町１－１８－２ 和食・魚料理・お酒・ランチ
八方寿司 助川町１－７－１３ 寿司（押し寿司）弁当
おもてなし料理　響 神峰町１－１０－４ 和食が中心のおもてなし料理
門部屋　本店 旭町２－３－２ 寿司・ランチ
ココス滑川店　 滑川町１－１２－６ ファミリーレストラン
マクドナルド日立小木津店 相田町１－８－５ ハンバーガー等、ファーストフード
ロマン亭 日高町４－７－２３ 洋食（オムライス・ハンバーグ等）ケーキ・スコーン
マクドナルド日立豊浦カスミ店 川尻町５－３－１７ ハンバーガー等、ファーストフード
中華　萬福 川尻町６－５０－３ 五目焼きそば・担々麺
ストーンビーチ 十王町伊師６５６－４ パスタ・ピザ・洋食
コンビニ・スーパーマーケット（１０００㎡未満）
サンユーストアー若葉店 若葉町３－１－１８ 食料品・日用品
セイブ十王店 十王町友部１６３５ 食料品・日用品
セイブ大みか店 大みか町４－２－８ 食料品・日用品
セイブ桜川店 桜川町２－１９－７ 食料品・日用品
かわねや　南高野店 南高野町２－１－１ 生鮮食品・一般食品
セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立大みか店 大みか町１－２６－１７ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立東大沼町２丁目店 東大沼町２－２－７ おにぎり・サンドイッチ・菓子・飲料
セブンイレブン日立塙山店 金沢町２－６－１０ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立鮎川町一丁目店 鮎川町１－１０－２２ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ ７プレミアム・７カフェ・セブンミールサービス
セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 弁当・おにぎり
セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－７ 弁当・おにぎり
セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 食料品・雑貨
セイコーマート日立南店 大和田町８５８－６ 食料品・雑貨
セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 食料品・雑貨
セイコーマートしもむら店 滑川本町５－１２－２８ 食料品・雑貨
セイコーマート日立台原店 台原町２－１３－１ 食料品・雑貨
セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 食料品・雑貨
フードスクエア日立神峰店移動スーパー 神峰町１－７－７ 食料品の移動販売

イトーヨーカドー日立店 幸町１－１６－１
ヨークベニマル日立会瀬店 会瀬町４－１４－１
セイブ小木津店 日高町１－２４－７
サンユーストアー東町店 東町４－５－１
サンユーストアー東多賀店 東多賀町４－１－２３
サンユーストアー新鮎川店 鮎川町１－４－２
カスミ東大沼店 東大沼町３－２６－２０
カスミ鮎川店 鮎川町４－１－５４
カスミ　フードスクエア日立神峰店 神峰町１－７－７
カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７
フードオフストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３
マルトＳＣ森山 森山町５－９－１
マルト東金沢店 東金沢町５－５－１５
マルト諏訪店 諏訪町４－１１－１６
マルトＳＣ平沢 高鈴町１－３－１

マルトＳＣ滑川 滑川本町５－３－３０
マルトＳＣ田尻 田尻町５－１４－１
カワチ薬品 大沼店 大沼町２－２０－６
カワチ薬品 鮎川店 鮎川町４－７－２１
カワチ薬品 田尻店 田尻町４－３６－１０
カワチ薬品 川尻店 川尻町５－５７－１０
ホームセンター山新多賀店 千石町４－５－１３
ホームセンター山新神峰店 本宮町４－２６－１１
インテリアショップ山新日立店 諏訪町１－２－２０
ケーズデンキ日立店 鮎川町１－３－１
ケーズデンキ日立北店 東滑川町４－１２－２３
カインズホーム日立店 留町字前川１２７０－２
㈱オートアールズ日立店 留町字前川１２７０－２
ＤＣＭホーマック日立店 田尻町５－６－１
ヤマダデンキ テックランド日立店 滑川町２－４－１

大型店　（共通券のみご利用できます）

実 施 機 関
TEL 0294-22-0128日立市幸町1-21-2日立商工会議所
TEL 0294-39-2086日立市十王町友部1596-3日立市十王商工会
TEL 050-5528-5104日立市商工振興課

ホームページ
http://www.hitachicci.or.jp/premium/

最新情報はこちらから

食料品（生鮮食品／加工食品／米穀類／青果）
しらすパーク 留町１０３９－１ しらす・ひもの
㈲井戸道丸漁業 みなと町 日立おさかなセンター内 鮮魚・塩干物
道の駅　日立おさかなセンター みなと町５７７９－２４ 新鮮魚介類・土産品・味勝手丼・旬の魚料理
杉山商店 南高野町３－１７－８ 食品・酒・青果
元長（全日食チェーン久慈浜店） 久慈町１－２９－１８ 野菜・魚類・精肉・惣菜・酒
大川屋 久慈町３－３－２０ 水産加工品
㈲明治屋 久慈町３－９－１０ 野菜・果物・菓子・日用雑貨
やまさん青果㈲ 久慈町３－１４－１３ 青果物
つるや米穀店 久慈町３－２０－９ 米穀・関連食品
五来商店 久慈町３－２２－１５ わかめ・他
仙台屋 田所半五郎商店 久慈町４－５－２０ 干物各種（みりん干し・一夜干し）
安掛精肉店 久慈町５－３－３１ 精肉
長山米穀店 水木町１－１３－５ 常陸太田市産　ＪＡ特別栽培米
さかなの おおうち 水木町１－２７－２ 刺身
あかつ水産　本店 水木町２－８－４０ 生鮮食品
大みか きのこランド 森山町４－2 生しいたけ
肉屋　半七 大みか町４－３－１３ 精肉
㈲菊水食品 東大沼町４－２９－１１ ゴールド納豆・ひたちの納豆 等
㈲澤田肉店 千石町１－１０－１０ 精肉
黒澤米穀店 河原子町３－７－２１ 精米
酒王　桜川店 桜川町３－１５－３ 食品全般
おさかな市場　魚長水産 鹿島町１－１５－１１ 地場鮮魚（会瀬港、久慈浜、河原子）・おさしみ各種
渡辺果実　平和通り店 鹿島町１－５－８ 果実
渡辺果実　パティオモール店 幸町１－１５－５ 果実
肉の登利要　日立店 幸町２－８－１４ 精肉
スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 一般食品・酒・青果
和田ストアー 十王町友部１０９－７ 食料品・酒
ＪＡ常陸　みなみ支店 大和田町１９９２ 農産物
ＪＡ常陸　旬味満菜館 大和田町２２２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　日高支店 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　ふれあいパーク日高 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　豊浦直売所 川尻町１－３４－１ 農産物
ＪＡ常陸　日立支店 宮田町３－４－７ 農産物
ＪＡ常陸　とうふ工房名水亭なか里 入四間町８２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　中里支店 東河内町１９４９－１ 農産物
ＪＡ常陸　十王支店 十王町伊師本郷４３－１ 農産物
十王物産センター鵜喜鵜喜 十王町伊師５２８－１ 農産物
酒・お茶・味噌・健康食品等
味噌蔵みずきの庄 水木町１－１２－１６ 味噌・みそスイーツ
リカーハウス　アジマ日立店 金沢町１－１３－１４ 酒類・ギフト
木村酒店 金沢町２－５－６８ 酒類
菊池園 千石町１－１９－２ 茶・海苔・茶器
茶の花月園 千石町２－３－８ 茶・海苔・菓子
牧ノ原 日立店 多賀町１－１４－２ 日本茶・海苔・陶器 他
㈲長山酒店 多賀町１－１７－１ 日本酒・他
日立酒類販売㈱ 鮎川町４－１－３２ 玉の雫
大宮園　本店 鹿島町１－２－４ お茶・海苔・茶道具
アロエ苑 弁天町１－１－２１ 健康ブドウ酢ビワミン・健康食品
合資会社小川屋酒店 弁天町１－１０－４ 酒類
大宮園　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店Ｂ１Ｆ お茶・海苔
みどり園 パティオモール店 幸町１－１３－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
トミタ酒店 幸町２－２－２２ 酒・米・惣菜（おにぎり・お弁当）赤飯・餅
おそのえ 若葉町３－８－１０ 酒類・米
酒王　日立本宮店 本宮町４－１２－１ 酒類
みどり園 本店 宮田町２－６－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
大宮園　流通センター 小木津町４－７－１４ お茶・海苔
森島酒造 川尻町１－１７－７ 地酒「大観」・酒粕
ミスター酒屋さん 川尻町５－１９－８ 酒類
㈱宏和商工日立酒造工場内　直売所 十王町友部１０４ 地酒販売（清酒・焼酎・リキュール）
（資）椎名酒造店 十王町高原４１１ 富久心
柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 酒類・一般食品
菓子・パン・お土産
かの子や 留町１１３２－２ 和菓子
不二家　大みか店 大みか町１－５－１７ 洋菓子
㈲運平堂本店 大みか町１－６－７ 大みか饅頭
洋菓子グランバーズ 大みか町１－６－７ ケーキ・クッキー・コーヒー（喫茶）
運平堂本店　多賀店 千石町２－４－３３ 大みか饅頭
あんず通りの菓子工房グランイル 多賀町２－５－１２ ケーキ・焼き菓子
菓匠たけだ　鮎川店 鮎川町２－７－１ 和菓子・ケーキ
ドーナツの店　はせ川　諏訪店 諏訪町１－１２－４０ ドーナツ
アトリエ マドレーヌ 国分町３－２－２８ 焼き菓子・フィグケーキ
ＣＯＲＩＮ　（火・木曜日営業） 中成沢町２－２８－１１ 国産小麦を使ったパン・焼き菓子
かずみ 中成沢町３－１７－１８ 洋菓子
モルトボーノ 旭町２－５－１０ ＮＡＧＩＳＡシュークリーム
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 幸町１－１－２ 市内土産品等
運平堂本店　日立店 幸町１－７－１７ 大みか饅頭
ドーナツの店　はせ川 幸町１－１５－３ ドーナツ

さくらスクエア 幸町１－１５－７ 茨城県北の特産品等・レンタルスペース
サーティーワンアイスクリーム日立駅前店 平和町１－１－６ アイスクリーム
パティスリーましぇり 本宮町４－１－１０ 洋菓子・生菓子・焼き菓子
菓匠たけだ　田尻店 田尻町５－１４－３ 和菓子・ケーキ
日立和洋菓子いちかわ 日高町３－１２－１ 和洋菓子・季節の果物まるごとシリーズ
大髙かおる堂 川尻町５－１６－１０ 和洋菓子
御菓子司 風月堂 十王町山部１６６５－３ 和洋菓子
衣料品（紳士服・婦人服・学生服・呉服・小物等）
笹屋 大和田町１－７－３８ 衣料・学生服・婦人服
笹島 久慈町１－３０－２０ 婦人服・紳士服・小物
Ｆａｉｒｙ Land TAKE-1　大みか店 久慈町２－２８－１２ 子供服
Ｋショップ 久慈町３－９－２１ 婦人服・スクール用品・作業服
洋服の青山　日立南店 金沢町２－３２－３ 紳士服・レディス商品
トーワセンイ　総合作業衣センター 金沢町４－２６－２５ 作業服・ユニフォーム各種
㈱イサカソーイング 東金沢町４－１３－６ 婦人服・雑貨・生地・洋裁小物
サンク・ミュ 千石町１－２－１２ ブティック
ファッションハウス　ゴライ 千石町１－３－１６ 婦人服
若美屋 多賀店 千石町１－４－１９ 婦人服
カメブ呉服店 千石町１－４－２６ 着物・和装小物・洋装品
衣料のわだ 千石町１－１１－14 婦人服
きもの館　志お屋 千石町１－１１－１８ 呉服・和雑貨・レンタル衣装
ＢＯＮＧＯＵＴ（ボングウ） 千石町１－１９－６ クレール21 1F 婦人服･バッグ
レディースファッションヒルタ多賀店 千石町２－１－８ 婦人服・学生服
佐々木洋服店 多賀町１－３－７ 注文洋服・学生服
ブティック カシワヤ 鹿島町１－６－９ 婦人服
柏屋呉服店 鹿島町１－７－５ 呉服
レディスショップ正札堂 鹿島町１－１３－９ 婦人洋品
レディーズランド コ.コ 鹿島町１－１３－９ 婦人服
レディースファッションヒルタ日立店 鹿島町１－１５－９ 婦人服・学生服
手芸の若美屋 弁天町１－９－４ 手芸用品・エプロン
若美屋プラス１ 弁天町１－９－４ 婦人服
シャルマン 幸町１－13－１３ 婦人服
一番街 幸町1－11－２ 制服
ＳＡＭＯＮ（サモン） 幸町１－１２－２ メンズカジュアル
ドリームライフ スズキ 幸町１－１５－６ 学生服・婦人服
ブティック　ユキ　クラブ イトーヨーカドー日立店１Ｆ 婦人服
Boutique TAKE-1（ブティック テイクワン） イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
ブティック　エルモア ユキ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
レディースファッションヒルタ駅前店 イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服・学生服
レディーズランド コ.コ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
サンタ日立店 イトーヨーカドー日立店４Ｆ 子供服・大人服
ワン・ステップ 平和町１－１７－１６ メンズ・レディス・カジュアルウェア
斉藤都世子作品ルーム日立サロン 助川町１－８－１５ 婦人物ニット
㈲森山商店 神峰町１－８－１１ 市内（市立・県立・私立）中学・高校制服
洋服の青山　日立北店 田尻町５－２－１ 紳士服・レディス商品
大丸 川尻町1－22－3 学生衣料・婦人服・雑貨
おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 衣類
松之屋 十王町友部東２－３－６ 衣料品
ファミリーショップ カミヤ 十王町友部１７ 衣料品・雑貨
寝具・バッグ・靴・インテリア用品
ふとんのねもと　大みか店 大みか町３－２３－４ 寝装品全般
スミヤカバン店 千石町１－１１－２３ 鞄（ハンドバッグ・ショッピング・紳士用）
ふとんのねもと　 鮎川町１－１１－５ 寝装品全般
細井ふとん店 西成沢町１－３３－１５ 綿の打ち直し・布団・寝具・カーテン
ワシントン靴店 弁天町１－１０－２ 靴
ニットー靴店　平和通り店 幸町１－７－１０ 紳士靴・スニーカー
ニットー靴店　パティオモール店 幸町１－１２－３ 紳士靴・スニーカー
家電品（家電修理・工事等）
三栄電機商会 石名坂店 石名坂町１－６－３ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
モリカワ電器 久慈町２－１０－４ 家電品
志賀電器 久慈町５－１－１３ 電機器具
でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 家電品
ダイワでんき 水木町２－７－２９ 家電品・修理・リフォーム・電気工事
マルナガ電機 金沢町２－１５－１６ 家電品（日立）・一般家電品・太陽光・リフォーム
永井電器 東金沢町５－４－２０ 家電品
わたべ電機 東金沢町５－１７－９ 家電品
太陽電機 東大沼町２－３３－１５ 家電品
石川電器 大沼町２－１－２２ 家電品
新光社 鮎川町１－１０－１９ 家電品
ヒノデデンキＫ．Ｋ． 桜川町１－３－２０ 家電品・サービス
ライフアップスワ 桜川町３－５－４ テレビ・冷蔵庫・エアコン
ササキ商事 末広町４－４－８ 家電
三栄電機商会 本店 中成沢町２－８－１４ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
エジリデンキ 東成沢町２－１－１５ 家電品
ミシンのヨシダ 鹿島町１－４－１０ 家庭用・工業用ミシン・縫製付帯器機
㈲大部無線 弁天町１－７－１３ 家電品
栗原電気商会 神峰町２－４－１５ 家電品
㈲川瀬電機商会 滑川本町２－８－２９ 家電品・空調機器・電気工事

茨城ハセ電化 日高町４－１－１３ 家電品全般・工事・修理
オオモリデンキ 川尻町７－１－７ 家電品
㈲光電社 十王町友部東１－１－４ 家電品・住宅リフォーム
でんきのゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 家電品
㈱モンマデンキ 十王町友部１６５０－８ 家電品
眼鏡・補聴器・宝飾・時計
メガネのナリタ 大みか店 大みか町２－２７－５ 眼鏡
こばやしメガネ補聴器 千石町１－５－１１ メガネ・補聴器
メガネのナリタ 多賀店 多賀町１－２－２ 眼鏡
大和田時計眼鏡店 多賀町１－１３－２０ 時計・メガネ・貴金属
アイ・ジュエリーツボタ 東多賀町５－１１－２３ メガネ・宝石・時計
宏実屋時計店 幸町１－５－１０ 時計・メガネ・宝石・補聴器
リオネットセンター日立 幸町１－８－１５ベルメゾンひたち101 補聴器・難聴用補助商品
㈲メガネの東港堂 幸町２－８－１５ 眼鏡
メガネのナリタ ヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店３Ｆ 眼鏡・コンタクト
メガネのナリタ 本店 助川町１－７－１３ 眼鏡
化粧品・医薬品・生活用品・雑貨・ドラッグストア（1000㎡未満）
マルトパワードラッグ森山店 森山町５－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
コトブキ薬品 金沢町１－４－１６ 100円で１ポイント・５０ポイントで割引
ノエビア ホワイト プレインズ 大沼町３－１９－１４ ノエビア化粧品・フェイシャルエステ
池上薬局 千石町１－３－３ 医薬品・漢方薬・健康食品・ホワイトリリー化粧品
セキネ薬局 千石町２－１－９ 医薬品
マルトパワードラッグ千石店 千石町３－４－１０ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
クレストショップＴＡＭＵＲＡ 多賀町１－１３－２１ コスメデコルテ・ＳＫ-Ⅱ・カシー・キリョウ・ポールスチュワート
白雪姫 多賀町１－１４－４ 化粧品・エステ
ノエビア ビューティースタジオ エヌズ 多賀町２－１４－１０ 化粧品
厚生薬局 東多賀町５－１０－１２ 一般医薬品・化粧品・処方調剤
くすりのマルト鮎川店 鮎川町３－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
ノエビアビューティスタジオ～ブラン～ 諏訪町２－４－２９ 化粧品
マルトパワードラッグ諏訪店 諏訪町４－５３４－２ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
マルトパワードラッグ成沢店 中成沢町２－３７－１１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
サンドラッグ日立会瀬店 会瀬町４－１４－１ ドラッグストア
みどりや 鹿島町１－１－８ 家庭用品・業務用品
化粧品店ぱふ 鹿島町１－４－１０ 化粧品（資生堂・カネボウ・アルビオン）
コスメティックサロン Marumiya 鹿島町１－９－２ 化粧品（アルビオン・コーセーデコルテ・資生堂ベネフィーク）
趣味の店　あいざわ 弁天町１－１５－１２ 雑貨・袋物
メナードフェイシャルサロン日立店 本宮町４－１４－２ 化粧品・フェイシャルエステ
一仙堂荒友薬局 神峰町２－１４－３ 医薬品・化粧品・漢方薬
亀甲堂薬局 神峰町４－２－１ 健康相談・漢方薬　など
大曽根薬局 高鈴町３－１－２８ 医薬品・化粧品
マルトパワードラッグ滑川店 滑川本町５－３－３５ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 化粧品
マツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１ 医薬品・化粧品・健康食品・日用品
十王薬局 十王町友部東１－２－１ 医薬品・処方箋調剤
ＹＳよしのや 十王町友部東２－６－１２ 化粧品
菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 薬品・化粧品
ギフト・生花・仏壇・冠婚葬祭用具
花の店 あかつ 久慈町３－１２－３０ 生花・観葉鉢・花鉢
ベルフローリスト 大久保町３－１８－４ 生花・鉢植え・プリザードフラワー
花の鈴廣 千石町１－３－４ 生花・造花・仏具
ウエサカ花店 多賀町２－１９－５ 生花（生け花・ブーケ・花束・アレンジメント・仏花）
鈴廣 合掌堂 鮎川町１－１０－９ 仏壇・仏具
陽光堂 東成沢町１－１－３ 仏具・線香・ローソク
シャディサラダ館日立平和通り店 鹿島町１－４－１０ カタログギフト・ギフト用品
花の春秋舎 鹿島町１－１２－６ 生花・造花・プリザ・花束・アレンジ・鉢物他
仏壇仏具のショウルーム大知 鹿島町１－１５－７ 仏壇・仏具・神具・提灯
パークス㈱日立営業所 若葉町１－１７－５前野ビル1F お中元ギフト・内祝等のカタログ贈答品
フラワーハウス ワタナベ 日高町１－３１－５ 切花・鉢物
文具・事務用品・書籍・ＤＶＤ・ＣＤ・カメラ・写真・印章・玩具
ＯＳＡ・書房 久慈町２－２８－１４ 書籍・文具
おもちゃ・ホビーのキング 大みか町１－１－５ 玩具
ＢＩＧＢＥＮ　大みか店 大みか町４－２２－５ ＤＶＤレンタル
エイトスタジオ本店 大久保町１－２－１２ 写真撮影・レンタル衣装・美容
堀之内文具店 千石町１－３－７ 文具・事務機・スチール製品
フタバ写真 千石町３－４－６ スタジオ撮影・レンタル衣装
イナダスタヂオ 千石町４－７－９ スタジオ写真・写真全般
カメラのオリオン 多賀町１－１２－２４ カメラ・写真材料・デジカメプリント
一誠堂書店 多賀町１－１３－７ 書籍・雑誌
ブックエース　日立鮎川店 鮎川町５－１－１ 書籍・ＤＶＤ・ＣＤとＤＶＤ・ＣＤレンタル
㈱田所書店 鹿島町１－１２－９ 書籍・雑誌・文具
㈱助川カメラ 弁天町１－１０－１６ カメラ・カメラ用品・写真プリント加工・化粧品
㈲スタンプナメカワ 幸町１－５－９ 印章・ゴム印・印刷（名刺・ハガキ）
ＮＯＶＡ茨城日立駅前校 幸町１－１２－４　Ｐｍビル1F ＮＯＶＡオリジナルグッズ（ぬいぐるみ・文房具）
㈱北書房 助川町１－９－１６ 書籍・雑誌・文具
ヘリオス写真スタジオ 神峰町１－１０－７ 写真撮影
レインボースタジオ 神峰町２－１－５ 写真全般
㈲木村書店 日高町１－２－３ 書籍・雑誌・事務用品・文具・雑貨

エイトスタジオ日立北店　　　 日高町３－１２－１３ 写真撮影・レンタル衣装・美容
スポーツ・レジャー施設・自転車・旅行
ドレミ　大みか店 大みか町２－２８－６ カラオケ
川﨑サイクルモータース 大沼町１－１６－１ 自転車・電動アシスト自転車・バイク
㈲シノハラ 千石町１－３－２ スポーツ用品全般
スポーツエス 千石町３－２－１０ 登山・スキー・カヌー・アウトドアウェア・ＭＢＴ
宮田商会 多賀町５－７－１７ 自転車・バイク販売・修理
平和台スポーツセンター 諏訪町４－２８－１ ゴルフ練習場
サイクルショップイマイ 鮎川町６－４－２２ 自転車・サイクル関連商品・修理
㈱小泉スポーツ 鹿島町１－９－５ スポーツ用品・スポーツウェア
並木スポーツ 鹿島町１－１６－１５ スポーツ用品
㈱ＪＴＢ関東　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店１Ｆ 旅行
山内鉄砲火薬店 宮田町２－６－１３ 銃・射撃用品・玩具花火
ドレミ　日立滑川店 滑川町１－１－３ カラオケ
日立ゴルフクラブ 滑川町３０３３ ゴルフプレー・レストラン・山内ゴルフショップ
ゴルフ５ 日立店 相田町２－１－５ ゴルフ用品
日立電鉄交通サービス日立南営業所 留町字前川１２７０－５５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス多賀駅前店 千石町１－１－８ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス神峰営業所 滑川町２－１１－５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
自動車・オートバイ関連・自動車整備・燃料
大一商事㈱日立港ＳＳ 久慈町３－７－１２ ガソリン
澤畑モータース 森山町３－７－２１ オートバイ（部品用品・車検・修理）
オートバックス　日立金沢店 金沢町３－２０－１ カー用品・車検・車販売
ミスタータイヤマン　フットワーク２４５ 東金沢町１－１３－４０ タイヤ修理・販売
大畑自動車工業所　　 大久保町１－４－５ 自動車板金・塗装
㈱宮本石油店　多賀給油所 大久保町３－１０－２０ 車輌燃料・灯油
大一商事㈱多賀ＳＳ 多賀町２－１９－３ ガソリン
㈲山永自動車整備工場 中成沢町１－９－１１ 自動車整備・オイル交換・車検
ギャロップ 鹿島町２－１６－１０ 二輪車（用品・部品・修理・車検）
㈱宮内石油 平和町１－１３－３ ガソリン・洗車
カーオーディオショップ　ヨシナリ 東町１－１１－１７ カーオーディオ・ナビ・カー用品・販売・取付
㈱大畠自動車商会 本宮町４－２８－５ 新車・中古車・その他
㈲日工自動車サービス 滑川町１－１３－８ 車検整備・板金・新車・中古車／諸費用は除く
㈲日立電池商会 滑川町２－２－１２ カーエアコン・カーナビ・ＥＴＣ・修理・販売・取付
カーショップ秀 折笠町９１０－６ 新車・中古車販売
増井石油店 日高町３－１１－１ 燃料（ガソリン）
住宅関連・ガス関連・設備・リフォーム・工具
黒沢燃料㈱ 石名坂町１－５０－２２ ガス器具・住宅設備品
㈱和田塗装工業 森山町４－１０－１０ 塗装・防水工事
㈱明治商会 日立支店 千石町４－４－５ ＬＰガス・住宅設備品
エネスタ多賀 多賀町１－１５－１１ リフォーム・設備機器・ガス機器
梅原材木店 東多賀町２－１２－６ 一般住宅新築・リフォーム
㈲塚田燃料商事 東多賀町２－１５－２ プロパンガス・ガス器具・システムバス・システムキッチン
㈱山森 末広町２－１－３０ 一般住宅新築・リフォーム
ＭＡＤＯショップ日立店 国分町３－１０－１２ アルミサッシ・窓・玄関改修・硝子工事
多賀燃料 永山商店 諏訪町１－１１－３ ガス・石油・住宅設備器機
㈲緑川塗装店 諏訪町３－８－１９ 住宅塗装
㈱日興 会瀬町４－１－４３ 家庭用塗料・業務用塗料・塗装用具・消火器
㈱高橋宗四郎商店 助川町２－４－１５ 畳
㈲ますや 鹿島町２－６－４ 鍵の取付交換・ガラス修理・リフォーム
エネフィット㈱ミナカワ 弁天町１－８－７ ガス機器
㈱日立塗工店 弁天町２－２－３ リフォーム工事・塗装工事・防水工事
エネスタ日立 幸町１－２２－２ リフォーム・設備機器・ガス機器
菊地サッシ工業 川尻町６－４９－１８ ガラス・網戸・アルミサッシ・エクステリア
増子建窓 十王町友部１６０１－５ ガラス・網戸　他
ヤマザキショップ ヒロセ 十王町友部２７２３－１ 灯油・ガス・ガス器具・食品・雑貨
大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 金物・刃物・工具・せともの・雑貨
理容・美容・エステ・整体
理容オカモト 石名坂町１－２１－６ 理容全般・他
ファミリーヘアーサロンうの 石名坂町１－４０－１２ 理容全般・他
安掛　理容 石名坂町２－４４－１４ 理容全般・他
ミチコ理容 南高野町１－５－１１ 理容全般・他
ヘアーサロンおのせ 南高野町３－１１－５ 理容全般・他
理容キムラ 久慈町３－２９－１３ 理容全般・他
メンズサロン　ササキ 久慈町３－３４－３ 理容全般・他
カワノ美容室 久慈町４－１０－１６ 美容全般
高根理容室 久慈町７－１４－８ 理容全般・他
オリジナルヘアーサロンやまがた 大みか町１－５－１２ 理容全般・他
バーバー＆ビューティ三容 大みか町１－１７－１７ 理容・美容全般・まつ毛美容・訪問理美容
美容室えるもあ 大みか町２－２５－１ 美容全般
美容室アレンジ 大みか町２－２６－９ カット・カラー・パーマ
理容シマザキ 大みか町３－２１－５ 理容全般・他
ヘアーサロン大畑 水木町１－１４－１３ 理容全般・他
理容　海老沢 水木町２－２４－８ 理容全般・他
ヘアーサロンきよし 水木町２－３７－２２ 理容全般
小島療術院 東大沼町２－１２－２６ 整体・リンパマッサージ・健康グッズ
ヘアーステーション　オアシス 東大沼町２－１５－３ 理容全般・他
サロンド ヒロシ 東大沼店 東大沼町２－３０－１３ パーマ・ヘアカラー・カット・トリートメント 他

タドコロ理容所 東大沼町４－２４－５ 理容全般・他
理容やまがた 大沼町２－１７－１７ 理容全般・他
千葉理容室 大沼町３－２－１１ 理容全般・他
鈴木理容所 森山町２－２８－７ 理容全般・他
ＢＡＲＢＥＲ　Ｍ２ 森山町３－４－１９ 理容全般・他
ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 東金沢町２－１９－３ 女性お顔そりエステ・メンズフェイシャル
関根理容室 東金沢町５－３０－３ 理容全般・他
理容 冨士 大久保町２－５－１１ 理容全般・他
オオクボ理容 大久保町２－１１－７ 理容全般・他
あたまスタイルＳＥＫＩＮＥ 千石町１－３－５ 理容全般・他
ミリオン美容室 多賀町１－２０－６ 美容全般
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｋaminaga(ヘアー＆フェイス カミナガ) 多賀町３－１－２３ 理容全般・レディスシェーブ
ヘアーサロン はぎわら 多賀町５－５－２ 理容全般・他
ヘアーサロンつばめ 多賀町５－１５－５ 理容全般・他
理容プリンス 東多賀町２－５－２５ 理容全般・他
ヘアーサロン　モトジマ 東多賀町２－１０－４ 理容全般・他
美容室ココワ 東多賀町２－１１－１５ 美容全般・着付け
ビューティーサロン フェミニン 鮎川町３－８－７ カット・パーマ・カラー・着付・貸衣装
メンズカット アユカワ 鮎川町４－３－２３ カット・パーマ・カラー・シェービング
理容トモベ 鮎川町６－２－２４ 理容全般・他
理容クロサワ 鮎川町６－５－１ 理容全般・他
総健創美館　日立鮎川店 鮎川町６－５－１６ カイロプラクティック（肩こり・腰痛・膝痛等）
ヘアーサロン　うめはら 河原子町３－１５－６ 理容全般・他
理容シーク 諏訪町３－３－８ 理容全般
小咲台 理容 諏訪町５－１６－７ 理容全般・他
理容 若葉 桜川町３－４－１４ 理容全般・他
ヘアーサロン コムロ 桜川町３－４－２２ 理容全般・他
理容ますこ 桜川町４－１９－７ 理容全般・他
ヘアーサロン　ボン 西成沢町１－３４－３８ 理容全般・他
カットルーム ナルサワ 西成沢町３－２－１２ カット・ヘアカラー・パーマ等　
理髪　茂木 中成沢町２－３１－１１ 理容全般・他
美容室コトブキ 会瀬町２－１５－１５ カット・パーマ・毛染・着付
秋山理容所 助川町２－４－２ 理容全般・他
Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＭａｒＣｉａｎ 助川町２－６－１１ 理容全般・他
エメロード美容室２１ 鹿島町１－６－９ 美容全般
ミツワ理容 弁天町１－１－９ 理容全般・他
Ａｓ－ｏｎ　ｈａｉｒ　（アズオン ヘアー） 弁天町１－９－７ カット・パーマ・メイク・ヘアセット・ヘッドスパ
理容マツザキ 弁天町２－５－１３ 理容全般
リラクゼーションスペースＨｕｇ 幸町１－７－１打手屋第２ビル203 もみほぐしリラクゼーションエステ・フェイシャルリンパオイルマッサージ
ウェーブアジャート Wave-agiato 幸町１－１３－１１ カット・パーマ・ヘアカラー・エクステ・ヘッドスパ
ヘアーサロン　プラネット 幸町２－１１－１１ カット・パーマ・カラー
理容かわさき 幸町２－４－５ 理容全般・他
常陽　理容院 平和町１－１４－９ 理容全般・他
理容しいな 若葉町３－６－１２ 理容全般・他
美容室ラ・ティエラ 本宮町２－１０－７ 美容全般
カットハウス・テルウチ 神峰町３－８－８ 理容
ヘアー　ナカノ 東町１－１１－１３ 理容全般・他
ヘアーサロン　サンクス 東町１－１５－９ 理容全般・他
ヘア・ケア・イオス 東町３－５－７ カット・パーマ・カラー・ヘアケア等
ヨツクラ　理容所 高鈴町３－１－２９ 理容全般・他
理容 大洋 宮田町３－５－１７ 理容全般・他
カットサロンいちかわ 宮田町３－１２－６ 理容全般・他
サロン・ド・ピア 滑川本町１－１１－１５ パーマ・ヘアカラー・カット等
Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔeｓ美容室　（レ・コケット） 田尻町１－４４－２８ 美容全般
美容室 髪ing (ビヨウシツ　カミング) 田尻町３－２６－３ 美容全般
ヘアースタイリスト・サロン エルム 小木津町１－２９－３０ カット・パーマ・カラーなど
カットルーム サトシ 日高町１－２３－１０ カット（男性・女性）・カラー・パーマ
ビューティサロンＫ 日高町４－７－３２ 美容全般
カットハウスフレンド 砂沢町１－９ 介護カット・理容全般
理容トビタ 十王町友部１８６－１ 理容全般
ヘアーサロンワタナベ 十王町友部２７３１－１ カット＆パーマ
各種サービス・スクール・宿泊・タクシー・その他
日立南部タクシー 石名坂町１－１２－３４ タクシー
里見タクシー 久慈町１－１３－６ タクシー
海づくしの湯 はぎ屋旅館 水木町１－１－１５ 宿泊・売店・食事処・立ち寄り湯
日立常陽タクシー 水木町１－３２－８ タクシー
極真会館　茨城県常総支部 日立道場 大みか町３－１７－１３ 青少年育成+空手の指導
五来タクシー 大みか町４－６－１６ タクシー
グレースティアラ みかの原町２－２－７ ガラス・クリスタル２Ｄ加工・赤ちゃんの足・手型等
辰巳タクシー 千石町３－２－１３ タクシー
青葉台サロン 西成沢町４－２３－５ 団地のお茶の間
ペットショップあんあん 城南町１－１１－３０ 犬のトリミング・ペットホテル・仔犬仔猫販売
ハトタクシー 助川町２－４－１３ タクシー
街なか交流スポット よって家fm 鹿島町１－１１－１４ 手作り品・カレー・定食・野菜販売・他
ホテル網元 鹿島町１－１５－１３ 宿泊
昭和ハイヤー 弁天町２－１－１０ タクシー
新星自動車 幸町２－１－３１ タクシー
日立タクシー 幸町２－９－７ タクシー

日立電鉄タクシー 幸町３－４－６ タクシー
㈱昭和活版所 旭町２－１－４ 名刺・挨拶状・暑中見舞い・年賀はがき
㈲日立観光ハイヤー 神峰町２－９－８ タクシー
㈱増子看板店 小木津町４－３－８ 看板・名刺
旭タクシー 日高町１－２６－１２ タクシー
Ｄog　Ｐ・サロンＩＢＵ（ドッグプリンセスサロンイブ） 十王町友部東１－９－６ ワンちゃんのシャンプー・カット・アロママッサージ 他
飲食店・宴会・ファストフード等
マクドナルド日立カインズホーム店 留町字前川１２７０－２ ハンバーガー等、ファーストフード
東屋 久慈町３－１０－１０ 鮨
ｃａｆｅ　Ｍｉｚｕｋｉｎｏｓｈｏ 水木町１－１２－１６ 創作みそ料理・みそスイーツ
中国料理ふじよし 水木町２－３２－１３ 中華料理（ラーメン・チャーハン・ランチ等）
ココス水木店 水木町２－４３－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
大みか次郎長 大みか町１－３－１４ 地魚（今日の水揚げ）刺身
中華食堂　天海 大みか町１－５－１７ 中華料理・ランチ
串とんぼ日立店 大みか町１－６－３ 串揚げ・刺身・酒
いづみや 大みか町１－１７－９ 海鮮料理
我やが家 大みか町１－２６－１ 居酒屋
味道楽いけだ 大みか町２－２０－１２ 地魚・和食・刺身・一品料理・大小宴会・飲み放題コース有
玉の井 大みか町２－２２－１ 和食・魚料理・お酒
つぼ八　大みか店 大みか町２－２３－７ 料理・アルコール・ソフトドリンク
はんじょう 大みか町２－２３－８ 芋焼酎・森伊蔵 他　清酒 獺祭 他
はなの舞　大みか店 大みか町２－２３－１１ 単品飲み放題１，６８０円など
和食みさと 大みか町２－２５－９ 和食・洋食
アンブロッシェ 大みか町２－２８－１０ 洋食
とん亭 大みか町３－１－１９ とんかつ定食・アルコール飲料　他
スタミナラーメン三四郎 大みか町４－４－１２ スタミナラーメン
レストラン清海 大みか町４－１４－１３ 洋食
Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｃ　ＴＳＵＢＡＫＩ 大みか町４－１６－１０ オーガニックスイーツ・ランチ・コーヒー・自然食品
大阪王将　日立大みか店 大みか町４－２３－２４ 中華料理
Ｌａ Taverna（ラ タヴェルナ） 大みか町６－９－１ イタリア料理
居酒屋　大将 大みか町６－１２－１ 新鮮魚介・手仕込み串焼き・エクストラコールド生ビール
マクドナルド日立金沢店 金沢町４－１－１６ ハンバーガー等、ファーストフード
割烹　いな橋 東金沢町３－１４－２８ 割烹料理
ココス多賀店 大久保町３－１９８７－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
中日軒　じゅん菜　じゅん 千石町１－２－１３ 中華料理・フェアトレード（皮製品）バッグ・小物
串焼ふくろう 千石町１－４－２４ 串焼・刺身・和食・お酒
鮨さ 㐂ゝ 千石町１－４－８ 寿し・和食・一般
白山 千石町１－１５－１６ 日本料理
ステーキ＆ワイン 白耳蟻館 千石町２－７－７ オムライス・ハンバーグ・ステーキ・ビーフシチュー
お食事処 天力 千石町２－１０－７ 刺身・煮魚・焼魚・とんかつ・ホルモン焼
魚鮮水産多賀駅前店 多賀町１－１３－１ 海鮮料理
新富鮨 多賀町１－１９－９ 寿司・和食・仕出し
うおまさ 多賀町２－１５－１０ 刺身・寿司・季節の物など・日替わりランチ
喫茶店ＷＯＯＤＹ 多賀町２－１８－３ スパゲッティ・ピラフ・ドリンク・パフェ等
しゃぶしゃぶ温野菜　日立多賀店 鮎川町１－４－３ しゃぶしゃぶ食べ放題
ビーチバーガー９ 河原子町１－６－６ ハンバーガー・スムージー
釜めし処 みなみ 河原子町３－２９－２４ 釜めし・季節限定釜めし・アルコール類・おつまみ
和風れすとらん　はくせん 桜川町３－４－１９ お食事・宴会・ご法事等
ラーメン屋 たんぽぽの詩 桜川町３－４－２３ ごまみそラーメン・たんぽぽラーメン
グリルさくま 中成沢町２－７－１３ とんかつ・ハンバーグ
れすとらん幹　日立総合病院店 日立総合病院内 売店棟２Ｆ 天ざる・茨城尽くしの「茨定」・野菜ラーメン
ブレッドバイキング　サンマルク日立店 城南町１－１０－３ 洋食
お好み村どんどん 鹿島町１－１－３ お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き
酒彩ダイニング 陽　ｓｏｌａｎａ 鹿島町１－２－６ 欧風・洋風・ダイニングバー
２　（セコンド） 鹿島町１－２－７ アルコール類
アルベアーレ 鹿島町１－４－１７ アルコール類
百番食堂　銀座店 鹿島町１－９－８ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・かつどん
中華飯店 来々軒 鹿島町１－１０－１石井ビル1F ラーメン・ギョーザ
網元別館 鹿島町１－２０－１２ 和洋食
網元蟹海楽 鹿島町１－２０－１３ 和洋食
マクドナルド６号線日立店 鹿島町３－４－６ ビッグマック等・セットメニュー・ハッピーセット
割烹 寿々木 弁天町１－１－２１ 大小宴会・仕出し料理
肉のレストラン　くらた 弁天町１－２－６ 常陸牛
餃子ＢＡＲ　Ｇ－ＢＲＯＳ 弁天町１－２－１５ ４種類の生ビールと手作り餃子
カフェダイニング・ピンチョス 弁天町１－３－１１ ボロネーゼスパゲティ等
Ｍｏｏｎ　Ｂｏｗ 弁天町１－８－１７ 洋風居酒屋
ラウンジ・ビーナス 弁天町１－８－１７ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル
やきとりの名門 鳥太郎 弁天町１－９－１１ 焼きとり大皿盛・桜ダコのうす造り、90分飲み放題
弁天横丁ハイボール酒場　ハイカラ 弁天町１－１０－１１ ひたちハイボール・トリカラ
クラブ・ルビー 弁天町１－１０－１２ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル類
Ｂｅｌｉeｖｅ 弁天町１－１１－１ スナック
Ｂａｒ　ＦＬＡＳＨ 弁天町１－１１－３ お酒・ソフトドリンク・おつまみ
百番食堂　弁天町店 弁天町１－１１－６ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・とんかつ定食
和食屋　まんぼう 弁天町１－１１－１０ 日本食・定食物・コース料理
父屋 弁天町１－１１－１２ 居酒屋
スナック サントヒロ 弁天町１－１２－１ 酒・料理・おつまみ全般
カオスダイニング５２５ 弁天町１－１５－８－２Ｆ 居酒屋（和食・洋食）
セカンドアース 弁天町１－１６－１１ ひたちモヒート・ひたちハイボール・久慈浜産しらすピザ

ＳＮＡＣＫ　ＩＲＩＥ 弁天町１－２１－１４ ビール・焼酎・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク
American Diner cotton's 弁天町２－４－１０ ハンバーガー・洋食・各種アルコール
はなの舞　日立駅前店 幸町１－４－１０ 各種のみ放題コース　他
ダイニングバー 幸町１－１２－１ ランチ：さしみ・天ぷら定食・寿司　夜：串揚げ・宴会等
カクテルと食彩の店　とらんたん 幸町１－１２－４　Ｐｍビル5Ｆ ウィスキー・ビール・焼酎・カクテル・フード類
ドトールコーヒーショップ日立店 幸町１－１５－４ コーヒー・軽食
ベイカナーズ 幸町１－１５－６ スズキビル２Ｆ イタリア家庭料理（パスタ・ピザ）
さくらカフェひたち 幸町１－１５－９ キッズスペース付き、ワンデイシェフの食事・小箱ショップ
ホテル テラスザスクエア日立 幸町１－２０－３ レストラン（ランチ・ディナー）・宿泊
じぇんとる麺 幸町２－６－１２ ラーメン
旬菜喰楽ぶ　ＴＯＭＯ 幸町２－７－４ 刺身・魚料理・焼酎・日本酒
珍竹林　日立店 幸町２－９－１５ 和食
ホテル天地閣 旭町２－６－１３ レストラン
韓伊ダイニングちゃんぽん市場 平和町１－１７－３ チヂミ・酒類・マッコリ・ビール
味工房　美味小家 平和町１－１７－４ 創作料理
日本料理 つる伴 平和町１－１７－４ 会席料理
食彩酒家じゅまる 平和町１－１７－６－１０３ 洋風居酒屋・ワイン・日本酒
らくみ玉の井 平和町１－１８－２ 和食・魚料理・お酒・ランチ
八方寿司 助川町１－７－１３ 寿司（押し寿司）弁当
おもてなし料理　響 神峰町１－１０－４ 和食が中心のおもてなし料理
門部屋　本店 旭町２－３－２ 寿司・ランチ
ココス滑川店　 滑川町１－１２－６ ファミリーレストラン
マクドナルド日立小木津店 相田町１－８－５ ハンバーガー等、ファーストフード
ロマン亭 日高町４－７－２３ 洋食（オムライス・ハンバーグ等）ケーキ・スコーン
マクドナルド日立豊浦カスミ店 川尻町５－３－１７ ハンバーガー等、ファーストフード
中華　萬福 川尻町６－５０－３ 五目焼きそば・担々麺
ストーンビーチ 十王町伊師６５６－４ パスタ・ピザ・洋食
コンビニ・スーパーマーケット（１０００㎡未満）
サンユーストアー若葉店 若葉町３－１－１８ 食料品・日用品
セイブ十王店 十王町友部１６３５ 食料品・日用品
セイブ大みか店 大みか町４－２－８ 食料品・日用品
セイブ桜川店 桜川町２－１９－７ 食料品・日用品
かわねや　南高野店 南高野町２－１－１ 生鮮食品・一般食品
セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立大みか店 大みか町１－２６－１７ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立東大沼町２丁目店 東大沼町２－２－７ おにぎり・サンドイッチ・菓子・飲料
セブンイレブン日立塙山店 金沢町２－６－１０ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立鮎川町一丁目店 鮎川町１－１０－２２ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ ７プレミアム・７カフェ・セブンミールサービス
セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 弁当・おにぎり
セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－７ 弁当・おにぎり
セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 食料品・雑貨
セイコーマート日立南店 大和田町８５８－６ 食料品・雑貨
セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 食料品・雑貨
セイコーマートしもむら店 滑川本町５－１２－２８ 食料品・雑貨
セイコーマート日立台原店 台原町２－１３－１ 食料品・雑貨
セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 食料品・雑貨
フードスクエア日立神峰店移動スーパー 神峰町１－７－７ 食料品の移動販売

イトーヨーカドー日立店 幸町１－１６－１
ヨークベニマル日立会瀬店 会瀬町４－１４－１
セイブ小木津店 日高町１－２４－７
サンユーストアー東町店 東町４－５－１
サンユーストアー東多賀店 東多賀町４－１－２３
サンユーストアー新鮎川店 鮎川町１－４－２
カスミ東大沼店 東大沼町３－２６－２０
カスミ鮎川店 鮎川町４－１－５４
カスミ　フードスクエア日立神峰店 神峰町１－７－７
カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７
フードオフストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３
マルトＳＣ森山 森山町５－９－１
マルト東金沢店 東金沢町５－５－１５
マルト諏訪店 諏訪町４－１１－１６
マルトＳＣ平沢 高鈴町１－３－１

マルトＳＣ滑川 滑川本町５－３－３０
マルトＳＣ田尻 田尻町５－１４－１
カワチ薬品 大沼店 大沼町２－２０－６
カワチ薬品 鮎川店 鮎川町４－７－２１
カワチ薬品 田尻店 田尻町４－３６－１０
カワチ薬品 川尻店 川尻町５－５７－１０
ホームセンター山新多賀店 千石町４－５－１３
ホームセンター山新神峰店 本宮町４－２６－１１
インテリアショップ山新日立店 諏訪町１－２－２０
ケーズデンキ日立店 鮎川町１－３－１
ケーズデンキ日立北店 東滑川町４－１２－２３
カインズホーム日立店 留町字前川１２７０－２
㈱オートアールズ日立店 留町字前川１２７０－２
ＤＣＭホーマック日立店 田尻町５－６－１
ヤマダデンキ テックランド日立店 滑川町２－４－１

大型店　（共通券のみご利用できます）

実 施 機 関
TEL 0294-22-0128日立市幸町1-21-2日立商工会議所
TEL 0294-39-2086日立市十王町友部1596-3日立市十王商工会
TEL 050-5528-5104日立市商工振興課

ホームページ
http://www.hitachicci.or.jp/premium/

最新情報はこちらから



食料品（生鮮食品／加工食品／米穀類／青果）
しらすパーク 留町１０３９－１ しらす・ひもの
㈲井戸道丸漁業 みなと町 日立おさかなセンター内 鮮魚・塩干物
道の駅　日立おさかなセンター みなと町５７７９－２４ 新鮮魚介類・土産品・味勝手丼・旬の魚料理
杉山商店 南高野町３－１７－８ 食品・酒・青果
元長（全日食チェーン久慈浜店） 久慈町１－２９－１８ 野菜・魚類・精肉・惣菜・酒
大川屋 久慈町３－３－２０ 水産加工品
㈲明治屋 久慈町３－９－１０ 野菜・果物・菓子・日用雑貨
やまさん青果㈲ 久慈町３－１４－１３ 青果物
つるや米穀店 久慈町３－２０－９ 米穀・関連食品
五来商店 久慈町３－２２－１５ わかめ・他
仙台屋 田所半五郎商店 久慈町４－５－２０ 干物各種（みりん干し・一夜干し）
安掛精肉店 久慈町５－３－３１ 精肉
長山米穀店 水木町１－１３－５ 常陸太田市産　ＪＡ特別栽培米
さかなの おおうち 水木町１－２７－２ 刺身
あかつ水産　本店 水木町２－８－４０ 生鮮食品
大みか きのこランド 森山町４－2 生しいたけ
肉屋　半七 大みか町４－３－１３ 精肉
㈲菊水食品 東大沼町４－２９－１１ ゴールド納豆・ひたちの納豆 等
㈲澤田肉店 千石町１－１０－１０ 精肉
黒澤米穀店 河原子町３－７－２１ 精米
酒王　桜川店 桜川町３－１５－３ 食品全般
おさかな市場　魚長水産 鹿島町１－１５－１１ 地場鮮魚（会瀬港、久慈浜、河原子）・おさしみ各種
渡辺果実　平和通り店 鹿島町１－５－８ 果実
渡辺果実　パティオモール店 幸町１－１５－５ 果実
肉の登利要　日立店 幸町２－８－１４ 精肉
スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 一般食品・酒・青果
和田ストアー 十王町友部１０９－７ 食料品・酒
ＪＡ常陸　みなみ支店 大和田町１９９２ 農産物
ＪＡ常陸　旬味満菜館 大和田町２２２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　日高支店 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　ふれあいパーク日高 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　豊浦直売所 川尻町１－３４－１ 農産物
ＪＡ常陸　日立支店 宮田町３－４－７ 農産物
ＪＡ常陸　とうふ工房名水亭なか里 入四間町８２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　中里支店 東河内町１９４９－１ 農産物
ＪＡ常陸　十王支店 十王町伊師本郷４３－１ 農産物
十王物産センター鵜喜鵜喜 十王町伊師５２８－１ 農産物
酒・お茶・味噌・健康食品等
味噌蔵みずきの庄 水木町１－１２－１６ 味噌・みそスイーツ
リカーハウス　アジマ日立店 金沢町１－１３－１４ 酒類・ギフト
木村酒店 金沢町２－５－６８ 酒類
菊池園 千石町１－１９－２ 茶・海苔・茶器
茶の花月園 千石町２－３－８ 茶・海苔・菓子
牧ノ原 日立店 多賀町１－１４－２ 日本茶・海苔・陶器 他
㈲長山酒店 多賀町１－１７－１ 日本酒・他
日立酒類販売㈱ 鮎川町４－１－３２ 玉の雫
大宮園　本店 鹿島町１－２－４ お茶・海苔・茶道具
アロエ苑 弁天町１－１－２１ 健康ブドウ酢ビワミン・健康食品
合資会社小川屋酒店 弁天町１－１０－４ 酒類
大宮園　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店Ｂ１Ｆ お茶・海苔
みどり園 パティオモール店 幸町１－１３－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
トミタ酒店 幸町２－２－２２ 酒・米・惣菜（おにぎり・お弁当）赤飯・餅
おそのえ 若葉町３－８－１０ 酒類・米
酒王　日立本宮店 本宮町４－１２－１ 酒類
みどり園 本店 宮田町２－６－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
大宮園　流通センター 小木津町４－７－１４ お茶・海苔
森島酒造 川尻町１－１７－７ 地酒「大観」・酒粕
ミスター酒屋さん 川尻町５－１９－８ 酒類
㈱宏和商工日立酒造工場内　直売所 十王町友部１０４ 地酒販売（清酒・焼酎・リキュール）
（資）椎名酒造店 十王町高原４１１ 富久心
柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 酒類・一般食品
菓子・パン・お土産
かの子や 留町１１３２－２ 和菓子
不二家　大みか店 大みか町１－５－１７ 洋菓子
㈲運平堂本店 大みか町１－６－７ 大みか饅頭
洋菓子グランバーズ 大みか町１－６－７ ケーキ・クッキー・コーヒー（喫茶）
運平堂本店　多賀店 千石町２－４－３３ 大みか饅頭
あんず通りの菓子工房グランイル 多賀町２－５－１２ ケーキ・焼き菓子
菓匠たけだ　鮎川店 鮎川町２－７－１ 和菓子・ケーキ
ドーナツの店　はせ川　諏訪店 諏訪町１－１２－４０ ドーナツ
アトリエ マドレーヌ 国分町３－２－２８ 焼き菓子・フィグケーキ
ＣＯＲＩＮ　（火・木曜日営業） 中成沢町２－２８－１１ 国産小麦を使ったパン・焼き菓子
かずみ 中成沢町３－１７－１８ 洋菓子
モルトボーノ 旭町２－５－１０ ＮＡＧＩＳＡシュークリーム
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 幸町１－１－２ 市内土産品等
運平堂本店　日立店 幸町１－７－１７ 大みか饅頭
ドーナツの店　はせ川 幸町１－１５－３ ドーナツ

さくらスクエア 幸町１－１５－７ 茨城県北の特産品等・レンタルスペース
サーティーワンアイスクリーム日立駅前店 平和町１－１－６ アイスクリーム
パティスリーましぇり 本宮町４－１－１０ 洋菓子・生菓子・焼き菓子
菓匠たけだ　田尻店 田尻町５－１４－３ 和菓子・ケーキ
日立和洋菓子いちかわ 日高町３－１２－１ 和洋菓子・季節の果物まるごとシリーズ
大髙かおる堂 川尻町５－１６－１０ 和洋菓子
御菓子司 風月堂 十王町山部１６６５－３ 和洋菓子
衣料品（紳士服・婦人服・学生服・呉服・小物等）
笹屋 大和田町１－７－３８ 衣料・学生服・婦人服
笹島 久慈町１－３０－２０ 婦人服・紳士服・小物
Ｆａｉｒｙ Land TAKE-1　大みか店 久慈町２－２８－１２ 子供服
Ｋショップ 久慈町３－９－２１ 婦人服・スクール用品・作業服
洋服の青山　日立南店 金沢町２－３２－３ 紳士服・レディス商品
トーワセンイ　総合作業衣センター 金沢町４－２６－２５ 作業服・ユニフォーム各種
㈱イサカソーイング 東金沢町４－１３－６ 婦人服・雑貨・生地・洋裁小物
サンク・ミュ 千石町１－２－１２ ブティック
ファッションハウス　ゴライ 千石町１－３－１６ 婦人服
若美屋 多賀店 千石町１－４－１９ 婦人服
カメブ呉服店 千石町１－４－２６ 着物・和装小物・洋装品
衣料のわだ 千石町１－１１－14 婦人服
きもの館　志お屋 千石町１－１１－１８ 呉服・和雑貨・レンタル衣装
ＢＯＮＧＯＵＴ（ボングウ） 千石町１－１９－６ クレール21 1F 婦人服･バッグ
レディースファッションヒルタ多賀店 千石町２－１－８ 婦人服・学生服
佐々木洋服店 多賀町１－３－７ 注文洋服・学生服
ブティック カシワヤ 鹿島町１－６－９ 婦人服
柏屋呉服店 鹿島町１－７－５ 呉服
レディスショップ正札堂 鹿島町１－１３－９ 婦人洋品
レディーズランド コ.コ 鹿島町１－１３－９ 婦人服
レディースファッションヒルタ日立店 鹿島町１－１５－９ 婦人服・学生服
手芸の若美屋 弁天町１－９－４ 手芸用品・エプロン
若美屋プラス１ 弁天町１－９－４ 婦人服
シャルマン 幸町１－13－１３ 婦人服
一番街 幸町1－11－２ 制服
ＳＡＭＯＮ（サモン） 幸町１－１２－２ メンズカジュアル
ドリームライフ スズキ 幸町１－１５－６ 学生服・婦人服
ブティック　ユキ　クラブ イトーヨーカドー日立店１Ｆ 婦人服
Boutique TAKE-1（ブティック テイクワン） イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
ブティック　エルモア ユキ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
レディースファッションヒルタ駅前店 イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服・学生服
レディーズランド コ.コ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
サンタ日立店 イトーヨーカドー日立店４Ｆ 子供服・大人服
ワン・ステップ 平和町１－１７－１６ メンズ・レディス・カジュアルウェア
斉藤都世子作品ルーム日立サロン 助川町１－８－１５ 婦人物ニット
㈲森山商店 神峰町１－８－１１ 市内（市立・県立・私立）中学・高校制服
洋服の青山　日立北店 田尻町５－２－１ 紳士服・レディス商品
大丸 川尻町1－22－3 学生衣料・婦人服・雑貨
おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 衣類
松之屋 十王町友部東２－３－６ 衣料品
ファミリーショップ カミヤ 十王町友部１７ 衣料品・雑貨
寝具・バッグ・靴・インテリア用品
ふとんのねもと　大みか店 大みか町３－２３－４ 寝装品全般
スミヤカバン店 千石町１－１１－２３ 鞄（ハンドバッグ・ショッピング・紳士用）
ふとんのねもと　 鮎川町１－１１－５ 寝装品全般
細井ふとん店 西成沢町１－３３－１５ 綿の打ち直し・布団・寝具・カーテン
ワシントン靴店 弁天町１－１０－２ 靴
ニットー靴店　平和通り店 幸町１－７－１０ 紳士靴・スニーカー
ニットー靴店　パティオモール店 幸町１－１２－３ 紳士靴・スニーカー
家電品（家電修理・工事等）
三栄電機商会 石名坂店 石名坂町１－６－３ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
モリカワ電器 久慈町２－１０－４ 家電品
志賀電器 久慈町５－１－１３ 電機器具
でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 家電品
ダイワでんき 水木町２－７－２９ 家電品・修理・リフォーム・電気工事
マルナガ電機 金沢町２－１５－１６ 家電品（日立）・一般家電品・太陽光・リフォーム
永井電器 東金沢町５－４－２０ 家電品
わたべ電機 東金沢町５－１７－９ 家電品
太陽電機 東大沼町２－３３－１５ 家電品
石川電器 大沼町２－１－２２ 家電品
新光社 鮎川町１－１０－１９ 家電品
ヒノデデンキＫ．Ｋ． 桜川町１－３－２０ 家電品・サービス
ライフアップスワ 桜川町３－５－４ テレビ・冷蔵庫・エアコン
ササキ商事 末広町４－４－８ 家電
三栄電機商会 本店 中成沢町２－８－１４ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
エジリデンキ 東成沢町２－１－１５ 家電品
ミシンのヨシダ 鹿島町１－４－１０ 家庭用・工業用ミシン・縫製付帯器機
㈲大部無線 弁天町１－７－１３ 家電品
栗原電気商会 神峰町２－４－１５ 家電品
㈲川瀬電機商会 滑川本町２－８－２９ 家電品・空調機器・電気工事

茨城ハセ電化 日高町４－１－１３ 家電品全般・工事・修理
オオモリデンキ 川尻町７－１－７ 家電品
㈲光電社 十王町友部東１－１－４ 家電品・住宅リフォーム
でんきのゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 家電品
㈱モンマデンキ 十王町友部１６５０－８ 家電品
眼鏡・補聴器・宝飾・時計
メガネのナリタ 大みか店 大みか町２－２７－５ 眼鏡
こばやしメガネ補聴器 千石町１－５－１１ メガネ・補聴器
メガネのナリタ 多賀店 多賀町１－２－２ 眼鏡
大和田時計眼鏡店 多賀町１－１３－２０ 時計・メガネ・貴金属
アイ・ジュエリーツボタ 東多賀町５－１１－２３ メガネ・宝石・時計
宏実屋時計店 幸町１－５－１０ 時計・メガネ・宝石・補聴器
リオネットセンター日立 幸町１－８－１５ベルメゾンひたち101 補聴器・難聴用補助商品
㈲メガネの東港堂 幸町２－８－１５ 眼鏡
メガネのナリタ ヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店３Ｆ 眼鏡・コンタクト
メガネのナリタ 本店 助川町１－７－１３ 眼鏡
化粧品・医薬品・生活用品・雑貨・ドラッグストア（1000㎡未満）
マルトパワードラッグ森山店 森山町５－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
コトブキ薬品 金沢町１－４－１６ 100円で１ポイント・５０ポイントで割引
ノエビア ホワイト プレインズ 大沼町３－１９－１４ ノエビア化粧品・フェイシャルエステ
池上薬局 千石町１－３－３ 医薬品・漢方薬・健康食品・ホワイトリリー化粧品
セキネ薬局 千石町２－１－９ 医薬品
マルトパワードラッグ千石店 千石町３－４－１０ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
クレストショップＴＡＭＵＲＡ 多賀町１－１３－２１ コスメデコルテ・ＳＫ-Ⅱ・カシー・キリョウ・ポールスチュワート
白雪姫 多賀町１－１４－４ 化粧品・エステ
ノエビア ビューティースタジオ エヌズ 多賀町２－１４－１０ 化粧品
厚生薬局 東多賀町５－１０－１２ 一般医薬品・化粧品・処方調剤
くすりのマルト鮎川店 鮎川町３－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
ノエビアビューティスタジオ～ブラン～ 諏訪町２－４－２９ 化粧品
マルトパワードラッグ諏訪店 諏訪町４－５３４－２ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
マルトパワードラッグ成沢店 中成沢町２－３７－１１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
サンドラッグ日立会瀬店 会瀬町４－１４－１ ドラッグストア
みどりや 鹿島町１－１－８ 家庭用品・業務用品
化粧品店ぱふ 鹿島町１－４－１０ 化粧品（資生堂・カネボウ・アルビオン）
コスメティックサロン Marumiya 鹿島町１－９－２ 化粧品（アルビオン・コーセーデコルテ・資生堂ベネフィーク）
趣味の店　あいざわ 弁天町１－１５－１２ 雑貨・袋物
メナードフェイシャルサロン日立店 本宮町４－１４－２ 化粧品・フェイシャルエステ
一仙堂荒友薬局 神峰町２－１４－３ 医薬品・化粧品・漢方薬
亀甲堂薬局 神峰町４－２－１ 健康相談・漢方薬　など
大曽根薬局 高鈴町３－１－２８ 医薬品・化粧品
マルトパワードラッグ滑川店 滑川本町５－３－３５ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 化粧品
マツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１ 医薬品・化粧品・健康食品・日用品
十王薬局 十王町友部東１－２－１ 医薬品・処方箋調剤
ＹＳよしのや 十王町友部東２－６－１２ 化粧品
菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 薬品・化粧品
ギフト・生花・仏壇・冠婚葬祭用具
花の店 あかつ 久慈町３－１２－３０ 生花・観葉鉢・花鉢
ベルフローリスト 大久保町３－１８－４ 生花・鉢植え・プリザードフラワー
花の鈴廣 千石町１－３－４ 生花・造花・仏具
ウエサカ花店 多賀町２－１９－５ 生花（生け花・ブーケ・花束・アレンジメント・仏花）
鈴廣 合掌堂 鮎川町１－１０－９ 仏壇・仏具
陽光堂 東成沢町１－１－３ 仏具・線香・ローソク
シャディサラダ館日立平和通り店 鹿島町１－４－１０ カタログギフト・ギフト用品
花の春秋舎 鹿島町１－１２－６ 生花・造花・プリザ・花束・アレンジ・鉢物他
仏壇仏具のショウルーム大知 鹿島町１－１５－７ 仏壇・仏具・神具・提灯
パークス㈱日立営業所 若葉町１－１７－５前野ビル1F お中元ギフト・内祝等のカタログ贈答品
フラワーハウス ワタナベ 日高町１－３１－５ 切花・鉢物
文具・事務用品・書籍・ＤＶＤ・ＣＤ・カメラ・写真・印章・玩具
ＯＳＡ・書房 久慈町２－２８－１４ 書籍・文具
おもちゃ・ホビーのキング 大みか町１－１－５ 玩具
ＢＩＧＢＥＮ　大みか店 大みか町４－２２－５ ＤＶＤレンタル
エイトスタジオ本店 大久保町１－２－１２ 写真撮影・レンタル衣装・美容
堀之内文具店 千石町１－３－７ 文具・事務機・スチール製品
フタバ写真 千石町３－４－６ スタジオ撮影・レンタル衣装
イナダスタヂオ 千石町４－７－９ スタジオ写真・写真全般
カメラのオリオン 多賀町１－１２－２４ カメラ・写真材料・デジカメプリント
一誠堂書店 多賀町１－１３－７ 書籍・雑誌
ブックエース　日立鮎川店 鮎川町５－１－１ 書籍・ＤＶＤ・ＣＤとＤＶＤ・ＣＤレンタル
㈱田所書店 鹿島町１－１２－９ 書籍・雑誌・文具
㈱助川カメラ 弁天町１－１０－１６ カメラ・カメラ用品・写真プリント加工・化粧品
㈲スタンプナメカワ 幸町１－５－９ 印章・ゴム印・印刷（名刺・ハガキ）
ＮＯＶＡ茨城日立駅前校 幸町１－１２－４　Ｐｍビル1F ＮＯＶＡオリジナルグッズ（ぬいぐるみ・文房具）
㈱北書房 助川町１－９－１６ 書籍・雑誌・文具
ヘリオス写真スタジオ 神峰町１－１０－７ 写真撮影
レインボースタジオ 神峰町２－１－５ 写真全般
㈲木村書店 日高町１－２－３ 書籍・雑誌・事務用品・文具・雑貨

エイトスタジオ日立北店　　　 日高町３－１２－１３ 写真撮影・レンタル衣装・美容
スポーツ・レジャー施設・自転車・旅行
ドレミ　大みか店 大みか町２－２８－６ カラオケ
川﨑サイクルモータース 大沼町１－１６－１ 自転車・電動アシスト自転車・バイク
㈲シノハラ 千石町１－３－２ スポーツ用品全般
スポーツエス 千石町３－２－１０ 登山・スキー・カヌー・アウトドアウェア・ＭＢＴ
宮田商会 多賀町５－７－１７ 自転車・バイク販売・修理
平和台スポーツセンター 諏訪町４－２８－１ ゴルフ練習場
サイクルショップイマイ 鮎川町６－４－２２ 自転車・サイクル関連商品・修理
㈱小泉スポーツ 鹿島町１－９－５ スポーツ用品・スポーツウェア
並木スポーツ 鹿島町１－１６－１５ スポーツ用品
㈱ＪＴＢ関東　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店１Ｆ 旅行
山内鉄砲火薬店 宮田町２－６－１３ 銃・射撃用品・玩具花火
ドレミ　日立滑川店 滑川町１－１－３ カラオケ
日立ゴルフクラブ 滑川町３０３３ ゴルフプレー・レストラン・山内ゴルフショップ
ゴルフ５ 日立店 相田町２－１－５ ゴルフ用品
日立電鉄交通サービス日立南営業所 留町字前川１２７０－５５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス多賀駅前店 千石町１－１－８ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス神峰営業所 滑川町２－１１－５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
自動車・オートバイ関連・自動車整備・燃料
大一商事㈱日立港ＳＳ 久慈町３－７－１２ ガソリン
澤畑モータース 森山町３－７－２１ オートバイ（部品用品・車検・修理）
オートバックス　日立金沢店 金沢町３－２０－１ カー用品・車検・車販売
ミスタータイヤマン　フットワーク２４５ 東金沢町１－１３－４０ タイヤ修理・販売
大畑自動車工業所　　 大久保町１－４－５ 自動車板金・塗装
㈱宮本石油店　多賀給油所 大久保町３－１０－２０ 車輌燃料・灯油
大一商事㈱多賀ＳＳ 多賀町２－１９－３ ガソリン
㈲山永自動車整備工場 中成沢町１－９－１１ 自動車整備・オイル交換・車検
ギャロップ 鹿島町２－１６－１０ 二輪車（用品・部品・修理・車検）
㈱宮内石油 平和町１－１３－３ ガソリン・洗車
カーオーディオショップ　ヨシナリ 東町１－１１－１７ カーオーディオ・ナビ・カー用品・販売・取付
㈱大畠自動車商会 本宮町４－２８－５ 新車・中古車・その他
㈲日工自動車サービス 滑川町１－１３－８ 車検整備・板金・新車・中古車／諸費用は除く
㈲日立電池商会 滑川町２－２－１２ カーエアコン・カーナビ・ＥＴＣ・修理・販売・取付
カーショップ秀 折笠町９１０－６ 新車・中古車販売
増井石油店 日高町３－１１－１ 燃料（ガソリン）
住宅関連・ガス関連・設備・リフォーム・工具
黒沢燃料㈱ 石名坂町１－５０－２２ ガス器具・住宅設備品
㈱和田塗装工業 森山町４－１０－１０ 塗装・防水工事
㈱明治商会 日立支店 千石町４－４－５ ＬＰガス・住宅設備品
エネスタ多賀 多賀町１－１５－１１ リフォーム・設備機器・ガス機器
梅原材木店 東多賀町２－１２－６ 一般住宅新築・リフォーム
㈲塚田燃料商事 東多賀町２－１５－２ プロパンガス・ガス器具・システムバス・システムキッチン
㈱山森 末広町２－１－３０ 一般住宅新築・リフォーム
ＭＡＤＯショップ日立店 国分町３－１０－１２ アルミサッシ・窓・玄関改修・硝子工事
多賀燃料 永山商店 諏訪町１－１１－３ ガス・石油・住宅設備器機
㈲緑川塗装店 諏訪町３－８－１９ 住宅塗装
㈱日興 会瀬町４－１－４３ 家庭用塗料・業務用塗料・塗装用具・消火器
㈱高橋宗四郎商店 助川町２－４－１５ 畳
㈲ますや 鹿島町２－６－４ 鍵の取付交換・ガラス修理・リフォーム
エネフィット㈱ミナカワ 弁天町１－８－７ ガス機器
㈱日立塗工店 弁天町２－２－３ リフォーム工事・塗装工事・防水工事
エネスタ日立 幸町１－２２－２ リフォーム・設備機器・ガス機器
菊地サッシ工業 川尻町６－４９－１８ ガラス・網戸・アルミサッシ・エクステリア
増子建窓 十王町友部１６０１－５ ガラス・網戸　他
ヤマザキショップ ヒロセ 十王町友部２７２３－１ 灯油・ガス・ガス器具・食品・雑貨
大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 金物・刃物・工具・せともの・雑貨
理容・美容・エステ・整体
理容オカモト 石名坂町１－２１－６ 理容全般・他
ファミリーヘアーサロンうの 石名坂町１－４０－１２ 理容全般・他
安掛　理容 石名坂町２－４４－１４ 理容全般・他
ミチコ理容 南高野町１－５－１１ 理容全般・他
ヘアーサロンおのせ 南高野町３－１１－５ 理容全般・他
理容キムラ 久慈町３－２９－１３ 理容全般・他
メンズサロン　ササキ 久慈町３－３４－３ 理容全般・他
カワノ美容室 久慈町４－１０－１６ 美容全般
高根理容室 久慈町７－１４－８ 理容全般・他
オリジナルヘアーサロンやまがた 大みか町１－５－１２ 理容全般・他
バーバー＆ビューティ三容 大みか町１－１７－１７ 理容・美容全般・まつ毛美容・訪問理美容
美容室えるもあ 大みか町２－２５－１ 美容全般
美容室アレンジ 大みか町２－２６－９ カット・カラー・パーマ
理容シマザキ 大みか町３－２１－５ 理容全般・他
ヘアーサロン大畑 水木町１－１４－１３ 理容全般・他
理容　海老沢 水木町２－２４－８ 理容全般・他
ヘアーサロンきよし 水木町２－３７－２２ 理容全般
小島療術院 東大沼町２－１２－２６ 整体・リンパマッサージ・健康グッズ
ヘアーステーション　オアシス 東大沼町２－１５－３ 理容全般・他
サロンド ヒロシ 東大沼店 東大沼町２－３０－１３ パーマ・ヘアカラー・カット・トリートメント 他

タドコロ理容所 東大沼町４－２４－５ 理容全般・他
理容やまがた 大沼町２－１７－１７ 理容全般・他
千葉理容室 大沼町３－２－１１ 理容全般・他
鈴木理容所 森山町２－２８－７ 理容全般・他
ＢＡＲＢＥＲ　Ｍ２ 森山町３－４－１９ 理容全般・他
ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 東金沢町２－１９－３ 女性お顔そりエステ・メンズフェイシャル
関根理容室 東金沢町５－３０－３ 理容全般・他
理容 冨士 大久保町２－５－１１ 理容全般・他
オオクボ理容 大久保町２－１１－７ 理容全般・他
あたまスタイルＳＥＫＩＮＥ 千石町１－３－５ 理容全般・他
ミリオン美容室 多賀町１－２０－６ 美容全般
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｋaminaga(ヘアー＆フェイス カミナガ) 多賀町３－１－２３ 理容全般・レディスシェーブ
ヘアーサロン はぎわら 多賀町５－５－２ 理容全般・他
ヘアーサロンつばめ 多賀町５－１５－５ 理容全般・他
理容プリンス 東多賀町２－５－２５ 理容全般・他
ヘアーサロン　モトジマ 東多賀町２－１０－４ 理容全般・他
美容室ココワ 東多賀町２－１１－１５ 美容全般・着付け
ビューティーサロン フェミニン 鮎川町３－８－７ カット・パーマ・カラー・着付・貸衣装
メンズカット アユカワ 鮎川町４－３－２３ カット・パーマ・カラー・シェービング
理容トモベ 鮎川町６－２－２４ 理容全般・他
理容クロサワ 鮎川町６－５－１ 理容全般・他
総健創美館　日立鮎川店 鮎川町６－５－１６ カイロプラクティック（肩こり・腰痛・膝痛等）
ヘアーサロン　うめはら 河原子町３－１５－６ 理容全般・他
理容シーク 諏訪町３－３－８ 理容全般
小咲台 理容 諏訪町５－１６－７ 理容全般・他
理容 若葉 桜川町３－４－１４ 理容全般・他
ヘアーサロン コムロ 桜川町３－４－２２ 理容全般・他
理容ますこ 桜川町４－１９－７ 理容全般・他
ヘアーサロン　ボン 西成沢町１－３４－３８ 理容全般・他
カットルーム ナルサワ 西成沢町３－２－１２ カット・ヘアカラー・パーマ等　
理髪　茂木 中成沢町２－３１－１１ 理容全般・他
美容室コトブキ 会瀬町２－１５－１５ カット・パーマ・毛染・着付
秋山理容所 助川町２－４－２ 理容全般・他
Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＭａｒＣｉａｎ 助川町２－６－１１ 理容全般・他
エメロード美容室２１ 鹿島町１－６－９ 美容全般
ミツワ理容 弁天町１－１－９ 理容全般・他
Ａｓ－ｏｎ　ｈａｉｒ　（アズオン ヘアー） 弁天町１－９－７ カット・パーマ・メイク・ヘアセット・ヘッドスパ
理容マツザキ 弁天町２－５－１３ 理容全般
リラクゼーションスペースＨｕｇ 幸町１－７－１打手屋第２ビル203 もみほぐしリラクゼーションエステ・フェイシャルリンパオイルマッサージ
ウェーブアジャート Wave-agiato 幸町１－１３－１１ カット・パーマ・ヘアカラー・エクステ・ヘッドスパ
ヘアーサロン　プラネット 幸町２－１１－１１ カット・パーマ・カラー
理容かわさき 幸町２－４－５ 理容全般・他
常陽　理容院 平和町１－１４－９ 理容全般・他
理容しいな 若葉町３－６－１２ 理容全般・他
美容室ラ・ティエラ 本宮町２－１０－７ 美容全般
カットハウス・テルウチ 神峰町３－８－８ 理容
ヘアー　ナカノ 東町１－１１－１３ 理容全般・他
ヘアーサロン　サンクス 東町１－１５－９ 理容全般・他
ヘア・ケア・イオス 東町３－５－７ カット・パーマ・カラー・ヘアケア等
ヨツクラ　理容所 高鈴町３－１－２９ 理容全般・他
理容 大洋 宮田町３－５－１７ 理容全般・他
カットサロンいちかわ 宮田町３－１２－６ 理容全般・他
サロン・ド・ピア 滑川本町１－１１－１５ パーマ・ヘアカラー・カット等
Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔeｓ美容室　（レ・コケット） 田尻町１－４４－２８ 美容全般
美容室 髪ing (ビヨウシツ　カミング) 田尻町３－２６－３ 美容全般
ヘアースタイリスト・サロン エルム 小木津町１－２９－３０ カット・パーマ・カラーなど
カットルーム サトシ 日高町１－２３－１０ カット（男性・女性）・カラー・パーマ
ビューティサロンＫ 日高町４－７－３２ 美容全般
カットハウスフレンド 砂沢町１－９ 介護カット・理容全般
理容トビタ 十王町友部１８６－１ 理容全般
ヘアーサロンワタナベ 十王町友部２７３１－１ カット＆パーマ
各種サービス・スクール・宿泊・タクシー・その他
日立南部タクシー 石名坂町１－１２－３４ タクシー
里見タクシー 久慈町１－１３－６ タクシー
海づくしの湯 はぎ屋旅館 水木町１－１－１５ 宿泊・売店・食事処・立ち寄り湯
日立常陽タクシー 水木町１－３２－８ タクシー
極真会館　茨城県常総支部 日立道場 大みか町３－１７－１３ 青少年育成+空手の指導
五来タクシー 大みか町４－６－１６ タクシー
グレースティアラ みかの原町２－２－７ ガラス・クリスタル２Ｄ加工・赤ちゃんの足・手型等
辰巳タクシー 千石町３－２－１３ タクシー
青葉台サロン 西成沢町４－２３－５ 団地のお茶の間
ペットショップあんあん 城南町１－１１－３０ 犬のトリミング・ペットホテル・仔犬仔猫販売
ハトタクシー 助川町２－４－１３ タクシー
街なか交流スポット よって家fm 鹿島町１－１１－１４ 手作り品・カレー・定食・野菜販売・他
ホテル網元 鹿島町１－１５－１３ 宿泊
昭和ハイヤー 弁天町２－１－１０ タクシー
新星自動車 幸町２－１－３１ タクシー
日立タクシー 幸町２－９－７ タクシー

日立電鉄タクシー 幸町３－４－６ タクシー
㈱昭和活版所 旭町２－１－４ 名刺・挨拶状・暑中見舞い・年賀はがき
㈲日立観光ハイヤー 神峰町２－９－８ タクシー
㈱増子看板店 小木津町４－３－８ 看板・名刺
旭タクシー 日高町１－２６－１２ タクシー
Ｄog　Ｐ・サロンＩＢＵ（ドッグプリンセスサロンイブ） 十王町友部東１－９－６ ワンちゃんのシャンプー・カット・アロママッサージ 他
飲食店・宴会・ファストフード等
マクドナルド日立カインズホーム店 留町字前川１２７０－２ ハンバーガー等、ファーストフード
東屋 久慈町３－１０－１０ 鮨
ｃａｆｅ　Ｍｉｚｕｋｉｎｏｓｈｏ 水木町１－１２－１６ 創作みそ料理・みそスイーツ
中国料理ふじよし 水木町２－３２－１３ 中華料理（ラーメン・チャーハン・ランチ等）
ココス水木店 水木町２－４３－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
大みか次郎長 大みか町１－３－１４ 地魚（今日の水揚げ）刺身
中華食堂　天海 大みか町１－５－１７ 中華料理・ランチ
串とんぼ日立店 大みか町１－６－３ 串揚げ・刺身・酒
いづみや 大みか町１－１７－９ 海鮮料理
我やが家 大みか町１－２６－１ 居酒屋
味道楽いけだ 大みか町２－２０－１２ 地魚・和食・刺身・一品料理・大小宴会・飲み放題コース有
玉の井 大みか町２－２２－１ 和食・魚料理・お酒
つぼ八　大みか店 大みか町２－２３－７ 料理・アルコール・ソフトドリンク
はんじょう 大みか町２－２３－８ 芋焼酎・森伊蔵 他　清酒 獺祭 他
はなの舞　大みか店 大みか町２－２３－１１ 単品飲み放題１，６８０円など
和食みさと 大みか町２－２５－９ 和食・洋食
アンブロッシェ 大みか町２－２８－１０ 洋食
とん亭 大みか町３－１－１９ とんかつ定食・アルコール飲料　他
スタミナラーメン三四郎 大みか町４－４－１２ スタミナラーメン
レストラン清海 大みか町４－１４－１３ 洋食
Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｃ　ＴＳＵＢＡＫＩ 大みか町４－１６－１０ オーガニックスイーツ・ランチ・コーヒー・自然食品
大阪王将　日立大みか店 大みか町４－２３－２４ 中華料理
Ｌａ Taverna（ラ タヴェルナ） 大みか町６－９－１ イタリア料理
居酒屋　大将 大みか町６－１２－１ 新鮮魚介・手仕込み串焼き・エクストラコールド生ビール
マクドナルド日立金沢店 金沢町４－１－１６ ハンバーガー等、ファーストフード
割烹　いな橋 東金沢町３－１４－２８ 割烹料理
ココス多賀店 大久保町３－１９８７－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
中日軒　じゅん菜　じゅん 千石町１－２－１３ 中華料理・フェアトレード（皮製品）バッグ・小物
串焼ふくろう 千石町１－４－２４ 串焼・刺身・和食・お酒
鮨さ 㐂ゝ 千石町１－４－８ 寿し・和食・一般
白山 千石町１－１５－１６ 日本料理
ステーキ＆ワイン 白耳蟻館 千石町２－７－７ オムライス・ハンバーグ・ステーキ・ビーフシチュー
お食事処 天力 千石町２－１０－７ 刺身・煮魚・焼魚・とんかつ・ホルモン焼
魚鮮水産多賀駅前店 多賀町１－１３－１ 海鮮料理
新富鮨 多賀町１－１９－９ 寿司・和食・仕出し
うおまさ 多賀町２－１５－１０ 刺身・寿司・季節の物など・日替わりランチ
喫茶店ＷＯＯＤＹ 多賀町２－１８－３ スパゲッティ・ピラフ・ドリンク・パフェ等
しゃぶしゃぶ温野菜　日立多賀店 鮎川町１－４－３ しゃぶしゃぶ食べ放題
ビーチバーガー９ 河原子町１－６－６ ハンバーガー・スムージー
釜めし処 みなみ 河原子町３－２９－２４ 釜めし・季節限定釜めし・アルコール類・おつまみ
和風れすとらん　はくせん 桜川町３－４－１９ お食事・宴会・ご法事等
ラーメン屋 たんぽぽの詩 桜川町３－４－２３ ごまみそラーメン・たんぽぽラーメン
グリルさくま 中成沢町２－７－１３ とんかつ・ハンバーグ
れすとらん幹　日立総合病院店 日立総合病院内 売店棟２Ｆ 天ざる・茨城尽くしの「茨定」・野菜ラーメン
ブレッドバイキング　サンマルク日立店 城南町１－１０－３ 洋食
お好み村どんどん 鹿島町１－１－３ お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き
酒彩ダイニング 陽　ｓｏｌａｎａ 鹿島町１－２－６ 欧風・洋風・ダイニングバー
２　（セコンド） 鹿島町１－２－７ アルコール類
アルベアーレ 鹿島町１－４－１７ アルコール類
百番食堂　銀座店 鹿島町１－９－８ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・かつどん
中華飯店 来々軒 鹿島町１－１０－１石井ビル1F ラーメン・ギョーザ
網元別館 鹿島町１－２０－１２ 和洋食
網元蟹海楽 鹿島町１－２０－１３ 和洋食
マクドナルド６号線日立店 鹿島町３－４－６ ビッグマック等・セットメニュー・ハッピーセット
割烹 寿々木 弁天町１－１－２１ 大小宴会・仕出し料理
肉のレストラン　くらた 弁天町１－２－６ 常陸牛
餃子ＢＡＲ　Ｇ－ＢＲＯＳ 弁天町１－２－１５ ４種類の生ビールと手作り餃子
カフェダイニング・ピンチョス 弁天町１－３－１１ ボロネーゼスパゲティ等
Ｍｏｏｎ　Ｂｏｗ 弁天町１－８－１７ 洋風居酒屋
ラウンジ・ビーナス 弁天町１－８－１７ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル
やきとりの名門 鳥太郎 弁天町１－９－１１ 焼きとり大皿盛・桜ダコのうす造り、90分飲み放題
弁天横丁ハイボール酒場　ハイカラ 弁天町１－１０－１１ ひたちハイボール・トリカラ
クラブ・ルビー 弁天町１－１０－１２ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル類
Ｂｅｌｉeｖｅ 弁天町１－１１－１ スナック
Ｂａｒ　ＦＬＡＳＨ 弁天町１－１１－３ お酒・ソフトドリンク・おつまみ
百番食堂　弁天町店 弁天町１－１１－６ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・とんかつ定食
和食屋　まんぼう 弁天町１－１１－１０ 日本食・定食物・コース料理
父屋 弁天町１－１１－１２ 居酒屋
スナック サントヒロ 弁天町１－１２－１ 酒・料理・おつまみ全般
カオスダイニング５２５ 弁天町１－１５－８－２Ｆ 居酒屋（和食・洋食）
セカンドアース 弁天町１－１６－１１ ひたちモヒート・ひたちハイボール・久慈浜産しらすピザ

ＳＮＡＣＫ　ＩＲＩＥ 弁天町１－２１－１４ ビール・焼酎・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク
American Diner cotton's 弁天町２－４－１０ ハンバーガー・洋食・各種アルコール
はなの舞　日立駅前店 幸町１－４－１０ 各種のみ放題コース　他
ダイニングバー 幸町１－１２－１ ランチ：さしみ・天ぷら定食・寿司　夜：串揚げ・宴会等
カクテルと食彩の店　とらんたん 幸町１－１２－４　Ｐｍビル5Ｆ ウィスキー・ビール・焼酎・カクテル・フード類
ドトールコーヒーショップ日立店 幸町１－１５－４ コーヒー・軽食
ベイカナーズ 幸町１－１５－６ スズキビル２Ｆ イタリア家庭料理（パスタ・ピザ）
さくらカフェひたち 幸町１－１５－９ キッズスペース付き、ワンデイシェフの食事・小箱ショップ
ホテル テラスザスクエア日立 幸町１－２０－３ レストラン（ランチ・ディナー）・宿泊
じぇんとる麺 幸町２－６－１２ ラーメン
旬菜喰楽ぶ　ＴＯＭＯ 幸町２－７－４ 刺身・魚料理・焼酎・日本酒
珍竹林　日立店 幸町２－９－１５ 和食
ホテル天地閣 旭町２－６－１３ レストラン
韓伊ダイニングちゃんぽん市場 平和町１－１７－３ チヂミ・酒類・マッコリ・ビール
味工房　美味小家 平和町１－１７－４ 創作料理
日本料理 つる伴 平和町１－１７－４ 会席料理
食彩酒家じゅまる 平和町１－１７－６－１０３ 洋風居酒屋・ワイン・日本酒
らくみ玉の井 平和町１－１８－２ 和食・魚料理・お酒・ランチ
八方寿司 助川町１－７－１３ 寿司（押し寿司）弁当
おもてなし料理　響 神峰町１－１０－４ 和食が中心のおもてなし料理
門部屋　本店 旭町２－３－２ 寿司・ランチ
ココス滑川店　 滑川町１－１２－６ ファミリーレストラン
マクドナルド日立小木津店 相田町１－８－５ ハンバーガー等、ファーストフード
ロマン亭 日高町４－７－２３ 洋食（オムライス・ハンバーグ等）ケーキ・スコーン
マクドナルド日立豊浦カスミ店 川尻町５－３－１７ ハンバーガー等、ファーストフード
中華　萬福 川尻町６－５０－３ 五目焼きそば・担々麺
ストーンビーチ 十王町伊師６５６－４ パスタ・ピザ・洋食
コンビニ・スーパーマーケット（１０００㎡未満）
サンユーストアー若葉店 若葉町３－１－１８ 食料品・日用品
セイブ十王店 十王町友部１６３５ 食料品・日用品
セイブ大みか店 大みか町４－２－８ 食料品・日用品
セイブ桜川店 桜川町２－１９－７ 食料品・日用品
かわねや　南高野店 南高野町２－１－１ 生鮮食品・一般食品
セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立大みか店 大みか町１－２６－１７ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立東大沼町２丁目店 東大沼町２－２－７ おにぎり・サンドイッチ・菓子・飲料
セブンイレブン日立塙山店 金沢町２－６－１０ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立鮎川町一丁目店 鮎川町１－１０－２２ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ ７プレミアム・７カフェ・セブンミールサービス
セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 弁当・おにぎり
セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－７ 弁当・おにぎり
セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 食料品・雑貨
セイコーマート日立南店 大和田町８５８－６ 食料品・雑貨
セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 食料品・雑貨
セイコーマートしもむら店 滑川本町５－１２－２８ 食料品・雑貨
セイコーマート日立台原店 台原町２－１３－１ 食料品・雑貨
セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 食料品・雑貨
フードスクエア日立神峰店移動スーパー 神峰町１－７－７ 食料品の移動販売

イトーヨーカドー日立店 幸町１－１６－１
ヨークベニマル日立会瀬店 会瀬町４－１４－１
セイブ小木津店 日高町１－２４－７
サンユーストアー東町店 東町４－５－１
サンユーストアー東多賀店 東多賀町４－１－２３
サンユーストアー新鮎川店 鮎川町１－４－２
カスミ東大沼店 東大沼町３－２６－２０
カスミ鮎川店 鮎川町４－１－５４
カスミ　フードスクエア日立神峰店 神峰町１－７－７
カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７
フードオフストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３
マルトＳＣ森山 森山町５－９－１
マルト東金沢店 東金沢町５－５－１５
マルト諏訪店 諏訪町４－１１－１６
マルトＳＣ平沢 高鈴町１－３－１

マルトＳＣ滑川 滑川本町５－３－３０
マルトＳＣ田尻 田尻町５－１４－１
カワチ薬品 大沼店 大沼町２－２０－６
カワチ薬品 鮎川店 鮎川町４－７－２１
カワチ薬品 田尻店 田尻町４－３６－１０
カワチ薬品 川尻店 川尻町５－５７－１０
ホームセンター山新多賀店 千石町４－５－１３
ホームセンター山新神峰店 本宮町４－２６－１１
インテリアショップ山新日立店 諏訪町１－２－２０
ケーズデンキ日立店 鮎川町１－３－１
ケーズデンキ日立北店 東滑川町４－１２－２３
カインズホーム日立店 留町字前川１２７０－２
㈱オートアールズ日立店 留町字前川１２７０－２
ＤＣＭホーマック日立店 田尻町５－６－１
ヤマダデンキ テックランド日立店 滑川町２－４－１

大型店　（共通券のみご利用できます）

実 施 機 関
TEL 0294-22-0128日立市幸町1-21-2日立商工会議所
TEL 0294-39-2086日立市十王町友部1596-3日立市十王商工会
TEL 050-5528-5104日立市商工振興課

ホームページ
http://www.hitachicci.or.jp/premium/

最新情報はこちらから



食料品（生鮮食品／加工食品／米穀類／青果）
しらすパーク 留町１０３９－１ しらす・ひもの
㈲井戸道丸漁業 みなと町 日立おさかなセンター内 鮮魚・塩干物
道の駅　日立おさかなセンター みなと町５７７９－２４ 新鮮魚介類・土産品・味勝手丼・旬の魚料理
杉山商店 南高野町３－１７－８ 食品・酒・青果
元長（全日食チェーン久慈浜店） 久慈町１－２９－１８ 野菜・魚類・精肉・惣菜・酒
大川屋 久慈町３－３－２０ 水産加工品
㈲明治屋 久慈町３－９－１０ 野菜・果物・菓子・日用雑貨
やまさん青果㈲ 久慈町３－１４－１３ 青果物
つるや米穀店 久慈町３－２０－９ 米穀・関連食品
五来商店 久慈町３－２２－１５ わかめ・他
仙台屋 田所半五郎商店 久慈町４－５－２０ 干物各種（みりん干し・一夜干し）
安掛精肉店 久慈町５－３－３１ 精肉
長山米穀店 水木町１－１３－５ 常陸太田市産　ＪＡ特別栽培米
さかなの おおうち 水木町１－２７－２ 刺身
あかつ水産　本店 水木町２－８－４０ 生鮮食品
大みか きのこランド 森山町４－2 生しいたけ
肉屋　半七 大みか町４－３－１３ 精肉
㈲菊水食品 東大沼町４－２９－１１ ゴールド納豆・ひたちの納豆 等
㈲澤田肉店 千石町１－１０－１０ 精肉
黒澤米穀店 河原子町３－７－２１ 精米
酒王　桜川店 桜川町３－１５－３ 食品全般
おさかな市場　魚長水産 鹿島町１－１５－１１ 地場鮮魚（会瀬港、久慈浜、河原子）・おさしみ各種
渡辺果実　平和通り店 鹿島町１－５－８ 果実
渡辺果実　パティオモール店 幸町１－１５－５ 果実
肉の登利要　日立店 幸町２－８－１４ 精肉
スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 一般食品・酒・青果
和田ストアー 十王町友部１０９－７ 食料品・酒
ＪＡ常陸　みなみ支店 大和田町１９９２ 農産物
ＪＡ常陸　旬味満菜館 大和田町２２２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　日高支店 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　ふれあいパーク日高 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　豊浦直売所 川尻町１－３４－１ 農産物
ＪＡ常陸　日立支店 宮田町３－４－７ 農産物
ＪＡ常陸　とうふ工房名水亭なか里 入四間町８２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　中里支店 東河内町１９４９－１ 農産物
ＪＡ常陸　十王支店 十王町伊師本郷４３－１ 農産物
十王物産センター鵜喜鵜喜 十王町伊師５２８－１ 農産物
酒・お茶・味噌・健康食品等
味噌蔵みずきの庄 水木町１－１２－１６ 味噌・みそスイーツ
リカーハウス　アジマ日立店 金沢町１－１３－１４ 酒類・ギフト
木村酒店 金沢町２－５－６８ 酒類
菊池園 千石町１－１９－２ 茶・海苔・茶器
茶の花月園 千石町２－３－８ 茶・海苔・菓子
牧ノ原 日立店 多賀町１－１４－２ 日本茶・海苔・陶器 他
㈲長山酒店 多賀町１－１７－１ 日本酒・他
日立酒類販売㈱ 鮎川町４－１－３２ 玉の雫
大宮園　本店 鹿島町１－２－４ お茶・海苔・茶道具
アロエ苑 弁天町１－１－２１ 健康ブドウ酢ビワミン・健康食品
合資会社小川屋酒店 弁天町１－１０－４ 酒類
大宮園　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店Ｂ１Ｆ お茶・海苔
みどり園 パティオモール店 幸町１－１３－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
トミタ酒店 幸町２－２－２２ 酒・米・惣菜（おにぎり・お弁当）赤飯・餅
おそのえ 若葉町３－８－１０ 酒類・米
酒王　日立本宮店 本宮町４－１２－１ 酒類
みどり園 本店 宮田町２－６－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
大宮園　流通センター 小木津町４－７－１４ お茶・海苔
森島酒造 川尻町１－１７－７ 地酒「大観」・酒粕
ミスター酒屋さん 川尻町５－１９－８ 酒類
㈱宏和商工日立酒造工場内　直売所 十王町友部１０４ 地酒販売（清酒・焼酎・リキュール）
（資）椎名酒造店 十王町高原４１１ 富久心
柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 酒類・一般食品
菓子・パン・お土産
かの子や 留町１１３２－２ 和菓子
不二家　大みか店 大みか町１－５－１７ 洋菓子
㈲運平堂本店 大みか町１－６－７ 大みか饅頭
洋菓子グランバーズ 大みか町１－６－７ ケーキ・クッキー・コーヒー（喫茶）
運平堂本店　多賀店 千石町２－４－３３ 大みか饅頭
あんず通りの菓子工房グランイル 多賀町２－５－１２ ケーキ・焼き菓子
菓匠たけだ　鮎川店 鮎川町２－７－１ 和菓子・ケーキ
ドーナツの店　はせ川　諏訪店 諏訪町１－１２－４０ ドーナツ
アトリエ マドレーヌ 国分町３－２－２８ 焼き菓子・フィグケーキ
ＣＯＲＩＮ　（火・木曜日営業） 中成沢町２－２８－１１ 国産小麦を使ったパン・焼き菓子
かずみ 中成沢町３－１７－１８ 洋菓子
モルトボーノ 旭町２－５－１０ ＮＡＧＩＳＡシュークリーム
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 幸町１－１－２ 市内土産品等
運平堂本店　日立店 幸町１－７－１７ 大みか饅頭
ドーナツの店　はせ川 幸町１－１５－３ ドーナツ

さくらスクエア 幸町１－１５－７ 茨城県北の特産品等・レンタルスペース
サーティーワンアイスクリーム日立駅前店 平和町１－１－６ アイスクリーム
パティスリーましぇり 本宮町４－１－１０ 洋菓子・生菓子・焼き菓子
菓匠たけだ　田尻店 田尻町５－１４－３ 和菓子・ケーキ
日立和洋菓子いちかわ 日高町３－１２－１ 和洋菓子・季節の果物まるごとシリーズ
大髙かおる堂 川尻町５－１６－１０ 和洋菓子
御菓子司 風月堂 十王町山部１６６５－３ 和洋菓子
衣料品（紳士服・婦人服・学生服・呉服・小物等）
笹屋 大和田町１－７－３８ 衣料・学生服・婦人服
笹島 久慈町１－３０－２０ 婦人服・紳士服・小物
Ｆａｉｒｙ Land TAKE-1　大みか店 久慈町２－２８－１２ 子供服
Ｋショップ 久慈町３－９－２１ 婦人服・スクール用品・作業服
洋服の青山　日立南店 金沢町２－３２－３ 紳士服・レディス商品
トーワセンイ　総合作業衣センター 金沢町４－２６－２５ 作業服・ユニフォーム各種
㈱イサカソーイング 東金沢町４－１３－６ 婦人服・雑貨・生地・洋裁小物
サンク・ミュ 千石町１－２－１２ ブティック
ファッションハウス　ゴライ 千石町１－３－１６ 婦人服
若美屋 多賀店 千石町１－４－１９ 婦人服
カメブ呉服店 千石町１－４－２６ 着物・和装小物・洋装品
衣料のわだ 千石町１－１１－14 婦人服
きもの館　志お屋 千石町１－１１－１８ 呉服・和雑貨・レンタル衣装
ＢＯＮＧＯＵＴ（ボングウ） 千石町１－１９－６ クレール21 1F 婦人服･バッグ
レディースファッションヒルタ多賀店 千石町２－１－８ 婦人服・学生服
佐々木洋服店 多賀町１－３－７ 注文洋服・学生服
ブティック カシワヤ 鹿島町１－６－９ 婦人服
柏屋呉服店 鹿島町１－７－５ 呉服
レディスショップ正札堂 鹿島町１－１３－９ 婦人洋品
レディーズランド コ.コ 鹿島町１－１３－９ 婦人服
レディースファッションヒルタ日立店 鹿島町１－１５－９ 婦人服・学生服
手芸の若美屋 弁天町１－９－４ 手芸用品・エプロン
若美屋プラス１ 弁天町１－９－４ 婦人服
シャルマン 幸町１－13－１３ 婦人服
一番街 幸町1－11－２ 制服
ＳＡＭＯＮ（サモン） 幸町１－１２－２ メンズカジュアル
ドリームライフ スズキ 幸町１－１５－６ 学生服・婦人服
ブティック　ユキ　クラブ イトーヨーカドー日立店１Ｆ 婦人服
Boutique TAKE-1（ブティック テイクワン） イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
ブティック　エルモア ユキ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
レディースファッションヒルタ駅前店 イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服・学生服
レディーズランド コ.コ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
サンタ日立店 イトーヨーカドー日立店４Ｆ 子供服・大人服
ワン・ステップ 平和町１－１７－１６ メンズ・レディス・カジュアルウェア
斉藤都世子作品ルーム日立サロン 助川町１－８－１５ 婦人物ニット
㈲森山商店 神峰町１－８－１１ 市内（市立・県立・私立）中学・高校制服
洋服の青山　日立北店 田尻町５－２－１ 紳士服・レディス商品
大丸 川尻町1－22－3 学生衣料・婦人服・雑貨
おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 衣類
松之屋 十王町友部東２－３－６ 衣料品
ファミリーショップ カミヤ 十王町友部１７ 衣料品・雑貨
寝具・バッグ・靴・インテリア用品
ふとんのねもと　大みか店 大みか町３－２３－４ 寝装品全般
スミヤカバン店 千石町１－１１－２３ 鞄（ハンドバッグ・ショッピング・紳士用）
ふとんのねもと　 鮎川町１－１１－５ 寝装品全般
細井ふとん店 西成沢町１－３３－１５ 綿の打ち直し・布団・寝具・カーテン
ワシントン靴店 弁天町１－１０－２ 靴
ニットー靴店　平和通り店 幸町１－７－１０ 紳士靴・スニーカー
ニットー靴店　パティオモール店 幸町１－１２－３ 紳士靴・スニーカー
家電品（家電修理・工事等）
三栄電機商会 石名坂店 石名坂町１－６－３ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
モリカワ電器 久慈町２－１０－４ 家電品
志賀電器 久慈町５－１－１３ 電機器具
でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 家電品
ダイワでんき 水木町２－７－２９ 家電品・修理・リフォーム・電気工事
マルナガ電機 金沢町２－１５－１６ 家電品（日立）・一般家電品・太陽光・リフォーム
永井電器 東金沢町５－４－２０ 家電品
わたべ電機 東金沢町５－１７－９ 家電品
太陽電機 東大沼町２－３３－１５ 家電品
石川電器 大沼町２－１－２２ 家電品
新光社 鮎川町１－１０－１９ 家電品
ヒノデデンキＫ．Ｋ． 桜川町１－３－２０ 家電品・サービス
ライフアップスワ 桜川町３－５－４ テレビ・冷蔵庫・エアコン
ササキ商事 末広町４－４－８ 家電
三栄電機商会 本店 中成沢町２－８－１４ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
エジリデンキ 東成沢町２－１－１５ 家電品
ミシンのヨシダ 鹿島町１－４－１０ 家庭用・工業用ミシン・縫製付帯器機
㈲大部無線 弁天町１－７－１３ 家電品
栗原電気商会 神峰町２－４－１５ 家電品
㈲川瀬電機商会 滑川本町２－８－２９ 家電品・空調機器・電気工事

茨城ハセ電化 日高町４－１－１３ 家電品全般・工事・修理
オオモリデンキ 川尻町７－１－７ 家電品
㈲光電社 十王町友部東１－１－４ 家電品・住宅リフォーム
でんきのゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 家電品
㈱モンマデンキ 十王町友部１６５０－８ 家電品
眼鏡・補聴器・宝飾・時計
メガネのナリタ 大みか店 大みか町２－２７－５ 眼鏡
こばやしメガネ補聴器 千石町１－５－１１ メガネ・補聴器
メガネのナリタ 多賀店 多賀町１－２－２ 眼鏡
大和田時計眼鏡店 多賀町１－１３－２０ 時計・メガネ・貴金属
アイ・ジュエリーツボタ 東多賀町５－１１－２３ メガネ・宝石・時計
宏実屋時計店 幸町１－５－１０ 時計・メガネ・宝石・補聴器
リオネットセンター日立 幸町１－８－１５ベルメゾンひたち101 補聴器・難聴用補助商品
㈲メガネの東港堂 幸町２－８－１５ 眼鏡
メガネのナリタ ヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店３Ｆ 眼鏡・コンタクト
メガネのナリタ 本店 助川町１－７－１３ 眼鏡
化粧品・医薬品・生活用品・雑貨・ドラッグストア（1000㎡未満）
マルトパワードラッグ森山店 森山町５－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
コトブキ薬品 金沢町１－４－１６ 100円で１ポイント・５０ポイントで割引
ノエビア ホワイト プレインズ 大沼町３－１９－１４ ノエビア化粧品・フェイシャルエステ
池上薬局 千石町１－３－３ 医薬品・漢方薬・健康食品・ホワイトリリー化粧品
セキネ薬局 千石町２－１－９ 医薬品
マルトパワードラッグ千石店 千石町３－４－１０ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
クレストショップＴＡＭＵＲＡ 多賀町１－１３－２１ コスメデコルテ・ＳＫ-Ⅱ・カシー・キリョウ・ポールスチュワート
白雪姫 多賀町１－１４－４ 化粧品・エステ
ノエビア ビューティースタジオ エヌズ 多賀町２－１４－１０ 化粧品
厚生薬局 東多賀町５－１０－１２ 一般医薬品・化粧品・処方調剤
くすりのマルト鮎川店 鮎川町３－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
ノエビアビューティスタジオ～ブラン～ 諏訪町２－４－２９ 化粧品
マルトパワードラッグ諏訪店 諏訪町４－５３４－２ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
マルトパワードラッグ成沢店 中成沢町２－３７－１１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
サンドラッグ日立会瀬店 会瀬町４－１４－１ ドラッグストア
みどりや 鹿島町１－１－８ 家庭用品・業務用品
化粧品店ぱふ 鹿島町１－４－１０ 化粧品（資生堂・カネボウ・アルビオン）
コスメティックサロン Marumiya 鹿島町１－９－２ 化粧品（アルビオン・コーセーデコルテ・資生堂ベネフィーク）
趣味の店　あいざわ 弁天町１－１５－１２ 雑貨・袋物
メナードフェイシャルサロン日立店 本宮町４－１４－２ 化粧品・フェイシャルエステ
一仙堂荒友薬局 神峰町２－１４－３ 医薬品・化粧品・漢方薬
亀甲堂薬局 神峰町４－２－１ 健康相談・漢方薬　など
大曽根薬局 高鈴町３－１－２８ 医薬品・化粧品
マルトパワードラッグ滑川店 滑川本町５－３－３５ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 化粧品
マツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１ 医薬品・化粧品・健康食品・日用品
十王薬局 十王町友部東１－２－１ 医薬品・処方箋調剤
ＹＳよしのや 十王町友部東２－６－１２ 化粧品
菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 薬品・化粧品
ギフト・生花・仏壇・冠婚葬祭用具
花の店 あかつ 久慈町３－１２－３０ 生花・観葉鉢・花鉢
ベルフローリスト 大久保町３－１８－４ 生花・鉢植え・プリザードフラワー
花の鈴廣 千石町１－３－４ 生花・造花・仏具
ウエサカ花店 多賀町２－１９－５ 生花（生け花・ブーケ・花束・アレンジメント・仏花）
鈴廣 合掌堂 鮎川町１－１０－９ 仏壇・仏具
陽光堂 東成沢町１－１－３ 仏具・線香・ローソク
シャディサラダ館日立平和通り店 鹿島町１－４－１０ カタログギフト・ギフト用品
花の春秋舎 鹿島町１－１２－６ 生花・造花・プリザ・花束・アレンジ・鉢物他
仏壇仏具のショウルーム大知 鹿島町１－１５－７ 仏壇・仏具・神具・提灯
パークス㈱日立営業所 若葉町１－１７－５前野ビル1F お中元ギフト・内祝等のカタログ贈答品
フラワーハウス ワタナベ 日高町１－３１－５ 切花・鉢物
文具・事務用品・書籍・ＤＶＤ・ＣＤ・カメラ・写真・印章・玩具
ＯＳＡ・書房 久慈町２－２８－１４ 書籍・文具
おもちゃ・ホビーのキング 大みか町１－１－５ 玩具
ＢＩＧＢＥＮ　大みか店 大みか町４－２２－５ ＤＶＤレンタル
エイトスタジオ本店 大久保町１－２－１２ 写真撮影・レンタル衣装・美容
堀之内文具店 千石町１－３－７ 文具・事務機・スチール製品
フタバ写真 千石町３－４－６ スタジオ撮影・レンタル衣装
イナダスタヂオ 千石町４－７－９ スタジオ写真・写真全般
カメラのオリオン 多賀町１－１２－２４ カメラ・写真材料・デジカメプリント
一誠堂書店 多賀町１－１３－７ 書籍・雑誌
ブックエース　日立鮎川店 鮎川町５－１－１ 書籍・ＤＶＤ・ＣＤとＤＶＤ・ＣＤレンタル
㈱田所書店 鹿島町１－１２－９ 書籍・雑誌・文具
㈱助川カメラ 弁天町１－１０－１６ カメラ・カメラ用品・写真プリント加工・化粧品
㈲スタンプナメカワ 幸町１－５－９ 印章・ゴム印・印刷（名刺・ハガキ）
ＮＯＶＡ茨城日立駅前校 幸町１－１２－４　Ｐｍビル1F ＮＯＶＡオリジナルグッズ（ぬいぐるみ・文房具）
㈱北書房 助川町１－９－１６ 書籍・雑誌・文具
ヘリオス写真スタジオ 神峰町１－１０－７ 写真撮影
レインボースタジオ 神峰町２－１－５ 写真全般
㈲木村書店 日高町１－２－３ 書籍・雑誌・事務用品・文具・雑貨

エイトスタジオ日立北店　　　 日高町３－１２－１３ 写真撮影・レンタル衣装・美容
スポーツ・レジャー施設・自転車・旅行
ドレミ　大みか店 大みか町２－２８－６ カラオケ
川﨑サイクルモータース 大沼町１－１６－１ 自転車・電動アシスト自転車・バイク
㈲シノハラ 千石町１－３－２ スポーツ用品全般
スポーツエス 千石町３－２－１０ 登山・スキー・カヌー・アウトドアウェア・ＭＢＴ
宮田商会 多賀町５－７－１７ 自転車・バイク販売・修理
平和台スポーツセンター 諏訪町４－２８－１ ゴルフ練習場
サイクルショップイマイ 鮎川町６－４－２２ 自転車・サイクル関連商品・修理
㈱小泉スポーツ 鹿島町１－９－５ スポーツ用品・スポーツウェア
並木スポーツ 鹿島町１－１６－１５ スポーツ用品
㈱ＪＴＢ関東　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店１Ｆ 旅行
山内鉄砲火薬店 宮田町２－６－１３ 銃・射撃用品・玩具花火
ドレミ　日立滑川店 滑川町１－１－３ カラオケ
日立ゴルフクラブ 滑川町３０３３ ゴルフプレー・レストラン・山内ゴルフショップ
ゴルフ５ 日立店 相田町２－１－５ ゴルフ用品
日立電鉄交通サービス日立南営業所 留町字前川１２７０－５５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス多賀駅前店 千石町１－１－８ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス神峰営業所 滑川町２－１１－５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
自動車・オートバイ関連・自動車整備・燃料
大一商事㈱日立港ＳＳ 久慈町３－７－１２ ガソリン
澤畑モータース 森山町３－７－２１ オートバイ（部品用品・車検・修理）
オートバックス　日立金沢店 金沢町３－２０－１ カー用品・車検・車販売
ミスタータイヤマン　フットワーク２４５ 東金沢町１－１３－４０ タイヤ修理・販売
大畑自動車工業所　　 大久保町１－４－５ 自動車板金・塗装
㈱宮本石油店　多賀給油所 大久保町３－１０－２０ 車輌燃料・灯油
大一商事㈱多賀ＳＳ 多賀町２－１９－３ ガソリン
㈲山永自動車整備工場 中成沢町１－９－１１ 自動車整備・オイル交換・車検
ギャロップ 鹿島町２－１６－１０ 二輪車（用品・部品・修理・車検）
㈱宮内石油 平和町１－１３－３ ガソリン・洗車
カーオーディオショップ　ヨシナリ 東町１－１１－１７ カーオーディオ・ナビ・カー用品・販売・取付
㈱大畠自動車商会 本宮町４－２８－５ 新車・中古車・その他
㈲日工自動車サービス 滑川町１－１３－８ 車検整備・板金・新車・中古車／諸費用は除く
㈲日立電池商会 滑川町２－２－１２ カーエアコン・カーナビ・ＥＴＣ・修理・販売・取付
カーショップ秀 折笠町９１０－６ 新車・中古車販売
増井石油店 日高町３－１１－１ 燃料（ガソリン）
住宅関連・ガス関連・設備・リフォーム・工具
黒沢燃料㈱ 石名坂町１－５０－２２ ガス器具・住宅設備品
㈱和田塗装工業 森山町４－１０－１０ 塗装・防水工事
㈱明治商会 日立支店 千石町４－４－５ ＬＰガス・住宅設備品
エネスタ多賀 多賀町１－１５－１１ リフォーム・設備機器・ガス機器
梅原材木店 東多賀町２－１２－６ 一般住宅新築・リフォーム
㈲塚田燃料商事 東多賀町２－１５－２ プロパンガス・ガス器具・システムバス・システムキッチン
㈱山森 末広町２－１－３０ 一般住宅新築・リフォーム
ＭＡＤＯショップ日立店 国分町３－１０－１２ アルミサッシ・窓・玄関改修・硝子工事
多賀燃料 永山商店 諏訪町１－１１－３ ガス・石油・住宅設備器機
㈲緑川塗装店 諏訪町３－８－１９ 住宅塗装
㈱日興 会瀬町４－１－４３ 家庭用塗料・業務用塗料・塗装用具・消火器
㈱高橋宗四郎商店 助川町２－４－１５ 畳
㈲ますや 鹿島町２－６－４ 鍵の取付交換・ガラス修理・リフォーム
エネフィット㈱ミナカワ 弁天町１－８－７ ガス機器
㈱日立塗工店 弁天町２－２－３ リフォーム工事・塗装工事・防水工事
エネスタ日立 幸町１－２２－２ リフォーム・設備機器・ガス機器
菊地サッシ工業 川尻町６－４９－１８ ガラス・網戸・アルミサッシ・エクステリア
増子建窓 十王町友部１６０１－５ ガラス・網戸　他
ヤマザキショップ ヒロセ 十王町友部２７２３－１ 灯油・ガス・ガス器具・食品・雑貨
大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 金物・刃物・工具・せともの・雑貨
理容・美容・エステ・整体
理容オカモト 石名坂町１－２１－６ 理容全般・他
ファミリーヘアーサロンうの 石名坂町１－４０－１２ 理容全般・他
安掛　理容 石名坂町２－４４－１４ 理容全般・他
ミチコ理容 南高野町１－５－１１ 理容全般・他
ヘアーサロンおのせ 南高野町３－１１－５ 理容全般・他
理容キムラ 久慈町３－２９－１３ 理容全般・他
メンズサロン　ササキ 久慈町３－３４－３ 理容全般・他
カワノ美容室 久慈町４－１０－１６ 美容全般
高根理容室 久慈町７－１４－８ 理容全般・他
オリジナルヘアーサロンやまがた 大みか町１－５－１２ 理容全般・他
バーバー＆ビューティ三容 大みか町１－１７－１７ 理容・美容全般・まつ毛美容・訪問理美容
美容室えるもあ 大みか町２－２５－１ 美容全般
美容室アレンジ 大みか町２－２６－９ カット・カラー・パーマ
理容シマザキ 大みか町３－２１－５ 理容全般・他
ヘアーサロン大畑 水木町１－１４－１３ 理容全般・他
理容　海老沢 水木町２－２４－８ 理容全般・他
ヘアーサロンきよし 水木町２－３７－２２ 理容全般
小島療術院 東大沼町２－１２－２６ 整体・リンパマッサージ・健康グッズ
ヘアーステーション　オアシス 東大沼町２－１５－３ 理容全般・他
サロンド ヒロシ 東大沼店 東大沼町２－３０－１３ パーマ・ヘアカラー・カット・トリートメント 他

タドコロ理容所 東大沼町４－２４－５ 理容全般・他
理容やまがた 大沼町２－１７－１７ 理容全般・他
千葉理容室 大沼町３－２－１１ 理容全般・他
鈴木理容所 森山町２－２８－７ 理容全般・他
ＢＡＲＢＥＲ　Ｍ２ 森山町３－４－１９ 理容全般・他
ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 東金沢町２－１９－３ 女性お顔そりエステ・メンズフェイシャル
関根理容室 東金沢町５－３０－３ 理容全般・他
理容 冨士 大久保町２－５－１１ 理容全般・他
オオクボ理容 大久保町２－１１－７ 理容全般・他
あたまスタイルＳＥＫＩＮＥ 千石町１－３－５ 理容全般・他
ミリオン美容室 多賀町１－２０－６ 美容全般
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｋaminaga(ヘアー＆フェイス カミナガ) 多賀町３－１－２３ 理容全般・レディスシェーブ
ヘアーサロン はぎわら 多賀町５－５－２ 理容全般・他
ヘアーサロンつばめ 多賀町５－１５－５ 理容全般・他
理容プリンス 東多賀町２－５－２５ 理容全般・他
ヘアーサロン　モトジマ 東多賀町２－１０－４ 理容全般・他
美容室ココワ 東多賀町２－１１－１５ 美容全般・着付け
ビューティーサロン フェミニン 鮎川町３－８－７ カット・パーマ・カラー・着付・貸衣装
メンズカット アユカワ 鮎川町４－３－２３ カット・パーマ・カラー・シェービング
理容トモベ 鮎川町６－２－２４ 理容全般・他
理容クロサワ 鮎川町６－５－１ 理容全般・他
総健創美館　日立鮎川店 鮎川町６－５－１６ カイロプラクティック（肩こり・腰痛・膝痛等）
ヘアーサロン　うめはら 河原子町３－１５－６ 理容全般・他
理容シーク 諏訪町３－３－８ 理容全般
小咲台 理容 諏訪町５－１６－７ 理容全般・他
理容 若葉 桜川町３－４－１４ 理容全般・他
ヘアーサロン コムロ 桜川町３－４－２２ 理容全般・他
理容ますこ 桜川町４－１９－７ 理容全般・他
ヘアーサロン　ボン 西成沢町１－３４－３８ 理容全般・他
カットルーム ナルサワ 西成沢町３－２－１２ カット・ヘアカラー・パーマ等　
理髪　茂木 中成沢町２－３１－１１ 理容全般・他
美容室コトブキ 会瀬町２－１５－１５ カット・パーマ・毛染・着付
秋山理容所 助川町２－４－２ 理容全般・他
Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＭａｒＣｉａｎ 助川町２－６－１１ 理容全般・他
エメロード美容室２１ 鹿島町１－６－９ 美容全般
ミツワ理容 弁天町１－１－９ 理容全般・他
Ａｓ－ｏｎ　ｈａｉｒ　（アズオン ヘアー） 弁天町１－９－７ カット・パーマ・メイク・ヘアセット・ヘッドスパ
理容マツザキ 弁天町２－５－１３ 理容全般
リラクゼーションスペースＨｕｇ 幸町１－７－１打手屋第２ビル203 もみほぐしリラクゼーションエステ・フェイシャルリンパオイルマッサージ
ウェーブアジャート Wave-agiato 幸町１－１３－１１ カット・パーマ・ヘアカラー・エクステ・ヘッドスパ
ヘアーサロン　プラネット 幸町２－１１－１１ カット・パーマ・カラー
理容かわさき 幸町２－４－５ 理容全般・他
常陽　理容院 平和町１－１４－９ 理容全般・他
理容しいな 若葉町３－６－１２ 理容全般・他
美容室ラ・ティエラ 本宮町２－１０－７ 美容全般
カットハウス・テルウチ 神峰町３－８－８ 理容
ヘアー　ナカノ 東町１－１１－１３ 理容全般・他
ヘアーサロン　サンクス 東町１－１５－９ 理容全般・他
ヘア・ケア・イオス 東町３－５－７ カット・パーマ・カラー・ヘアケア等
ヨツクラ　理容所 高鈴町３－１－２９ 理容全般・他
理容 大洋 宮田町３－５－１７ 理容全般・他
カットサロンいちかわ 宮田町３－１２－６ 理容全般・他
サロン・ド・ピア 滑川本町１－１１－１５ パーマ・ヘアカラー・カット等
Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔeｓ美容室　（レ・コケット） 田尻町１－４４－２８ 美容全般
美容室 髪ing (ビヨウシツ　カミング) 田尻町３－２６－３ 美容全般
ヘアースタイリスト・サロン エルム 小木津町１－２９－３０ カット・パーマ・カラーなど
カットルーム サトシ 日高町１－２３－１０ カット（男性・女性）・カラー・パーマ
ビューティサロンＫ 日高町４－７－３２ 美容全般
カットハウスフレンド 砂沢町１－９ 介護カット・理容全般
理容トビタ 十王町友部１８６－１ 理容全般
ヘアーサロンワタナベ 十王町友部２７３１－１ カット＆パーマ
各種サービス・スクール・宿泊・タクシー・その他
日立南部タクシー 石名坂町１－１２－３４ タクシー
里見タクシー 久慈町１－１３－６ タクシー
海づくしの湯 はぎ屋旅館 水木町１－１－１５ 宿泊・売店・食事処・立ち寄り湯
日立常陽タクシー 水木町１－３２－８ タクシー
極真会館　茨城県常総支部 日立道場 大みか町３－１７－１３ 青少年育成+空手の指導
五来タクシー 大みか町４－６－１６ タクシー
グレースティアラ みかの原町２－２－７ ガラス・クリスタル２Ｄ加工・赤ちゃんの足・手型等
辰巳タクシー 千石町３－２－１３ タクシー
青葉台サロン 西成沢町４－２３－５ 団地のお茶の間
ペットショップあんあん 城南町１－１１－３０ 犬のトリミング・ペットホテル・仔犬仔猫販売
ハトタクシー 助川町２－４－１３ タクシー
街なか交流スポット よって家fm 鹿島町１－１１－１４ 手作り品・カレー・定食・野菜販売・他
ホテル網元 鹿島町１－１５－１３ 宿泊
昭和ハイヤー 弁天町２－１－１０ タクシー
新星自動車 幸町２－１－３１ タクシー
日立タクシー 幸町２－９－７ タクシー

日立電鉄タクシー 幸町３－４－６ タクシー
㈱昭和活版所 旭町２－１－４ 名刺・挨拶状・暑中見舞い・年賀はがき
㈲日立観光ハイヤー 神峰町２－９－８ タクシー
㈱増子看板店 小木津町４－３－８ 看板・名刺
旭タクシー 日高町１－２６－１２ タクシー
Ｄog　Ｐ・サロンＩＢＵ（ドッグプリンセスサロンイブ） 十王町友部東１－９－６ ワンちゃんのシャンプー・カット・アロママッサージ 他
飲食店・宴会・ファストフード等
マクドナルド日立カインズホーム店 留町字前川１２７０－２ ハンバーガー等、ファーストフード
東屋 久慈町３－１０－１０ 鮨
ｃａｆｅ　Ｍｉｚｕｋｉｎｏｓｈｏ 水木町１－１２－１６ 創作みそ料理・みそスイーツ
中国料理ふじよし 水木町２－３２－１３ 中華料理（ラーメン・チャーハン・ランチ等）
ココス水木店 水木町２－４３－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
大みか次郎長 大みか町１－３－１４ 地魚（今日の水揚げ）刺身
中華食堂　天海 大みか町１－５－１７ 中華料理・ランチ
串とんぼ日立店 大みか町１－６－３ 串揚げ・刺身・酒
いづみや 大みか町１－１７－９ 海鮮料理
我やが家 大みか町１－２６－１ 居酒屋
味道楽いけだ 大みか町２－２０－１２ 地魚・和食・刺身・一品料理・大小宴会・飲み放題コース有
玉の井 大みか町２－２２－１ 和食・魚料理・お酒
つぼ八　大みか店 大みか町２－２３－７ 料理・アルコール・ソフトドリンク
はんじょう 大みか町２－２３－８ 芋焼酎・森伊蔵 他　清酒 獺祭 他
はなの舞　大みか店 大みか町２－２３－１１ 単品飲み放題１，６８０円など
和食みさと 大みか町２－２５－９ 和食・洋食
アンブロッシェ 大みか町２－２８－１０ 洋食
とん亭 大みか町３－１－１９ とんかつ定食・アルコール飲料　他
スタミナラーメン三四郎 大みか町４－４－１２ スタミナラーメン
レストラン清海 大みか町４－１４－１３ 洋食
Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｃ　ＴＳＵＢＡＫＩ 大みか町４－１６－１０ オーガニックスイーツ・ランチ・コーヒー・自然食品
大阪王将　日立大みか店 大みか町４－２３－２４ 中華料理
Ｌａ Taverna（ラ タヴェルナ） 大みか町６－９－１ イタリア料理
居酒屋　大将 大みか町６－１２－１ 新鮮魚介・手仕込み串焼き・エクストラコールド生ビール
マクドナルド日立金沢店 金沢町４－１－１６ ハンバーガー等、ファーストフード
割烹　いな橋 東金沢町３－１４－２８ 割烹料理
ココス多賀店 大久保町３－１９８７－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
中日軒　じゅん菜　じゅん 千石町１－２－１３ 中華料理・フェアトレード（皮製品）バッグ・小物
串焼ふくろう 千石町１－４－２４ 串焼・刺身・和食・お酒
鮨さ 㐂ゝ 千石町１－４－８ 寿し・和食・一般
白山 千石町１－１５－１６ 日本料理
ステーキ＆ワイン 白耳蟻館 千石町２－７－７ オムライス・ハンバーグ・ステーキ・ビーフシチュー
お食事処 天力 千石町２－１０－７ 刺身・煮魚・焼魚・とんかつ・ホルモン焼
魚鮮水産多賀駅前店 多賀町１－１３－１ 海鮮料理
新富鮨 多賀町１－１９－９ 寿司・和食・仕出し
うおまさ 多賀町２－１５－１０ 刺身・寿司・季節の物など・日替わりランチ
喫茶店ＷＯＯＤＹ 多賀町２－１８－３ スパゲッティ・ピラフ・ドリンク・パフェ等
しゃぶしゃぶ温野菜　日立多賀店 鮎川町１－４－３ しゃぶしゃぶ食べ放題
ビーチバーガー９ 河原子町１－６－６ ハンバーガー・スムージー
釜めし処 みなみ 河原子町３－２９－２４ 釜めし・季節限定釜めし・アルコール類・おつまみ
和風れすとらん　はくせん 桜川町３－４－１９ お食事・宴会・ご法事等
ラーメン屋 たんぽぽの詩 桜川町３－４－２３ ごまみそラーメン・たんぽぽラーメン
グリルさくま 中成沢町２－７－１３ とんかつ・ハンバーグ
れすとらん幹　日立総合病院店 日立総合病院内 売店棟２Ｆ 天ざる・茨城尽くしの「茨定」・野菜ラーメン
ブレッドバイキング　サンマルク日立店 城南町１－１０－３ 洋食
お好み村どんどん 鹿島町１－１－３ お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き
酒彩ダイニング 陽　ｓｏｌａｎａ 鹿島町１－２－６ 欧風・洋風・ダイニングバー
２　（セコンド） 鹿島町１－２－７ アルコール類
アルベアーレ 鹿島町１－４－１７ アルコール類
百番食堂　銀座店 鹿島町１－９－８ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・かつどん
中華飯店 来々軒 鹿島町１－１０－１石井ビル1F ラーメン・ギョーザ
網元別館 鹿島町１－２０－１２ 和洋食
網元蟹海楽 鹿島町１－２０－１３ 和洋食
マクドナルド６号線日立店 鹿島町３－４－６ ビッグマック等・セットメニュー・ハッピーセット
割烹 寿々木 弁天町１－１－２１ 大小宴会・仕出し料理
肉のレストラン　くらた 弁天町１－２－６ 常陸牛
餃子ＢＡＲ　Ｇ－ＢＲＯＳ 弁天町１－２－１５ ４種類の生ビールと手作り餃子
カフェダイニング・ピンチョス 弁天町１－３－１１ ボロネーゼスパゲティ等
Ｍｏｏｎ　Ｂｏｗ 弁天町１－８－１７ 洋風居酒屋
ラウンジ・ビーナス 弁天町１－８－１７ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル
やきとりの名門 鳥太郎 弁天町１－９－１１ 焼きとり大皿盛・桜ダコのうす造り、90分飲み放題
弁天横丁ハイボール酒場　ハイカラ 弁天町１－１０－１１ ひたちハイボール・トリカラ
クラブ・ルビー 弁天町１－１０－１２ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル類
Ｂｅｌｉeｖｅ 弁天町１－１１－１ スナック
Ｂａｒ　ＦＬＡＳＨ 弁天町１－１１－３ お酒・ソフトドリンク・おつまみ
百番食堂　弁天町店 弁天町１－１１－６ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・とんかつ定食
和食屋　まんぼう 弁天町１－１１－１０ 日本食・定食物・コース料理
父屋 弁天町１－１１－１２ 居酒屋
スナック サントヒロ 弁天町１－１２－１ 酒・料理・おつまみ全般
カオスダイニング５２５ 弁天町１－１５－８－２Ｆ 居酒屋（和食・洋食）
セカンドアース 弁天町１－１６－１１ ひたちモヒート・ひたちハイボール・久慈浜産しらすピザ

ＳＮＡＣＫ　ＩＲＩＥ 弁天町１－２１－１４ ビール・焼酎・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク
American Diner cotton's 弁天町２－４－１０ ハンバーガー・洋食・各種アルコール
はなの舞　日立駅前店 幸町１－４－１０ 各種のみ放題コース　他
ダイニングバー 幸町１－１２－１ ランチ：さしみ・天ぷら定食・寿司　夜：串揚げ・宴会等
カクテルと食彩の店　とらんたん 幸町１－１２－４　Ｐｍビル5Ｆ ウィスキー・ビール・焼酎・カクテル・フード類
ドトールコーヒーショップ日立店 幸町１－１５－４ コーヒー・軽食
ベイカナーズ 幸町１－１５－６ スズキビル２Ｆ イタリア家庭料理（パスタ・ピザ）
さくらカフェひたち 幸町１－１５－９ キッズスペース付き、ワンデイシェフの食事・小箱ショップ
ホテル テラスザスクエア日立 幸町１－２０－３ レストラン（ランチ・ディナー）・宿泊
じぇんとる麺 幸町２－６－１２ ラーメン
旬菜喰楽ぶ　ＴＯＭＯ 幸町２－７－４ 刺身・魚料理・焼酎・日本酒
珍竹林　日立店 幸町２－９－１５ 和食
ホテル天地閣 旭町２－６－１３ レストラン
韓伊ダイニングちゃんぽん市場 平和町１－１７－３ チヂミ・酒類・マッコリ・ビール
味工房　美味小家 平和町１－１７－４ 創作料理
日本料理 つる伴 平和町１－１７－４ 会席料理
食彩酒家じゅまる 平和町１－１７－６－１０３ 洋風居酒屋・ワイン・日本酒
らくみ玉の井 平和町１－１８－２ 和食・魚料理・お酒・ランチ
八方寿司 助川町１－７－１３ 寿司（押し寿司）弁当
おもてなし料理　響 神峰町１－１０－４ 和食が中心のおもてなし料理
門部屋　本店 旭町２－３－２ 寿司・ランチ
ココス滑川店　 滑川町１－１２－６ ファミリーレストラン
マクドナルド日立小木津店 相田町１－８－５ ハンバーガー等、ファーストフード
ロマン亭 日高町４－７－２３ 洋食（オムライス・ハンバーグ等）ケーキ・スコーン
マクドナルド日立豊浦カスミ店 川尻町５－３－１７ ハンバーガー等、ファーストフード
中華　萬福 川尻町６－５０－３ 五目焼きそば・担々麺
ストーンビーチ 十王町伊師６５６－４ パスタ・ピザ・洋食
コンビニ・スーパーマーケット（１０００㎡未満）
サンユーストアー若葉店 若葉町３－１－１８ 食料品・日用品
セイブ十王店 十王町友部１６３５ 食料品・日用品
セイブ大みか店 大みか町４－２－８ 食料品・日用品
セイブ桜川店 桜川町２－１９－７ 食料品・日用品
かわねや　南高野店 南高野町２－１－１ 生鮮食品・一般食品
セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立大みか店 大みか町１－２６－１７ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立東大沼町２丁目店 東大沼町２－２－７ おにぎり・サンドイッチ・菓子・飲料
セブンイレブン日立塙山店 金沢町２－６－１０ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立鮎川町一丁目店 鮎川町１－１０－２２ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ ７プレミアム・７カフェ・セブンミールサービス
セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 弁当・おにぎり
セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－７ 弁当・おにぎり
セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 食料品・雑貨
セイコーマート日立南店 大和田町８５８－６ 食料品・雑貨
セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 食料品・雑貨
セイコーマートしもむら店 滑川本町５－１２－２８ 食料品・雑貨
セイコーマート日立台原店 台原町２－１３－１ 食料品・雑貨
セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 食料品・雑貨
フードスクエア日立神峰店移動スーパー 神峰町１－７－７ 食料品の移動販売

イトーヨーカドー日立店 幸町１－１６－１
ヨークベニマル日立会瀬店 会瀬町４－１４－１
セイブ小木津店 日高町１－２４－７
サンユーストアー東町店 東町４－５－１
サンユーストアー東多賀店 東多賀町４－１－２３
サンユーストアー新鮎川店 鮎川町１－４－２
カスミ東大沼店 東大沼町３－２６－２０
カスミ鮎川店 鮎川町４－１－５４
カスミ　フードスクエア日立神峰店 神峰町１－７－７
カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７
フードオフストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３
マルトＳＣ森山 森山町５－９－１
マルト東金沢店 東金沢町５－５－１５
マルト諏訪店 諏訪町４－１１－１６
マルトＳＣ平沢 高鈴町１－３－１

マルトＳＣ滑川 滑川本町５－３－３０
マルトＳＣ田尻 田尻町５－１４－１
カワチ薬品 大沼店 大沼町２－２０－６
カワチ薬品 鮎川店 鮎川町４－７－２１
カワチ薬品 田尻店 田尻町４－３６－１０
カワチ薬品 川尻店 川尻町５－５７－１０
ホームセンター山新多賀店 千石町４－５－１３
ホームセンター山新神峰店 本宮町４－２６－１１
インテリアショップ山新日立店 諏訪町１－２－２０
ケーズデンキ日立店 鮎川町１－３－１
ケーズデンキ日立北店 東滑川町４－１２－２３
カインズホーム日立店 留町字前川１２７０－２
㈱オートアールズ日立店 留町字前川１２７０－２
ＤＣＭホーマック日立店 田尻町５－６－１
ヤマダデンキ テックランド日立店 滑川町２－４－１

大型店　（共通券のみご利用できます）

実 施 機 関
TEL 0294-22-0128日立市幸町1-21-2日立商工会議所
TEL 0294-39-2086日立市十王町友部1596-3日立市十王商工会
TEL 050-5528-5104日立市商工振興課

ホームページ
http://www.hitachicci.or.jp/premium/

最新情報はこちらから

食料品（生鮮食品／加工食品／米穀類／青果）
しらすパーク 留町１０３９－１ しらす・ひもの
㈲井戸道丸漁業 みなと町 日立おさかなセンター内 鮮魚・塩干物
道の駅　日立おさかなセンター みなと町５７７９－２４ 新鮮魚介類・土産品・味勝手丼・旬の魚料理
杉山商店 南高野町３－１７－８ 食品・酒・青果
元長（全日食チェーン久慈浜店） 久慈町１－２９－１８ 野菜・魚類・精肉・惣菜・酒
大川屋 久慈町３－３－２０ 水産加工品
㈲明治屋 久慈町３－９－１０ 野菜・果物・菓子・日用雑貨
やまさん青果㈲ 久慈町３－１４－１３ 青果物
つるや米穀店 久慈町３－２０－９ 米穀・関連食品
五来商店 久慈町３－２２－１５ わかめ・他
仙台屋 田所半五郎商店 久慈町４－５－２０ 干物各種（みりん干し・一夜干し）
安掛精肉店 久慈町５－３－３１ 精肉
長山米穀店 水木町１－１３－５ 常陸太田市産　ＪＡ特別栽培米
さかなの おおうち 水木町１－２７－２ 刺身
あかつ水産　本店 水木町２－８－４０ 生鮮食品
大みか きのこランド 森山町４－2 生しいたけ
肉屋　半七 大みか町４－３－１３ 精肉
㈲菊水食品 東大沼町４－２９－１１ ゴールド納豆・ひたちの納豆 等
㈲澤田肉店 千石町１－１０－１０ 精肉
黒澤米穀店 河原子町３－７－２１ 精米
酒王　桜川店 桜川町３－１５－３ 食品全般
おさかな市場　魚長水産 鹿島町１－１５－１１ 地場鮮魚（会瀬港、久慈浜、河原子）・おさしみ各種
渡辺果実　平和通り店 鹿島町１－５－８ 果実
渡辺果実　パティオモール店 幸町１－１５－５ 果実
肉の登利要　日立店 幸町２－８－１４ 精肉
スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 一般食品・酒・青果
和田ストアー 十王町友部１０９－７ 食料品・酒
ＪＡ常陸　みなみ支店 大和田町１９９２ 農産物
ＪＡ常陸　旬味満菜館 大和田町２２２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　日高支店 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　ふれあいパーク日高 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　豊浦直売所 川尻町１－３４－１ 農産物
ＪＡ常陸　日立支店 宮田町３－４－７ 農産物
ＪＡ常陸　とうふ工房名水亭なか里 入四間町８２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　中里支店 東河内町１９４９－１ 農産物
ＪＡ常陸　十王支店 十王町伊師本郷４３－１ 農産物
十王物産センター鵜喜鵜喜 十王町伊師５２８－１ 農産物
酒・お茶・味噌・健康食品等
味噌蔵みずきの庄 水木町１－１２－１６ 味噌・みそスイーツ
リカーハウス　アジマ日立店 金沢町１－１３－１４ 酒類・ギフト
木村酒店 金沢町２－５－６８ 酒類
菊池園 千石町１－１９－２ 茶・海苔・茶器
茶の花月園 千石町２－３－８ 茶・海苔・菓子
牧ノ原 日立店 多賀町１－１４－２ 日本茶・海苔・陶器 他
㈲長山酒店 多賀町１－１７－１ 日本酒・他
日立酒類販売㈱ 鮎川町４－１－３２ 玉の雫
大宮園　本店 鹿島町１－２－４ お茶・海苔・茶道具
アロエ苑 弁天町１－１－２１ 健康ブドウ酢ビワミン・健康食品
合資会社小川屋酒店 弁天町１－１０－４ 酒類
大宮園　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店Ｂ１Ｆ お茶・海苔
みどり園 パティオモール店 幸町１－１３－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
トミタ酒店 幸町２－２－２２ 酒・米・惣菜（おにぎり・お弁当）赤飯・餅
おそのえ 若葉町３－８－１０ 酒類・米
酒王　日立本宮店 本宮町４－１２－１ 酒類
みどり園 本店 宮田町２－６－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
大宮園　流通センター 小木津町４－７－１４ お茶・海苔
森島酒造 川尻町１－１７－７ 地酒「大観」・酒粕
ミスター酒屋さん 川尻町５－１９－８ 酒類
㈱宏和商工日立酒造工場内　直売所 十王町友部１０４ 地酒販売（清酒・焼酎・リキュール）
（資）椎名酒造店 十王町高原４１１ 富久心
柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 酒類・一般食品
菓子・パン・お土産
かの子や 留町１１３２－２ 和菓子
不二家　大みか店 大みか町１－５－１７ 洋菓子
㈲運平堂本店 大みか町１－６－７ 大みか饅頭
洋菓子グランバーズ 大みか町１－６－７ ケーキ・クッキー・コーヒー（喫茶）
運平堂本店　多賀店 千石町２－４－３３ 大みか饅頭
あんず通りの菓子工房グランイル 多賀町２－５－１２ ケーキ・焼き菓子
菓匠たけだ　鮎川店 鮎川町２－７－１ 和菓子・ケーキ
ドーナツの店　はせ川　諏訪店 諏訪町１－１２－４０ ドーナツ
アトリエ マドレーヌ 国分町３－２－２８ 焼き菓子・フィグケーキ
ＣＯＲＩＮ　（火・木曜日営業） 中成沢町２－２８－１１ 国産小麦を使ったパン・焼き菓子
かずみ 中成沢町３－１７－１８ 洋菓子
モルトボーノ 旭町２－５－１０ ＮＡＧＩＳＡシュークリーム
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 幸町１－１－２ 市内土産品等
運平堂本店　日立店 幸町１－７－１７ 大みか饅頭
ドーナツの店　はせ川 幸町１－１５－３ ドーナツ

さくらスクエア 幸町１－１５－７ 茨城県北の特産品等・レンタルスペース
サーティーワンアイスクリーム日立駅前店 平和町１－１－６ アイスクリーム
パティスリーましぇり 本宮町４－１－１０ 洋菓子・生菓子・焼き菓子
菓匠たけだ　田尻店 田尻町５－１４－３ 和菓子・ケーキ
日立和洋菓子いちかわ 日高町３－１２－１ 和洋菓子・季節の果物まるごとシリーズ
大髙かおる堂 川尻町５－１６－１０ 和洋菓子
御菓子司 風月堂 十王町山部１６６５－３ 和洋菓子
衣料品（紳士服・婦人服・学生服・呉服・小物等）
笹屋 大和田町１－７－３８ 衣料・学生服・婦人服
笹島 久慈町１－３０－２０ 婦人服・紳士服・小物
Ｆａｉｒｙ Land TAKE-1　大みか店 久慈町２－２８－１２ 子供服
Ｋショップ 久慈町３－９－２１ 婦人服・スクール用品・作業服
洋服の青山　日立南店 金沢町２－３２－３ 紳士服・レディス商品
トーワセンイ　総合作業衣センター 金沢町４－２６－２５ 作業服・ユニフォーム各種
㈱イサカソーイング 東金沢町４－１３－６ 婦人服・雑貨・生地・洋裁小物
サンク・ミュ 千石町１－２－１２ ブティック
ファッションハウス　ゴライ 千石町１－３－１６ 婦人服
若美屋 多賀店 千石町１－４－１９ 婦人服
カメブ呉服店 千石町１－４－２６ 着物・和装小物・洋装品
衣料のわだ 千石町１－１１－14 婦人服
きもの館　志お屋 千石町１－１１－１８ 呉服・和雑貨・レンタル衣装
ＢＯＮＧＯＵＴ（ボングウ） 千石町１－１９－６ クレール21 1F 婦人服･バッグ
レディースファッションヒルタ多賀店 千石町２－１－８ 婦人服・学生服
佐々木洋服店 多賀町１－３－７ 注文洋服・学生服
ブティック カシワヤ 鹿島町１－６－９ 婦人服
柏屋呉服店 鹿島町１－７－５ 呉服
レディスショップ正札堂 鹿島町１－１３－９ 婦人洋品
レディーズランド コ.コ 鹿島町１－１３－９ 婦人服
レディースファッションヒルタ日立店 鹿島町１－１５－９ 婦人服・学生服
手芸の若美屋 弁天町１－９－４ 手芸用品・エプロン
若美屋プラス１ 弁天町１－９－４ 婦人服
シャルマン 幸町１－13－１３ 婦人服
一番街 幸町1－11－２ 制服
ＳＡＭＯＮ（サモン） 幸町１－１２－２ メンズカジュアル
ドリームライフ スズキ 幸町１－１５－６ 学生服・婦人服
ブティック　ユキ　クラブ イトーヨーカドー日立店１Ｆ 婦人服
Boutique TAKE-1（ブティック テイクワン） イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
ブティック　エルモア ユキ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
レディースファッションヒルタ駅前店 イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服・学生服
レディーズランド コ.コ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
サンタ日立店 イトーヨーカドー日立店４Ｆ 子供服・大人服
ワン・ステップ 平和町１－１７－１６ メンズ・レディス・カジュアルウェア
斉藤都世子作品ルーム日立サロン 助川町１－８－１５ 婦人物ニット
㈲森山商店 神峰町１－８－１１ 市内（市立・県立・私立）中学・高校制服
洋服の青山　日立北店 田尻町５－２－１ 紳士服・レディス商品
大丸 川尻町1－22－3 学生衣料・婦人服・雑貨
おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 衣類
松之屋 十王町友部東２－３－６ 衣料品
ファミリーショップ カミヤ 十王町友部１７ 衣料品・雑貨
寝具・バッグ・靴・インテリア用品
ふとんのねもと　大みか店 大みか町３－２３－４ 寝装品全般
スミヤカバン店 千石町１－１１－２３ 鞄（ハンドバッグ・ショッピング・紳士用）
ふとんのねもと　 鮎川町１－１１－５ 寝装品全般
細井ふとん店 西成沢町１－３３－１５ 綿の打ち直し・布団・寝具・カーテン
ワシントン靴店 弁天町１－１０－２ 靴
ニットー靴店　平和通り店 幸町１－７－１０ 紳士靴・スニーカー
ニットー靴店　パティオモール店 幸町１－１２－３ 紳士靴・スニーカー
家電品（家電修理・工事等）
三栄電機商会 石名坂店 石名坂町１－６－３ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
モリカワ電器 久慈町２－１０－４ 家電品
志賀電器 久慈町５－１－１３ 電機器具
でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 家電品
ダイワでんき 水木町２－７－２９ 家電品・修理・リフォーム・電気工事
マルナガ電機 金沢町２－１５－１６ 家電品（日立）・一般家電品・太陽光・リフォーム
永井電器 東金沢町５－４－２０ 家電品
わたべ電機 東金沢町５－１７－９ 家電品
太陽電機 東大沼町２－３３－１５ 家電品
石川電器 大沼町２－１－２２ 家電品
新光社 鮎川町１－１０－１９ 家電品
ヒノデデンキＫ．Ｋ． 桜川町１－３－２０ 家電品・サービス
ライフアップスワ 桜川町３－５－４ テレビ・冷蔵庫・エアコン
ササキ商事 末広町４－４－８ 家電
三栄電機商会 本店 中成沢町２－８－１４ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
エジリデンキ 東成沢町２－１－１５ 家電品
ミシンのヨシダ 鹿島町１－４－１０ 家庭用・工業用ミシン・縫製付帯器機
㈲大部無線 弁天町１－７－１３ 家電品
栗原電気商会 神峰町２－４－１５ 家電品
㈲川瀬電機商会 滑川本町２－８－２９ 家電品・空調機器・電気工事

茨城ハセ電化 日高町４－１－１３ 家電品全般・工事・修理
オオモリデンキ 川尻町７－１－７ 家電品
㈲光電社 十王町友部東１－１－４ 家電品・住宅リフォーム
でんきのゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 家電品
㈱モンマデンキ 十王町友部１６５０－８ 家電品
眼鏡・補聴器・宝飾・時計
メガネのナリタ 大みか店 大みか町２－２７－５ 眼鏡
こばやしメガネ補聴器 千石町１－５－１１ メガネ・補聴器
メガネのナリタ 多賀店 多賀町１－２－２ 眼鏡
大和田時計眼鏡店 多賀町１－１３－２０ 時計・メガネ・貴金属
アイ・ジュエリーツボタ 東多賀町５－１１－２３ メガネ・宝石・時計
宏実屋時計店 幸町１－５－１０ 時計・メガネ・宝石・補聴器
リオネットセンター日立 幸町１－８－１５ベルメゾンひたち101 補聴器・難聴用補助商品
㈲メガネの東港堂 幸町２－８－１５ 眼鏡
メガネのナリタ ヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店３Ｆ 眼鏡・コンタクト
メガネのナリタ 本店 助川町１－７－１３ 眼鏡
化粧品・医薬品・生活用品・雑貨・ドラッグストア（1000㎡未満）
マルトパワードラッグ森山店 森山町５－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
コトブキ薬品 金沢町１－４－１６ 100円で１ポイント・５０ポイントで割引
ノエビア ホワイト プレインズ 大沼町３－１９－１４ ノエビア化粧品・フェイシャルエステ
池上薬局 千石町１－３－３ 医薬品・漢方薬・健康食品・ホワイトリリー化粧品
セキネ薬局 千石町２－１－９ 医薬品
マルトパワードラッグ千石店 千石町３－４－１０ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
クレストショップＴＡＭＵＲＡ 多賀町１－１３－２１ コスメデコルテ・ＳＫ-Ⅱ・カシー・キリョウ・ポールスチュワート
白雪姫 多賀町１－１４－４ 化粧品・エステ
ノエビア ビューティースタジオ エヌズ 多賀町２－１４－１０ 化粧品
厚生薬局 東多賀町５－１０－１２ 一般医薬品・化粧品・処方調剤
くすりのマルト鮎川店 鮎川町３－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
ノエビアビューティスタジオ～ブラン～ 諏訪町２－４－２９ 化粧品
マルトパワードラッグ諏訪店 諏訪町４－５３４－２ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
マルトパワードラッグ成沢店 中成沢町２－３７－１１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
サンドラッグ日立会瀬店 会瀬町４－１４－１ ドラッグストア
みどりや 鹿島町１－１－８ 家庭用品・業務用品
化粧品店ぱふ 鹿島町１－４－１０ 化粧品（資生堂・カネボウ・アルビオン）
コスメティックサロン Marumiya 鹿島町１－９－２ 化粧品（アルビオン・コーセーデコルテ・資生堂ベネフィーク）
趣味の店　あいざわ 弁天町１－１５－１２ 雑貨・袋物
メナードフェイシャルサロン日立店 本宮町４－１４－２ 化粧品・フェイシャルエステ
一仙堂荒友薬局 神峰町２－１４－３ 医薬品・化粧品・漢方薬
亀甲堂薬局 神峰町４－２－１ 健康相談・漢方薬　など
大曽根薬局 高鈴町３－１－２８ 医薬品・化粧品
マルトパワードラッグ滑川店 滑川本町５－３－３５ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 化粧品
マツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１ 医薬品・化粧品・健康食品・日用品
十王薬局 十王町友部東１－２－１ 医薬品・処方箋調剤
ＹＳよしのや 十王町友部東２－６－１２ 化粧品
菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 薬品・化粧品
ギフト・生花・仏壇・冠婚葬祭用具
花の店 あかつ 久慈町３－１２－３０ 生花・観葉鉢・花鉢
ベルフローリスト 大久保町３－１８－４ 生花・鉢植え・プリザードフラワー
花の鈴廣 千石町１－３－４ 生花・造花・仏具
ウエサカ花店 多賀町２－１９－５ 生花（生け花・ブーケ・花束・アレンジメント・仏花）
鈴廣 合掌堂 鮎川町１－１０－９ 仏壇・仏具
陽光堂 東成沢町１－１－３ 仏具・線香・ローソク
シャディサラダ館日立平和通り店 鹿島町１－４－１０ カタログギフト・ギフト用品
花の春秋舎 鹿島町１－１２－６ 生花・造花・プリザ・花束・アレンジ・鉢物他
仏壇仏具のショウルーム大知 鹿島町１－１５－７ 仏壇・仏具・神具・提灯
パークス㈱日立営業所 若葉町１－１７－５前野ビル1F お中元ギフト・内祝等のカタログ贈答品
フラワーハウス ワタナベ 日高町１－３１－５ 切花・鉢物
文具・事務用品・書籍・ＤＶＤ・ＣＤ・カメラ・写真・印章・玩具
ＯＳＡ・書房 久慈町２－２８－１４ 書籍・文具
おもちゃ・ホビーのキング 大みか町１－１－５ 玩具
ＢＩＧＢＥＮ　大みか店 大みか町４－２２－５ ＤＶＤレンタル
エイトスタジオ本店 大久保町１－２－１２ 写真撮影・レンタル衣装・美容
堀之内文具店 千石町１－３－７ 文具・事務機・スチール製品
フタバ写真 千石町３－４－６ スタジオ撮影・レンタル衣装
イナダスタヂオ 千石町４－７－９ スタジオ写真・写真全般
カメラのオリオン 多賀町１－１２－２４ カメラ・写真材料・デジカメプリント
一誠堂書店 多賀町１－１３－７ 書籍・雑誌
ブックエース　日立鮎川店 鮎川町５－１－１ 書籍・ＤＶＤ・ＣＤとＤＶＤ・ＣＤレンタル
㈱田所書店 鹿島町１－１２－９ 書籍・雑誌・文具
㈱助川カメラ 弁天町１－１０－１６ カメラ・カメラ用品・写真プリント加工・化粧品
㈲スタンプナメカワ 幸町１－５－９ 印章・ゴム印・印刷（名刺・ハガキ）
ＮＯＶＡ茨城日立駅前校 幸町１－１２－４　Ｐｍビル1F ＮＯＶＡオリジナルグッズ（ぬいぐるみ・文房具）
㈱北書房 助川町１－９－１６ 書籍・雑誌・文具
ヘリオス写真スタジオ 神峰町１－１０－７ 写真撮影
レインボースタジオ 神峰町２－１－５ 写真全般
㈲木村書店 日高町１－２－３ 書籍・雑誌・事務用品・文具・雑貨

エイトスタジオ日立北店　　　 日高町３－１２－１３ 写真撮影・レンタル衣装・美容
スポーツ・レジャー施設・自転車・旅行
ドレミ　大みか店 大みか町２－２８－６ カラオケ
川﨑サイクルモータース 大沼町１－１６－１ 自転車・電動アシスト自転車・バイク
㈲シノハラ 千石町１－３－２ スポーツ用品全般
スポーツエス 千石町３－２－１０ 登山・スキー・カヌー・アウトドアウェア・ＭＢＴ
宮田商会 多賀町５－７－１７ 自転車・バイク販売・修理
平和台スポーツセンター 諏訪町４－２８－１ ゴルフ練習場
サイクルショップイマイ 鮎川町６－４－２２ 自転車・サイクル関連商品・修理
㈱小泉スポーツ 鹿島町１－９－５ スポーツ用品・スポーツウェア
並木スポーツ 鹿島町１－１６－１５ スポーツ用品
㈱ＪＴＢ関東　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店１Ｆ 旅行
山内鉄砲火薬店 宮田町２－６－１３ 銃・射撃用品・玩具花火
ドレミ　日立滑川店 滑川町１－１－３ カラオケ
日立ゴルフクラブ 滑川町３０３３ ゴルフプレー・レストラン・山内ゴルフショップ
ゴルフ５ 日立店 相田町２－１－５ ゴルフ用品
日立電鉄交通サービス日立南営業所 留町字前川１２７０－５５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス多賀駅前店 千石町１－１－８ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス神峰営業所 滑川町２－１１－５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
自動車・オートバイ関連・自動車整備・燃料
大一商事㈱日立港ＳＳ 久慈町３－７－１２ ガソリン
澤畑モータース 森山町３－７－２１ オートバイ（部品用品・車検・修理）
オートバックス　日立金沢店 金沢町３－２０－１ カー用品・車検・車販売
ミスタータイヤマン　フットワーク２４５ 東金沢町１－１３－４０ タイヤ修理・販売
大畑自動車工業所　　 大久保町１－４－５ 自動車板金・塗装
㈱宮本石油店　多賀給油所 大久保町３－１０－２０ 車輌燃料・灯油
大一商事㈱多賀ＳＳ 多賀町２－１９－３ ガソリン
㈲山永自動車整備工場 中成沢町１－９－１１ 自動車整備・オイル交換・車検
ギャロップ 鹿島町２－１６－１０ 二輪車（用品・部品・修理・車検）
㈱宮内石油 平和町１－１３－３ ガソリン・洗車
カーオーディオショップ　ヨシナリ 東町１－１１－１７ カーオーディオ・ナビ・カー用品・販売・取付
㈱大畠自動車商会 本宮町４－２８－５ 新車・中古車・その他
㈲日工自動車サービス 滑川町１－１３－８ 車検整備・板金・新車・中古車／諸費用は除く
㈲日立電池商会 滑川町２－２－１２ カーエアコン・カーナビ・ＥＴＣ・修理・販売・取付
カーショップ秀 折笠町９１０－６ 新車・中古車販売
増井石油店 日高町３－１１－１ 燃料（ガソリン）
住宅関連・ガス関連・設備・リフォーム・工具
黒沢燃料㈱ 石名坂町１－５０－２２ ガス器具・住宅設備品
㈱和田塗装工業 森山町４－１０－１０ 塗装・防水工事
㈱明治商会 日立支店 千石町４－４－５ ＬＰガス・住宅設備品
エネスタ多賀 多賀町１－１５－１１ リフォーム・設備機器・ガス機器
梅原材木店 東多賀町２－１２－６ 一般住宅新築・リフォーム
㈲塚田燃料商事 東多賀町２－１５－２ プロパンガス・ガス器具・システムバス・システムキッチン
㈱山森 末広町２－１－３０ 一般住宅新築・リフォーム
ＭＡＤＯショップ日立店 国分町３－１０－１２ アルミサッシ・窓・玄関改修・硝子工事
多賀燃料 永山商店 諏訪町１－１１－３ ガス・石油・住宅設備器機
㈲緑川塗装店 諏訪町３－８－１９ 住宅塗装
㈱日興 会瀬町４－１－４３ 家庭用塗料・業務用塗料・塗装用具・消火器
㈱高橋宗四郎商店 助川町２－４－１５ 畳
㈲ますや 鹿島町２－６－４ 鍵の取付交換・ガラス修理・リフォーム
エネフィット㈱ミナカワ 弁天町１－８－７ ガス機器
㈱日立塗工店 弁天町２－２－３ リフォーム工事・塗装工事・防水工事
エネスタ日立 幸町１－２２－２ リフォーム・設備機器・ガス機器
菊地サッシ工業 川尻町６－４９－１８ ガラス・網戸・アルミサッシ・エクステリア
増子建窓 十王町友部１６０１－５ ガラス・網戸　他
ヤマザキショップ ヒロセ 十王町友部２７２３－１ 灯油・ガス・ガス器具・食品・雑貨
大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 金物・刃物・工具・せともの・雑貨
理容・美容・エステ・整体
理容オカモト 石名坂町１－２１－６ 理容全般・他
ファミリーヘアーサロンうの 石名坂町１－４０－１２ 理容全般・他
安掛　理容 石名坂町２－４４－１４ 理容全般・他
ミチコ理容 南高野町１－５－１１ 理容全般・他
ヘアーサロンおのせ 南高野町３－１１－５ 理容全般・他
理容キムラ 久慈町３－２９－１３ 理容全般・他
メンズサロン　ササキ 久慈町３－３４－３ 理容全般・他
カワノ美容室 久慈町４－１０－１６ 美容全般
高根理容室 久慈町７－１４－８ 理容全般・他
オリジナルヘアーサロンやまがた 大みか町１－５－１２ 理容全般・他
バーバー＆ビューティ三容 大みか町１－１７－１７ 理容・美容全般・まつ毛美容・訪問理美容
美容室えるもあ 大みか町２－２５－１ 美容全般
美容室アレンジ 大みか町２－２６－９ カット・カラー・パーマ
理容シマザキ 大みか町３－２１－５ 理容全般・他
ヘアーサロン大畑 水木町１－１４－１３ 理容全般・他
理容　海老沢 水木町２－２４－８ 理容全般・他
ヘアーサロンきよし 水木町２－３７－２２ 理容全般
小島療術院 東大沼町２－１２－２６ 整体・リンパマッサージ・健康グッズ
ヘアーステーション　オアシス 東大沼町２－１５－３ 理容全般・他
サロンド ヒロシ 東大沼店 東大沼町２－３０－１３ パーマ・ヘアカラー・カット・トリートメント 他

タドコロ理容所 東大沼町４－２４－５ 理容全般・他
理容やまがた 大沼町２－１７－１７ 理容全般・他
千葉理容室 大沼町３－２－１１ 理容全般・他
鈴木理容所 森山町２－２８－７ 理容全般・他
ＢＡＲＢＥＲ　Ｍ２ 森山町３－４－１９ 理容全般・他
ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 東金沢町２－１９－３ 女性お顔そりエステ・メンズフェイシャル
関根理容室 東金沢町５－３０－３ 理容全般・他
理容 冨士 大久保町２－５－１１ 理容全般・他
オオクボ理容 大久保町２－１１－７ 理容全般・他
あたまスタイルＳＥＫＩＮＥ 千石町１－３－５ 理容全般・他
ミリオン美容室 多賀町１－２０－６ 美容全般
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｋaminaga(ヘアー＆フェイス カミナガ) 多賀町３－１－２３ 理容全般・レディスシェーブ
ヘアーサロン はぎわら 多賀町５－５－２ 理容全般・他
ヘアーサロンつばめ 多賀町５－１５－５ 理容全般・他
理容プリンス 東多賀町２－５－２５ 理容全般・他
ヘアーサロン　モトジマ 東多賀町２－１０－４ 理容全般・他
美容室ココワ 東多賀町２－１１－１５ 美容全般・着付け
ビューティーサロン フェミニン 鮎川町３－８－７ カット・パーマ・カラー・着付・貸衣装
メンズカット アユカワ 鮎川町４－３－２３ カット・パーマ・カラー・シェービング
理容トモベ 鮎川町６－２－２４ 理容全般・他
理容クロサワ 鮎川町６－５－１ 理容全般・他
総健創美館　日立鮎川店 鮎川町６－５－１６ カイロプラクティック（肩こり・腰痛・膝痛等）
ヘアーサロン　うめはら 河原子町３－１５－６ 理容全般・他
理容シーク 諏訪町３－３－８ 理容全般
小咲台 理容 諏訪町５－１６－７ 理容全般・他
理容 若葉 桜川町３－４－１４ 理容全般・他
ヘアーサロン コムロ 桜川町３－４－２２ 理容全般・他
理容ますこ 桜川町４－１９－７ 理容全般・他
ヘアーサロン　ボン 西成沢町１－３４－３８ 理容全般・他
カットルーム ナルサワ 西成沢町３－２－１２ カット・ヘアカラー・パーマ等　
理髪　茂木 中成沢町２－３１－１１ 理容全般・他
美容室コトブキ 会瀬町２－１５－１５ カット・パーマ・毛染・着付
秋山理容所 助川町２－４－２ 理容全般・他
Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＭａｒＣｉａｎ 助川町２－６－１１ 理容全般・他
エメロード美容室２１ 鹿島町１－６－９ 美容全般
ミツワ理容 弁天町１－１－９ 理容全般・他
Ａｓ－ｏｎ　ｈａｉｒ　（アズオン ヘアー） 弁天町１－９－７ カット・パーマ・メイク・ヘアセット・ヘッドスパ
理容マツザキ 弁天町２－５－１３ 理容全般
リラクゼーションスペースＨｕｇ 幸町１－７－１打手屋第２ビル203 もみほぐしリラクゼーションエステ・フェイシャルリンパオイルマッサージ
ウェーブアジャート Wave-agiato 幸町１－１３－１１ カット・パーマ・ヘアカラー・エクステ・ヘッドスパ
ヘアーサロン　プラネット 幸町２－１１－１１ カット・パーマ・カラー
理容かわさき 幸町２－４－５ 理容全般・他
常陽　理容院 平和町１－１４－９ 理容全般・他
理容しいな 若葉町３－６－１２ 理容全般・他
美容室ラ・ティエラ 本宮町２－１０－７ 美容全般
カットハウス・テルウチ 神峰町３－８－８ 理容
ヘアー　ナカノ 東町１－１１－１３ 理容全般・他
ヘアーサロン　サンクス 東町１－１５－９ 理容全般・他
ヘア・ケア・イオス 東町３－５－７ カット・パーマ・カラー・ヘアケア等
ヨツクラ　理容所 高鈴町３－１－２９ 理容全般・他
理容 大洋 宮田町３－５－１７ 理容全般・他
カットサロンいちかわ 宮田町３－１２－６ 理容全般・他
サロン・ド・ピア 滑川本町１－１１－１５ パーマ・ヘアカラー・カット等
Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔeｓ美容室　（レ・コケット） 田尻町１－４４－２８ 美容全般
美容室 髪ing (ビヨウシツ　カミング) 田尻町３－２６－３ 美容全般
ヘアースタイリスト・サロン エルム 小木津町１－２９－３０ カット・パーマ・カラーなど
カットルーム サトシ 日高町１－２３－１０ カット（男性・女性）・カラー・パーマ
ビューティサロンＫ 日高町４－７－３２ 美容全般
カットハウスフレンド 砂沢町１－９ 介護カット・理容全般
理容トビタ 十王町友部１８６－１ 理容全般
ヘアーサロンワタナベ 十王町友部２７３１－１ カット＆パーマ
各種サービス・スクール・宿泊・タクシー・その他
日立南部タクシー 石名坂町１－１２－３４ タクシー
里見タクシー 久慈町１－１３－６ タクシー
海づくしの湯 はぎ屋旅館 水木町１－１－１５ 宿泊・売店・食事処・立ち寄り湯
日立常陽タクシー 水木町１－３２－８ タクシー
極真会館　茨城県常総支部 日立道場 大みか町３－１７－１３ 青少年育成+空手の指導
五来タクシー 大みか町４－６－１６ タクシー
グレースティアラ みかの原町２－２－７ ガラス・クリスタル２Ｄ加工・赤ちゃんの足・手型等
辰巳タクシー 千石町３－２－１３ タクシー
青葉台サロン 西成沢町４－２３－５ 団地のお茶の間
ペットショップあんあん 城南町１－１１－３０ 犬のトリミング・ペットホテル・仔犬仔猫販売
ハトタクシー 助川町２－４－１３ タクシー
街なか交流スポット よって家fm 鹿島町１－１１－１４ 手作り品・カレー・定食・野菜販売・他
ホテル網元 鹿島町１－１５－１３ 宿泊
昭和ハイヤー 弁天町２－１－１０ タクシー
新星自動車 幸町２－１－３１ タクシー
日立タクシー 幸町２－９－７ タクシー

日立電鉄タクシー 幸町３－４－６ タクシー
㈱昭和活版所 旭町２－１－４ 名刺・挨拶状・暑中見舞い・年賀はがき
㈲日立観光ハイヤー 神峰町２－９－８ タクシー
㈱増子看板店 小木津町４－３－８ 看板・名刺
旭タクシー 日高町１－２６－１２ タクシー
Ｄog　Ｐ・サロンＩＢＵ（ドッグプリンセスサロンイブ） 十王町友部東１－９－６ ワンちゃんのシャンプー・カット・アロママッサージ 他
飲食店・宴会・ファストフード等
マクドナルド日立カインズホーム店 留町字前川１２７０－２ ハンバーガー等、ファーストフード
東屋 久慈町３－１０－１０ 鮨
ｃａｆｅ　Ｍｉｚｕｋｉｎｏｓｈｏ 水木町１－１２－１６ 創作みそ料理・みそスイーツ
中国料理ふじよし 水木町２－３２－１３ 中華料理（ラーメン・チャーハン・ランチ等）
ココス水木店 水木町２－４３－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
大みか次郎長 大みか町１－３－１４ 地魚（今日の水揚げ）刺身
中華食堂　天海 大みか町１－５－１７ 中華料理・ランチ
串とんぼ日立店 大みか町１－６－３ 串揚げ・刺身・酒
いづみや 大みか町１－１７－９ 海鮮料理
我やが家 大みか町１－２６－１ 居酒屋
味道楽いけだ 大みか町２－２０－１２ 地魚・和食・刺身・一品料理・大小宴会・飲み放題コース有
玉の井 大みか町２－２２－１ 和食・魚料理・お酒
つぼ八　大みか店 大みか町２－２３－７ 料理・アルコール・ソフトドリンク
はんじょう 大みか町２－２３－８ 芋焼酎・森伊蔵 他　清酒 獺祭 他
はなの舞　大みか店 大みか町２－２３－１１ 単品飲み放題１，６８０円など
和食みさと 大みか町２－２５－９ 和食・洋食
アンブロッシェ 大みか町２－２８－１０ 洋食
とん亭 大みか町３－１－１９ とんかつ定食・アルコール飲料　他
スタミナラーメン三四郎 大みか町４－４－１２ スタミナラーメン
レストラン清海 大みか町４－１４－１３ 洋食
Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｃ　ＴＳＵＢＡＫＩ 大みか町４－１６－１０ オーガニックスイーツ・ランチ・コーヒー・自然食品
大阪王将　日立大みか店 大みか町４－２３－２４ 中華料理
Ｌａ Taverna（ラ タヴェルナ） 大みか町６－９－１ イタリア料理
居酒屋　大将 大みか町６－１２－１ 新鮮魚介・手仕込み串焼き・エクストラコールド生ビール
マクドナルド日立金沢店 金沢町４－１－１６ ハンバーガー等、ファーストフード
割烹　いな橋 東金沢町３－１４－２８ 割烹料理
ココス多賀店 大久保町３－１９８７－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
中日軒　じゅん菜　じゅん 千石町１－２－１３ 中華料理・フェアトレード（皮製品）バッグ・小物
串焼ふくろう 千石町１－４－２４ 串焼・刺身・和食・お酒
鮨さ 㐂ゝ 千石町１－４－８ 寿し・和食・一般
白山 千石町１－１５－１６ 日本料理
ステーキ＆ワイン 白耳蟻館 千石町２－７－７ オムライス・ハンバーグ・ステーキ・ビーフシチュー
お食事処 天力 千石町２－１０－７ 刺身・煮魚・焼魚・とんかつ・ホルモン焼
魚鮮水産多賀駅前店 多賀町１－１３－１ 海鮮料理
新富鮨 多賀町１－１９－９ 寿司・和食・仕出し
うおまさ 多賀町２－１５－１０ 刺身・寿司・季節の物など・日替わりランチ
喫茶店ＷＯＯＤＹ 多賀町２－１８－３ スパゲッティ・ピラフ・ドリンク・パフェ等
しゃぶしゃぶ温野菜　日立多賀店 鮎川町１－４－３ しゃぶしゃぶ食べ放題
ビーチバーガー９ 河原子町１－６－６ ハンバーガー・スムージー
釜めし処 みなみ 河原子町３－２９－２４ 釜めし・季節限定釜めし・アルコール類・おつまみ
和風れすとらん　はくせん 桜川町３－４－１９ お食事・宴会・ご法事等
ラーメン屋 たんぽぽの詩 桜川町３－４－２３ ごまみそラーメン・たんぽぽラーメン
グリルさくま 中成沢町２－７－１３ とんかつ・ハンバーグ
れすとらん幹　日立総合病院店 日立総合病院内 売店棟２Ｆ 天ざる・茨城尽くしの「茨定」・野菜ラーメン
ブレッドバイキング　サンマルク日立店 城南町１－１０－３ 洋食
お好み村どんどん 鹿島町１－１－３ お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き
酒彩ダイニング 陽　ｓｏｌａｎａ 鹿島町１－２－６ 欧風・洋風・ダイニングバー
２　（セコンド） 鹿島町１－２－７ アルコール類
アルベアーレ 鹿島町１－４－１７ アルコール類
百番食堂　銀座店 鹿島町１－９－８ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・かつどん
中華飯店 来々軒 鹿島町１－１０－１石井ビル1F ラーメン・ギョーザ
網元別館 鹿島町１－２０－１２ 和洋食
網元蟹海楽 鹿島町１－２０－１３ 和洋食
マクドナルド６号線日立店 鹿島町３－４－６ ビッグマック等・セットメニュー・ハッピーセット
割烹 寿々木 弁天町１－１－２１ 大小宴会・仕出し料理
肉のレストラン　くらた 弁天町１－２－６ 常陸牛
餃子ＢＡＲ　Ｇ－ＢＲＯＳ 弁天町１－２－１５ ４種類の生ビールと手作り餃子
カフェダイニング・ピンチョス 弁天町１－３－１１ ボロネーゼスパゲティ等
Ｍｏｏｎ　Ｂｏｗ 弁天町１－８－１７ 洋風居酒屋
ラウンジ・ビーナス 弁天町１－８－１７ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル
やきとりの名門 鳥太郎 弁天町１－９－１１ 焼きとり大皿盛・桜ダコのうす造り、90分飲み放題
弁天横丁ハイボール酒場　ハイカラ 弁天町１－１０－１１ ひたちハイボール・トリカラ
クラブ・ルビー 弁天町１－１０－１２ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル類
Ｂｅｌｉeｖｅ 弁天町１－１１－１ スナック
Ｂａｒ　ＦＬＡＳＨ 弁天町１－１１－３ お酒・ソフトドリンク・おつまみ
百番食堂　弁天町店 弁天町１－１１－６ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・とんかつ定食
和食屋　まんぼう 弁天町１－１１－１０ 日本食・定食物・コース料理
父屋 弁天町１－１１－１２ 居酒屋
スナック サントヒロ 弁天町１－１２－１ 酒・料理・おつまみ全般
カオスダイニング５２５ 弁天町１－１５－８－２Ｆ 居酒屋（和食・洋食）
セカンドアース 弁天町１－１６－１１ ひたちモヒート・ひたちハイボール・久慈浜産しらすピザ

ＳＮＡＣＫ　ＩＲＩＥ 弁天町１－２１－１４ ビール・焼酎・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク
American Diner cotton's 弁天町２－４－１０ ハンバーガー・洋食・各種アルコール
はなの舞　日立駅前店 幸町１－４－１０ 各種のみ放題コース　他
ダイニングバー 幸町１－１２－１ ランチ：さしみ・天ぷら定食・寿司　夜：串揚げ・宴会等
カクテルと食彩の店　とらんたん 幸町１－１２－４　Ｐｍビル5Ｆ ウィスキー・ビール・焼酎・カクテル・フード類
ドトールコーヒーショップ日立店 幸町１－１５－４ コーヒー・軽食
ベイカナーズ 幸町１－１５－６ スズキビル２Ｆ イタリア家庭料理（パスタ・ピザ）
さくらカフェひたち 幸町１－１５－９ キッズスペース付き、ワンデイシェフの食事・小箱ショップ
ホテル テラスザスクエア日立 幸町１－２０－３ レストラン（ランチ・ディナー）・宿泊
じぇんとる麺 幸町２－６－１２ ラーメン
旬菜喰楽ぶ　ＴＯＭＯ 幸町２－７－４ 刺身・魚料理・焼酎・日本酒
珍竹林　日立店 幸町２－９－１５ 和食
ホテル天地閣 旭町２－６－１３ レストラン
韓伊ダイニングちゃんぽん市場 平和町１－１７－３ チヂミ・酒類・マッコリ・ビール
味工房　美味小家 平和町１－１７－４ 創作料理
日本料理 つる伴 平和町１－１７－４ 会席料理
食彩酒家じゅまる 平和町１－１７－６－１０３ 洋風居酒屋・ワイン・日本酒
らくみ玉の井 平和町１－１８－２ 和食・魚料理・お酒・ランチ
八方寿司 助川町１－７－１３ 寿司（押し寿司）弁当
おもてなし料理　響 神峰町１－１０－４ 和食が中心のおもてなし料理
門部屋　本店 旭町２－３－２ 寿司・ランチ
ココス滑川店　 滑川町１－１２－６ ファミリーレストラン
マクドナルド日立小木津店 相田町１－８－５ ハンバーガー等、ファーストフード
ロマン亭 日高町４－７－２３ 洋食（オムライス・ハンバーグ等）ケーキ・スコーン
マクドナルド日立豊浦カスミ店 川尻町５－３－１７ ハンバーガー等、ファーストフード
中華　萬福 川尻町６－５０－３ 五目焼きそば・担々麺
ストーンビーチ 十王町伊師６５６－４ パスタ・ピザ・洋食
コンビニ・スーパーマーケット（１０００㎡未満）
サンユーストアー若葉店 若葉町３－１－１８ 食料品・日用品
セイブ十王店 十王町友部１６３５ 食料品・日用品
セイブ大みか店 大みか町４－２－８ 食料品・日用品
セイブ桜川店 桜川町２－１９－７ 食料品・日用品
かわねや　南高野店 南高野町２－１－１ 生鮮食品・一般食品
セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立大みか店 大みか町１－２６－１７ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立東大沼町２丁目店 東大沼町２－２－７ おにぎり・サンドイッチ・菓子・飲料
セブンイレブン日立塙山店 金沢町２－６－１０ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立鮎川町一丁目店 鮎川町１－１０－２２ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ ７プレミアム・７カフェ・セブンミールサービス
セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 弁当・おにぎり
セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－７ 弁当・おにぎり
セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 食料品・雑貨
セイコーマート日立南店 大和田町８５８－６ 食料品・雑貨
セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 食料品・雑貨
セイコーマートしもむら店 滑川本町５－１２－２８ 食料品・雑貨
セイコーマート日立台原店 台原町２－１３－１ 食料品・雑貨
セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 食料品・雑貨
フードスクエア日立神峰店移動スーパー 神峰町１－７－７ 食料品の移動販売

イトーヨーカドー日立店 幸町１－１６－１
ヨークベニマル日立会瀬店 会瀬町４－１４－１
セイブ小木津店 日高町１－２４－７
サンユーストアー東町店 東町４－５－１
サンユーストアー東多賀店 東多賀町４－１－２３
サンユーストアー新鮎川店 鮎川町１－４－２
カスミ東大沼店 東大沼町３－２６－２０
カスミ鮎川店 鮎川町４－１－５４
カスミ　フードスクエア日立神峰店 神峰町１－７－７
カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７
フードオフストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３
マルトＳＣ森山 森山町５－９－１
マルト東金沢店 東金沢町５－５－１５
マルト諏訪店 諏訪町４－１１－１６
マルトＳＣ平沢 高鈴町１－３－１

マルトＳＣ滑川 滑川本町５－３－３０
マルトＳＣ田尻 田尻町５－１４－１
カワチ薬品 大沼店 大沼町２－２０－６
カワチ薬品 鮎川店 鮎川町４－７－２１
カワチ薬品 田尻店 田尻町４－３６－１０
カワチ薬品 川尻店 川尻町５－５７－１０
ホームセンター山新多賀店 千石町４－５－１３
ホームセンター山新神峰店 本宮町４－２６－１１
インテリアショップ山新日立店 諏訪町１－２－２０
ケーズデンキ日立店 鮎川町１－３－１
ケーズデンキ日立北店 東滑川町４－１２－２３
カインズホーム日立店 留町字前川１２７０－２
㈱オートアールズ日立店 留町字前川１２７０－２
ＤＣＭホーマック日立店 田尻町５－６－１
ヤマダデンキ テックランド日立店 滑川町２－４－１

大型店　（共通券のみご利用できます）

実 施 機 関
TEL 0294-22-0128日立市幸町1-21-2日立商工会議所
TEL 0294-39-2086日立市十王町友部1596-3日立市十王商工会
TEL 050-5528-5104日立市商工振興課

ホームページ
http://www.hitachicci.or.jp/premium/

最新情報はこちらから



食料品（生鮮食品／加工食品／米穀類／青果）
しらすパーク 留町１０３９－１ しらす・ひもの
㈲井戸道丸漁業 みなと町 日立おさかなセンター内 鮮魚・塩干物
道の駅　日立おさかなセンター みなと町５７７９－２４ 新鮮魚介類・土産品・味勝手丼・旬の魚料理
杉山商店 南高野町３－１７－８ 食品・酒・青果
元長（全日食チェーン久慈浜店） 久慈町１－２９－１８ 野菜・魚類・精肉・惣菜・酒
大川屋 久慈町３－３－２０ 水産加工品
㈲明治屋 久慈町３－９－１０ 野菜・果物・菓子・日用雑貨
やまさん青果㈲ 久慈町３－１４－１３ 青果物
つるや米穀店 久慈町３－２０－９ 米穀・関連食品
五来商店 久慈町３－２２－１５ わかめ・他
仙台屋 田所半五郎商店 久慈町４－５－２０ 干物各種（みりん干し・一夜干し）
安掛精肉店 久慈町５－３－３１ 精肉
長山米穀店 水木町１－１３－５ 常陸太田市産　ＪＡ特別栽培米
さかなの おおうち 水木町１－２７－２ 刺身
あかつ水産　本店 水木町２－８－４０ 生鮮食品
大みか きのこランド 森山町４－2 生しいたけ
肉屋　半七 大みか町４－３－１３ 精肉
㈲菊水食品 東大沼町４－２９－１１ ゴールド納豆・ひたちの納豆 等
㈲澤田肉店 千石町１－１０－１０ 精肉
黒澤米穀店 河原子町３－７－２１ 精米
酒王　桜川店 桜川町３－１５－３ 食品全般
おさかな市場　魚長水産 鹿島町１－１５－１１ 地場鮮魚（会瀬港、久慈浜、河原子）・おさしみ各種
渡辺果実　平和通り店 鹿島町１－５－８ 果実
渡辺果実　パティオモール店 幸町１－１５－５ 果実
肉の登利要　日立店 幸町２－８－１４ 精肉
スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 一般食品・酒・青果
和田ストアー 十王町友部１０９－７ 食料品・酒
ＪＡ常陸　みなみ支店 大和田町１９９２ 農産物
ＪＡ常陸　旬味満菜館 大和田町２２２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　日高支店 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　ふれあいパーク日高 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　豊浦直売所 川尻町１－３４－１ 農産物
ＪＡ常陸　日立支店 宮田町３－４－７ 農産物
ＪＡ常陸　とうふ工房名水亭なか里 入四間町８２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　中里支店 東河内町１９４９－１ 農産物
ＪＡ常陸　十王支店 十王町伊師本郷４３－１ 農産物
十王物産センター鵜喜鵜喜 十王町伊師５２８－１ 農産物
酒・お茶・味噌・健康食品等
味噌蔵みずきの庄 水木町１－１２－１６ 味噌・みそスイーツ
リカーハウス　アジマ日立店 金沢町１－１３－１４ 酒類・ギフト
木村酒店 金沢町２－５－６８ 酒類
菊池園 千石町１－１９－２ 茶・海苔・茶器
茶の花月園 千石町２－３－８ 茶・海苔・菓子
牧ノ原 日立店 多賀町１－１４－２ 日本茶・海苔・陶器 他
㈲長山酒店 多賀町１－１７－１ 日本酒・他
日立酒類販売㈱ 鮎川町４－１－３２ 玉の雫
大宮園　本店 鹿島町１－２－４ お茶・海苔・茶道具
アロエ苑 弁天町１－１－２１ 健康ブドウ酢ビワミン・健康食品
合資会社小川屋酒店 弁天町１－１０－４ 酒類
大宮園　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店Ｂ１Ｆ お茶・海苔
みどり園 パティオモール店 幸町１－１３－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
トミタ酒店 幸町２－２－２２ 酒・米・惣菜（おにぎり・お弁当）赤飯・餅
おそのえ 若葉町３－８－１０ 酒類・米
酒王　日立本宮店 本宮町４－１２－１ 酒類
みどり園 本店 宮田町２－６－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
大宮園　流通センター 小木津町４－７－１４ お茶・海苔
森島酒造 川尻町１－１７－７ 地酒「大観」・酒粕
ミスター酒屋さん 川尻町５－１９－８ 酒類
㈱宏和商工日立酒造工場内　直売所 十王町友部１０４ 地酒販売（清酒・焼酎・リキュール）
（資）椎名酒造店 十王町高原４１１ 富久心
柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 酒類・一般食品
菓子・パン・お土産
かの子や 留町１１３２－２ 和菓子
不二家　大みか店 大みか町１－５－１７ 洋菓子
㈲運平堂本店 大みか町１－６－７ 大みか饅頭
洋菓子グランバーズ 大みか町１－６－７ ケーキ・クッキー・コーヒー（喫茶）
運平堂本店　多賀店 千石町２－４－３３ 大みか饅頭
あんず通りの菓子工房グランイル 多賀町２－５－１２ ケーキ・焼き菓子
菓匠たけだ　鮎川店 鮎川町２－７－１ 和菓子・ケーキ
ドーナツの店　はせ川　諏訪店 諏訪町１－１２－４０ ドーナツ
アトリエ マドレーヌ 国分町３－２－２８ 焼き菓子・フィグケーキ
ＣＯＲＩＮ　（火・木曜日営業） 中成沢町２－２８－１１ 国産小麦を使ったパン・焼き菓子
かずみ 中成沢町３－１７－１８ 洋菓子
モルトボーノ 旭町２－５－１０ ＮＡＧＩＳＡシュークリーム
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 幸町１－１－２ 市内土産品等
運平堂本店　日立店 幸町１－７－１７ 大みか饅頭
ドーナツの店　はせ川 幸町１－１５－３ ドーナツ

さくらスクエア 幸町１－１５－７ 茨城県北の特産品等・レンタルスペース
サーティーワンアイスクリーム日立駅前店 平和町１－１－６ アイスクリーム
パティスリーましぇり 本宮町４－１－１０ 洋菓子・生菓子・焼き菓子
菓匠たけだ　田尻店 田尻町５－１４－３ 和菓子・ケーキ
日立和洋菓子いちかわ 日高町３－１２－１ 和洋菓子・季節の果物まるごとシリーズ
大髙かおる堂 川尻町５－１６－１０ 和洋菓子
御菓子司 風月堂 十王町山部１６６５－３ 和洋菓子
衣料品（紳士服・婦人服・学生服・呉服・小物等）
笹屋 大和田町１－７－３８ 衣料・学生服・婦人服
笹島 久慈町１－３０－２０ 婦人服・紳士服・小物
Ｆａｉｒｙ Land TAKE-1　大みか店 久慈町２－２８－１２ 子供服
Ｋショップ 久慈町３－９－２１ 婦人服・スクール用品・作業服
洋服の青山　日立南店 金沢町２－３２－３ 紳士服・レディス商品
トーワセンイ　総合作業衣センター 金沢町４－２６－２５ 作業服・ユニフォーム各種
㈱イサカソーイング 東金沢町４－１３－６ 婦人服・雑貨・生地・洋裁小物
サンク・ミュ 千石町１－２－１２ ブティック
ファッションハウス　ゴライ 千石町１－３－１６ 婦人服
若美屋 多賀店 千石町１－４－１９ 婦人服
カメブ呉服店 千石町１－４－２６ 着物・和装小物・洋装品
衣料のわだ 千石町１－１１－14 婦人服
きもの館　志お屋 千石町１－１１－１８ 呉服・和雑貨・レンタル衣装
ＢＯＮＧＯＵＴ（ボングウ） 千石町１－１９－６ クレール21 1F 婦人服･バッグ
レディースファッションヒルタ多賀店 千石町２－１－８ 婦人服・学生服
佐々木洋服店 多賀町１－３－７ 注文洋服・学生服
ブティック カシワヤ 鹿島町１－６－９ 婦人服
柏屋呉服店 鹿島町１－７－５ 呉服
レディスショップ正札堂 鹿島町１－１３－９ 婦人洋品
レディーズランド コ.コ 鹿島町１－１３－９ 婦人服
レディースファッションヒルタ日立店 鹿島町１－１５－９ 婦人服・学生服
手芸の若美屋 弁天町１－９－４ 手芸用品・エプロン
若美屋プラス１ 弁天町１－９－４ 婦人服
シャルマン 幸町１－13－１３ 婦人服
一番街 幸町1－11－２ 制服
ＳＡＭＯＮ（サモン） 幸町１－１２－２ メンズカジュアル
ドリームライフ スズキ 幸町１－１５－６ 学生服・婦人服
ブティック　ユキ　クラブ イトーヨーカドー日立店１Ｆ 婦人服
Boutique TAKE-1（ブティック テイクワン） イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
ブティック　エルモア ユキ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
レディースファッションヒルタ駅前店 イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服・学生服
レディーズランド コ.コ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
サンタ日立店 イトーヨーカドー日立店４Ｆ 子供服・大人服
ワン・ステップ 平和町１－１７－１６ メンズ・レディス・カジュアルウェア
斉藤都世子作品ルーム日立サロン 助川町１－８－１５ 婦人物ニット
㈲森山商店 神峰町１－８－１１ 市内（市立・県立・私立）中学・高校制服
洋服の青山　日立北店 田尻町５－２－１ 紳士服・レディス商品
大丸 川尻町1－22－3 学生衣料・婦人服・雑貨
おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 衣類
松之屋 十王町友部東２－３－６ 衣料品
ファミリーショップ カミヤ 十王町友部１７ 衣料品・雑貨
寝具・バッグ・靴・インテリア用品
ふとんのねもと　大みか店 大みか町３－２３－４ 寝装品全般
スミヤカバン店 千石町１－１１－２３ 鞄（ハンドバッグ・ショッピング・紳士用）
ふとんのねもと　 鮎川町１－１１－５ 寝装品全般
細井ふとん店 西成沢町１－３３－１５ 綿の打ち直し・布団・寝具・カーテン
ワシントン靴店 弁天町１－１０－２ 靴
ニットー靴店　平和通り店 幸町１－７－１０ 紳士靴・スニーカー
ニットー靴店　パティオモール店 幸町１－１２－３ 紳士靴・スニーカー
家電品（家電修理・工事等）
三栄電機商会 石名坂店 石名坂町１－６－３ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
モリカワ電器 久慈町２－１０－４ 家電品
志賀電器 久慈町５－１－１３ 電機器具
でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 家電品
ダイワでんき 水木町２－７－２９ 家電品・修理・リフォーム・電気工事
マルナガ電機 金沢町２－１５－１６ 家電品（日立）・一般家電品・太陽光・リフォーム
永井電器 東金沢町５－４－２０ 家電品
わたべ電機 東金沢町５－１７－９ 家電品
太陽電機 東大沼町２－３３－１５ 家電品
石川電器 大沼町２－１－２２ 家電品
新光社 鮎川町１－１０－１９ 家電品
ヒノデデンキＫ．Ｋ． 桜川町１－３－２０ 家電品・サービス
ライフアップスワ 桜川町３－５－４ テレビ・冷蔵庫・エアコン
ササキ商事 末広町４－４－８ 家電
三栄電機商会 本店 中成沢町２－８－１４ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
エジリデンキ 東成沢町２－１－１５ 家電品
ミシンのヨシダ 鹿島町１－４－１０ 家庭用・工業用ミシン・縫製付帯器機
㈲大部無線 弁天町１－７－１３ 家電品
栗原電気商会 神峰町２－４－１５ 家電品
㈲川瀬電機商会 滑川本町２－８－２９ 家電品・空調機器・電気工事

茨城ハセ電化 日高町４－１－１３ 家電品全般・工事・修理
オオモリデンキ 川尻町７－１－７ 家電品
㈲光電社 十王町友部東１－１－４ 家電品・住宅リフォーム
でんきのゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 家電品
㈱モンマデンキ 十王町友部１６５０－８ 家電品
眼鏡・補聴器・宝飾・時計
メガネのナリタ 大みか店 大みか町２－２７－５ 眼鏡
こばやしメガネ補聴器 千石町１－５－１１ メガネ・補聴器
メガネのナリタ 多賀店 多賀町１－２－２ 眼鏡
大和田時計眼鏡店 多賀町１－１３－２０ 時計・メガネ・貴金属
アイ・ジュエリーツボタ 東多賀町５－１１－２３ メガネ・宝石・時計
宏実屋時計店 幸町１－５－１０ 時計・メガネ・宝石・補聴器
リオネットセンター日立 幸町１－８－１５ベルメゾンひたち101 補聴器・難聴用補助商品
㈲メガネの東港堂 幸町２－８－１５ 眼鏡
メガネのナリタ ヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店３Ｆ 眼鏡・コンタクト
メガネのナリタ 本店 助川町１－７－１３ 眼鏡
化粧品・医薬品・生活用品・雑貨・ドラッグストア（1000㎡未満）
マルトパワードラッグ森山店 森山町５－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
コトブキ薬品 金沢町１－４－１６ 100円で１ポイント・５０ポイントで割引
ノエビア ホワイト プレインズ 大沼町３－１９－１４ ノエビア化粧品・フェイシャルエステ
池上薬局 千石町１－３－３ 医薬品・漢方薬・健康食品・ホワイトリリー化粧品
セキネ薬局 千石町２－１－９ 医薬品
マルトパワードラッグ千石店 千石町３－４－１０ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
クレストショップＴＡＭＵＲＡ 多賀町１－１３－２１ コスメデコルテ・ＳＫ-Ⅱ・カシー・キリョウ・ポールスチュワート
白雪姫 多賀町１－１４－４ 化粧品・エステ
ノエビア ビューティースタジオ エヌズ 多賀町２－１４－１０ 化粧品
厚生薬局 東多賀町５－１０－１２ 一般医薬品・化粧品・処方調剤
くすりのマルト鮎川店 鮎川町３－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
ノエビアビューティスタジオ～ブラン～ 諏訪町２－４－２９ 化粧品
マルトパワードラッグ諏訪店 諏訪町４－５３４－２ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
マルトパワードラッグ成沢店 中成沢町２－３７－１１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
サンドラッグ日立会瀬店 会瀬町４－１４－１ ドラッグストア
みどりや 鹿島町１－１－８ 家庭用品・業務用品
化粧品店ぱふ 鹿島町１－４－１０ 化粧品（資生堂・カネボウ・アルビオン）
コスメティックサロン Marumiya 鹿島町１－９－２ 化粧品（アルビオン・コーセーデコルテ・資生堂ベネフィーク）
趣味の店　あいざわ 弁天町１－１５－１２ 雑貨・袋物
メナードフェイシャルサロン日立店 本宮町４－１４－２ 化粧品・フェイシャルエステ
一仙堂荒友薬局 神峰町２－１４－３ 医薬品・化粧品・漢方薬
亀甲堂薬局 神峰町４－２－１ 健康相談・漢方薬　など
大曽根薬局 高鈴町３－１－２８ 医薬品・化粧品
マルトパワードラッグ滑川店 滑川本町５－３－３５ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 化粧品
マツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１ 医薬品・化粧品・健康食品・日用品
十王薬局 十王町友部東１－２－１ 医薬品・処方箋調剤
ＹＳよしのや 十王町友部東２－６－１２ 化粧品
菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 薬品・化粧品
ギフト・生花・仏壇・冠婚葬祭用具
花の店 あかつ 久慈町３－１２－３０ 生花・観葉鉢・花鉢
ベルフローリスト 大久保町３－１８－４ 生花・鉢植え・プリザードフラワー
花の鈴廣 千石町１－３－４ 生花・造花・仏具
ウエサカ花店 多賀町２－１９－５ 生花（生け花・ブーケ・花束・アレンジメント・仏花）
鈴廣 合掌堂 鮎川町１－１０－９ 仏壇・仏具
陽光堂 東成沢町１－１－３ 仏具・線香・ローソク
シャディサラダ館日立平和通り店 鹿島町１－４－１０ カタログギフト・ギフト用品
花の春秋舎 鹿島町１－１２－６ 生花・造花・プリザ・花束・アレンジ・鉢物他
仏壇仏具のショウルーム大知 鹿島町１－１５－７ 仏壇・仏具・神具・提灯
パークス㈱日立営業所 若葉町１－１７－５前野ビル1F お中元ギフト・内祝等のカタログ贈答品
フラワーハウス ワタナベ 日高町１－３１－５ 切花・鉢物
文具・事務用品・書籍・ＤＶＤ・ＣＤ・カメラ・写真・印章・玩具
ＯＳＡ・書房 久慈町２－２８－１４ 書籍・文具
おもちゃ・ホビーのキング 大みか町１－１－５ 玩具
ＢＩＧＢＥＮ　大みか店 大みか町４－２２－５ ＤＶＤレンタル
エイトスタジオ本店 大久保町１－２－１２ 写真撮影・レンタル衣装・美容
堀之内文具店 千石町１－３－７ 文具・事務機・スチール製品
フタバ写真 千石町３－４－６ スタジオ撮影・レンタル衣装
イナダスタヂオ 千石町４－７－９ スタジオ写真・写真全般
カメラのオリオン 多賀町１－１２－２４ カメラ・写真材料・デジカメプリント
一誠堂書店 多賀町１－１３－７ 書籍・雑誌
ブックエース　日立鮎川店 鮎川町５－１－１ 書籍・ＤＶＤ・ＣＤとＤＶＤ・ＣＤレンタル
㈱田所書店 鹿島町１－１２－９ 書籍・雑誌・文具
㈱助川カメラ 弁天町１－１０－１６ カメラ・カメラ用品・写真プリント加工・化粧品
㈲スタンプナメカワ 幸町１－５－９ 印章・ゴム印・印刷（名刺・ハガキ）
ＮＯＶＡ茨城日立駅前校 幸町１－１２－４　Ｐｍビル1F ＮＯＶＡオリジナルグッズ（ぬいぐるみ・文房具）
㈱北書房 助川町１－９－１６ 書籍・雑誌・文具
ヘリオス写真スタジオ 神峰町１－１０－７ 写真撮影
レインボースタジオ 神峰町２－１－５ 写真全般
㈲木村書店 日高町１－２－３ 書籍・雑誌・事務用品・文具・雑貨

エイトスタジオ日立北店　　　 日高町３－１２－１３ 写真撮影・レンタル衣装・美容
スポーツ・レジャー施設・自転車・旅行
ドレミ　大みか店 大みか町２－２８－６ カラオケ
川﨑サイクルモータース 大沼町１－１６－１ 自転車・電動アシスト自転車・バイク
㈲シノハラ 千石町１－３－２ スポーツ用品全般
スポーツエス 千石町３－２－１０ 登山・スキー・カヌー・アウトドアウェア・ＭＢＴ
宮田商会 多賀町５－７－１７ 自転車・バイク販売・修理
平和台スポーツセンター 諏訪町４－２８－１ ゴルフ練習場
サイクルショップイマイ 鮎川町６－４－２２ 自転車・サイクル関連商品・修理
㈱小泉スポーツ 鹿島町１－９－５ スポーツ用品・スポーツウェア
並木スポーツ 鹿島町１－１６－１５ スポーツ用品
㈱ＪＴＢ関東　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店１Ｆ 旅行
山内鉄砲火薬店 宮田町２－６－１３ 銃・射撃用品・玩具花火
ドレミ　日立滑川店 滑川町１－１－３ カラオケ
日立ゴルフクラブ 滑川町３０３３ ゴルフプレー・レストラン・山内ゴルフショップ
ゴルフ５ 日立店 相田町２－１－５ ゴルフ用品
日立電鉄交通サービス日立南営業所 留町字前川１２７０－５５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス多賀駅前店 千石町１－１－８ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス神峰営業所 滑川町２－１１－５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
自動車・オートバイ関連・自動車整備・燃料
大一商事㈱日立港ＳＳ 久慈町３－７－１２ ガソリン
澤畑モータース 森山町３－７－２１ オートバイ（部品用品・車検・修理）
オートバックス　日立金沢店 金沢町３－２０－１ カー用品・車検・車販売
ミスタータイヤマン　フットワーク２４５ 東金沢町１－１３－４０ タイヤ修理・販売
大畑自動車工業所　　 大久保町１－４－５ 自動車板金・塗装
㈱宮本石油店　多賀給油所 大久保町３－１０－２０ 車輌燃料・灯油
大一商事㈱多賀ＳＳ 多賀町２－１９－３ ガソリン
㈲山永自動車整備工場 中成沢町１－９－１１ 自動車整備・オイル交換・車検
ギャロップ 鹿島町２－１６－１０ 二輪車（用品・部品・修理・車検）
㈱宮内石油 平和町１－１３－３ ガソリン・洗車
カーオーディオショップ　ヨシナリ 東町１－１１－１７ カーオーディオ・ナビ・カー用品・販売・取付
㈱大畠自動車商会 本宮町４－２８－５ 新車・中古車・その他
㈲日工自動車サービス 滑川町１－１３－８ 車検整備・板金・新車・中古車／諸費用は除く
㈲日立電池商会 滑川町２－２－１２ カーエアコン・カーナビ・ＥＴＣ・修理・販売・取付
カーショップ秀 折笠町９１０－６ 新車・中古車販売
増井石油店 日高町３－１１－１ 燃料（ガソリン）
住宅関連・ガス関連・設備・リフォーム・工具
黒沢燃料㈱ 石名坂町１－５０－２２ ガス器具・住宅設備品
㈱和田塗装工業 森山町４－１０－１０ 塗装・防水工事
㈱明治商会 日立支店 千石町４－４－５ ＬＰガス・住宅設備品
エネスタ多賀 多賀町１－１５－１１ リフォーム・設備機器・ガス機器
梅原材木店 東多賀町２－１２－６ 一般住宅新築・リフォーム
㈲塚田燃料商事 東多賀町２－１５－２ プロパンガス・ガス器具・システムバス・システムキッチン
㈱山森 末広町２－１－３０ 一般住宅新築・リフォーム
ＭＡＤＯショップ日立店 国分町３－１０－１２ アルミサッシ・窓・玄関改修・硝子工事
多賀燃料 永山商店 諏訪町１－１１－３ ガス・石油・住宅設備器機
㈲緑川塗装店 諏訪町３－８－１９ 住宅塗装
㈱日興 会瀬町４－１－４３ 家庭用塗料・業務用塗料・塗装用具・消火器
㈱高橋宗四郎商店 助川町２－４－１５ 畳
㈲ますや 鹿島町２－６－４ 鍵の取付交換・ガラス修理・リフォーム
エネフィット㈱ミナカワ 弁天町１－８－７ ガス機器
㈱日立塗工店 弁天町２－２－３ リフォーム工事・塗装工事・防水工事
エネスタ日立 幸町１－２２－２ リフォーム・設備機器・ガス機器
菊地サッシ工業 川尻町６－４９－１８ ガラス・網戸・アルミサッシ・エクステリア
増子建窓 十王町友部１６０１－５ ガラス・網戸　他
ヤマザキショップ ヒロセ 十王町友部２７２３－１ 灯油・ガス・ガス器具・食品・雑貨
大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 金物・刃物・工具・せともの・雑貨
理容・美容・エステ・整体
理容オカモト 石名坂町１－２１－６ 理容全般・他
ファミリーヘアーサロンうの 石名坂町１－４０－１２ 理容全般・他
安掛　理容 石名坂町２－４４－１４ 理容全般・他
ミチコ理容 南高野町１－５－１１ 理容全般・他
ヘアーサロンおのせ 南高野町３－１１－５ 理容全般・他
理容キムラ 久慈町３－２９－１３ 理容全般・他
メンズサロン　ササキ 久慈町３－３４－３ 理容全般・他
カワノ美容室 久慈町４－１０－１６ 美容全般
高根理容室 久慈町７－１４－８ 理容全般・他
オリジナルヘアーサロンやまがた 大みか町１－５－１２ 理容全般・他
バーバー＆ビューティ三容 大みか町１－１７－１７ 理容・美容全般・まつ毛美容・訪問理美容
美容室えるもあ 大みか町２－２５－１ 美容全般
美容室アレンジ 大みか町２－２６－９ カット・カラー・パーマ
理容シマザキ 大みか町３－２１－５ 理容全般・他
ヘアーサロン大畑 水木町１－１４－１３ 理容全般・他
理容　海老沢 水木町２－２４－８ 理容全般・他
ヘアーサロンきよし 水木町２－３７－２２ 理容全般
小島療術院 東大沼町２－１２－２６ 整体・リンパマッサージ・健康グッズ
ヘアーステーション　オアシス 東大沼町２－１５－３ 理容全般・他
サロンド ヒロシ 東大沼店 東大沼町２－３０－１３ パーマ・ヘアカラー・カット・トリートメント 他

タドコロ理容所 東大沼町４－２４－５ 理容全般・他
理容やまがた 大沼町２－１７－１７ 理容全般・他
千葉理容室 大沼町３－２－１１ 理容全般・他
鈴木理容所 森山町２－２８－７ 理容全般・他
ＢＡＲＢＥＲ　Ｍ２ 森山町３－４－１９ 理容全般・他
ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 東金沢町２－１９－３ 女性お顔そりエステ・メンズフェイシャル
関根理容室 東金沢町５－３０－３ 理容全般・他
理容 冨士 大久保町２－５－１１ 理容全般・他
オオクボ理容 大久保町２－１１－７ 理容全般・他
あたまスタイルＳＥＫＩＮＥ 千石町１－３－５ 理容全般・他
ミリオン美容室 多賀町１－２０－６ 美容全般
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｋaminaga(ヘアー＆フェイス カミナガ) 多賀町３－１－２３ 理容全般・レディスシェーブ
ヘアーサロン はぎわら 多賀町５－５－２ 理容全般・他
ヘアーサロンつばめ 多賀町５－１５－５ 理容全般・他
理容プリンス 東多賀町２－５－２５ 理容全般・他
ヘアーサロン　モトジマ 東多賀町２－１０－４ 理容全般・他
美容室ココワ 東多賀町２－１１－１５ 美容全般・着付け
ビューティーサロン フェミニン 鮎川町３－８－７ カット・パーマ・カラー・着付・貸衣装
メンズカット アユカワ 鮎川町４－３－２３ カット・パーマ・カラー・シェービング
理容トモベ 鮎川町６－２－２４ 理容全般・他
理容クロサワ 鮎川町６－５－１ 理容全般・他
総健創美館　日立鮎川店 鮎川町６－５－１６ カイロプラクティック（肩こり・腰痛・膝痛等）
ヘアーサロン　うめはら 河原子町３－１５－６ 理容全般・他
理容シーク 諏訪町３－３－８ 理容全般
小咲台 理容 諏訪町５－１６－７ 理容全般・他
理容 若葉 桜川町３－４－１４ 理容全般・他
ヘアーサロン コムロ 桜川町３－４－２２ 理容全般・他
理容ますこ 桜川町４－１９－７ 理容全般・他
ヘアーサロン　ボン 西成沢町１－３４－３８ 理容全般・他
カットルーム ナルサワ 西成沢町３－２－１２ カット・ヘアカラー・パーマ等　
理髪　茂木 中成沢町２－３１－１１ 理容全般・他
美容室コトブキ 会瀬町２－１５－１５ カット・パーマ・毛染・着付
秋山理容所 助川町２－４－２ 理容全般・他
Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＭａｒＣｉａｎ 助川町２－６－１１ 理容全般・他
エメロード美容室２１ 鹿島町１－６－９ 美容全般
ミツワ理容 弁天町１－１－９ 理容全般・他
Ａｓ－ｏｎ　ｈａｉｒ　（アズオン ヘアー） 弁天町１－９－７ カット・パーマ・メイク・ヘアセット・ヘッドスパ
理容マツザキ 弁天町２－５－１３ 理容全般
リラクゼーションスペースＨｕｇ 幸町１－７－１打手屋第２ビル203 もみほぐしリラクゼーションエステ・フェイシャルリンパオイルマッサージ
ウェーブアジャート Wave-agiato 幸町１－１３－１１ カット・パーマ・ヘアカラー・エクステ・ヘッドスパ
ヘアーサロン　プラネット 幸町２－１１－１１ カット・パーマ・カラー
理容かわさき 幸町２－４－５ 理容全般・他
常陽　理容院 平和町１－１４－９ 理容全般・他
理容しいな 若葉町３－６－１２ 理容全般・他
美容室ラ・ティエラ 本宮町２－１０－７ 美容全般
カットハウス・テルウチ 神峰町３－８－８ 理容
ヘアー　ナカノ 東町１－１１－１３ 理容全般・他
ヘアーサロン　サンクス 東町１－１５－９ 理容全般・他
ヘア・ケア・イオス 東町３－５－７ カット・パーマ・カラー・ヘアケア等
ヨツクラ　理容所 高鈴町３－１－２９ 理容全般・他
理容 大洋 宮田町３－５－１７ 理容全般・他
カットサロンいちかわ 宮田町３－１２－６ 理容全般・他
サロン・ド・ピア 滑川本町１－１１－１５ パーマ・ヘアカラー・カット等
Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔeｓ美容室　（レ・コケット） 田尻町１－４４－２８ 美容全般
美容室 髪ing (ビヨウシツ　カミング) 田尻町３－２６－３ 美容全般
ヘアースタイリスト・サロン エルム 小木津町１－２９－３０ カット・パーマ・カラーなど
カットルーム サトシ 日高町１－２３－１０ カット（男性・女性）・カラー・パーマ
ビューティサロンＫ 日高町４－７－３２ 美容全般
カットハウスフレンド 砂沢町１－９ 介護カット・理容全般
理容トビタ 十王町友部１８６－１ 理容全般
ヘアーサロンワタナベ 十王町友部２７３１－１ カット＆パーマ
各種サービス・スクール・宿泊・タクシー・その他
日立南部タクシー 石名坂町１－１２－３４ タクシー
里見タクシー 久慈町１－１３－６ タクシー
海づくしの湯 はぎ屋旅館 水木町１－１－１５ 宿泊・売店・食事処・立ち寄り湯
日立常陽タクシー 水木町１－３２－８ タクシー
極真会館　茨城県常総支部 日立道場 大みか町３－１７－１３ 青少年育成+空手の指導
五来タクシー 大みか町４－６－１６ タクシー
グレースティアラ みかの原町２－２－７ ガラス・クリスタル２Ｄ加工・赤ちゃんの足・手型等
辰巳タクシー 千石町３－２－１３ タクシー
青葉台サロン 西成沢町４－２３－５ 団地のお茶の間
ペットショップあんあん 城南町１－１１－３０ 犬のトリミング・ペットホテル・仔犬仔猫販売
ハトタクシー 助川町２－４－１３ タクシー
街なか交流スポット よって家fm 鹿島町１－１１－１４ 手作り品・カレー・定食・野菜販売・他
ホテル網元 鹿島町１－１５－１３ 宿泊
昭和ハイヤー 弁天町２－１－１０ タクシー
新星自動車 幸町２－１－３１ タクシー
日立タクシー 幸町２－９－７ タクシー

日立電鉄タクシー 幸町３－４－６ タクシー
㈱昭和活版所 旭町２－１－４ 名刺・挨拶状・暑中見舞い・年賀はがき
㈲日立観光ハイヤー 神峰町２－９－８ タクシー
㈱増子看板店 小木津町４－３－８ 看板・名刺
旭タクシー 日高町１－２６－１２ タクシー
Ｄog　Ｐ・サロンＩＢＵ（ドッグプリンセスサロンイブ） 十王町友部東１－９－６ ワンちゃんのシャンプー・カット・アロママッサージ 他
飲食店・宴会・ファストフード等
マクドナルド日立カインズホーム店 留町字前川１２７０－２ ハンバーガー等、ファーストフード
東屋 久慈町３－１０－１０ 鮨
ｃａｆｅ　Ｍｉｚｕｋｉｎｏｓｈｏ 水木町１－１２－１６ 創作みそ料理・みそスイーツ
中国料理ふじよし 水木町２－３２－１３ 中華料理（ラーメン・チャーハン・ランチ等）
ココス水木店 水木町２－４３－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
大みか次郎長 大みか町１－３－１４ 地魚（今日の水揚げ）刺身
中華食堂　天海 大みか町１－５－１７ 中華料理・ランチ
串とんぼ日立店 大みか町１－６－３ 串揚げ・刺身・酒
いづみや 大みか町１－１７－９ 海鮮料理
我やが家 大みか町１－２６－１ 居酒屋
味道楽いけだ 大みか町２－２０－１２ 地魚・和食・刺身・一品料理・大小宴会・飲み放題コース有
玉の井 大みか町２－２２－１ 和食・魚料理・お酒
つぼ八　大みか店 大みか町２－２３－７ 料理・アルコール・ソフトドリンク
はんじょう 大みか町２－２３－８ 芋焼酎・森伊蔵 他　清酒 獺祭 他
はなの舞　大みか店 大みか町２－２３－１１ 単品飲み放題１，６８０円など
和食みさと 大みか町２－２５－９ 和食・洋食
アンブロッシェ 大みか町２－２８－１０ 洋食
とん亭 大みか町３－１－１９ とんかつ定食・アルコール飲料　他
スタミナラーメン三四郎 大みか町４－４－１２ スタミナラーメン
レストラン清海 大みか町４－１４－１３ 洋食
Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｃ　ＴＳＵＢＡＫＩ 大みか町４－１６－１０ オーガニックスイーツ・ランチ・コーヒー・自然食品
大阪王将　日立大みか店 大みか町４－２３－２４ 中華料理
Ｌａ Taverna（ラ タヴェルナ） 大みか町６－９－１ イタリア料理
居酒屋　大将 大みか町６－１２－１ 新鮮魚介・手仕込み串焼き・エクストラコールド生ビール
マクドナルド日立金沢店 金沢町４－１－１６ ハンバーガー等、ファーストフード
割烹　いな橋 東金沢町３－１４－２８ 割烹料理
ココス多賀店 大久保町３－１９８７－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
中日軒　じゅん菜　じゅん 千石町１－２－１３ 中華料理・フェアトレード（皮製品）バッグ・小物
串焼ふくろう 千石町１－４－２４ 串焼・刺身・和食・お酒
鮨さ 㐂ゝ 千石町１－４－８ 寿し・和食・一般
白山 千石町１－１５－１６ 日本料理
ステーキ＆ワイン 白耳蟻館 千石町２－７－７ オムライス・ハンバーグ・ステーキ・ビーフシチュー
お食事処 天力 千石町２－１０－７ 刺身・煮魚・焼魚・とんかつ・ホルモン焼
魚鮮水産多賀駅前店 多賀町１－１３－１ 海鮮料理
新富鮨 多賀町１－１９－９ 寿司・和食・仕出し
うおまさ 多賀町２－１５－１０ 刺身・寿司・季節の物など・日替わりランチ
喫茶店ＷＯＯＤＹ 多賀町２－１８－３ スパゲッティ・ピラフ・ドリンク・パフェ等
しゃぶしゃぶ温野菜　日立多賀店 鮎川町１－４－３ しゃぶしゃぶ食べ放題
ビーチバーガー９ 河原子町１－６－６ ハンバーガー・スムージー
釜めし処 みなみ 河原子町３－２９－２４ 釜めし・季節限定釜めし・アルコール類・おつまみ
和風れすとらん　はくせん 桜川町３－４－１９ お食事・宴会・ご法事等
ラーメン屋 たんぽぽの詩 桜川町３－４－２３ ごまみそラーメン・たんぽぽラーメン
グリルさくま 中成沢町２－７－１３ とんかつ・ハンバーグ
れすとらん幹　日立総合病院店 日立総合病院内 売店棟２Ｆ 天ざる・茨城尽くしの「茨定」・野菜ラーメン
ブレッドバイキング　サンマルク日立店 城南町１－１０－３ 洋食
お好み村どんどん 鹿島町１－１－３ お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き
酒彩ダイニング 陽　ｓｏｌａｎａ 鹿島町１－２－６ 欧風・洋風・ダイニングバー
２　（セコンド） 鹿島町１－２－７ アルコール類
アルベアーレ 鹿島町１－４－１７ アルコール類
百番食堂　銀座店 鹿島町１－９－８ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・かつどん
中華飯店 来々軒 鹿島町１－１０－１石井ビル1F ラーメン・ギョーザ
網元別館 鹿島町１－２０－１２ 和洋食
網元蟹海楽 鹿島町１－２０－１３ 和洋食
マクドナルド６号線日立店 鹿島町３－４－６ ビッグマック等・セットメニュー・ハッピーセット
割烹 寿々木 弁天町１－１－２１ 大小宴会・仕出し料理
肉のレストラン　くらた 弁天町１－２－６ 常陸牛
餃子ＢＡＲ　Ｇ－ＢＲＯＳ 弁天町１－２－１５ ４種類の生ビールと手作り餃子
カフェダイニング・ピンチョス 弁天町１－３－１１ ボロネーゼスパゲティ等
Ｍｏｏｎ　Ｂｏｗ 弁天町１－８－１７ 洋風居酒屋
ラウンジ・ビーナス 弁天町１－８－１７ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル
やきとりの名門 鳥太郎 弁天町１－９－１１ 焼きとり大皿盛・桜ダコのうす造り、90分飲み放題
弁天横丁ハイボール酒場　ハイカラ 弁天町１－１０－１１ ひたちハイボール・トリカラ
クラブ・ルビー 弁天町１－１０－１２ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル類
Ｂｅｌｉeｖｅ 弁天町１－１１－１ スナック
Ｂａｒ　ＦＬＡＳＨ 弁天町１－１１－３ お酒・ソフトドリンク・おつまみ
百番食堂　弁天町店 弁天町１－１１－６ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・とんかつ定食
和食屋　まんぼう 弁天町１－１１－１０ 日本食・定食物・コース料理
父屋 弁天町１－１１－１２ 居酒屋
スナック サントヒロ 弁天町１－１２－１ 酒・料理・おつまみ全般
カオスダイニング５２５ 弁天町１－１５－８－２Ｆ 居酒屋（和食・洋食）
セカンドアース 弁天町１－１６－１１ ひたちモヒート・ひたちハイボール・久慈浜産しらすピザ

ＳＮＡＣＫ　ＩＲＩＥ 弁天町１－２１－１４ ビール・焼酎・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク
American Diner cotton's 弁天町２－４－１０ ハンバーガー・洋食・各種アルコール
はなの舞　日立駅前店 幸町１－４－１０ 各種のみ放題コース　他
ダイニングバー 幸町１－１２－１ ランチ：さしみ・天ぷら定食・寿司　夜：串揚げ・宴会等
カクテルと食彩の店　とらんたん 幸町１－１２－４　Ｐｍビル5Ｆ ウィスキー・ビール・焼酎・カクテル・フード類
ドトールコーヒーショップ日立店 幸町１－１５－４ コーヒー・軽食
ベイカナーズ 幸町１－１５－６ スズキビル２Ｆ イタリア家庭料理（パスタ・ピザ）
さくらカフェひたち 幸町１－１５－９ キッズスペース付き、ワンデイシェフの食事・小箱ショップ
ホテル テラスザスクエア日立 幸町１－２０－３ レストラン（ランチ・ディナー）・宿泊
じぇんとる麺 幸町２－６－１２ ラーメン
旬菜喰楽ぶ　ＴＯＭＯ 幸町２－７－４ 刺身・魚料理・焼酎・日本酒
珍竹林　日立店 幸町２－９－１５ 和食
ホテル天地閣 旭町２－６－１３ レストラン
韓伊ダイニングちゃんぽん市場 平和町１－１７－３ チヂミ・酒類・マッコリ・ビール
味工房　美味小家 平和町１－１７－４ 創作料理
日本料理 つる伴 平和町１－１７－４ 会席料理
食彩酒家じゅまる 平和町１－１７－６－１０３ 洋風居酒屋・ワイン・日本酒
らくみ玉の井 平和町１－１８－２ 和食・魚料理・お酒・ランチ
八方寿司 助川町１－７－１３ 寿司（押し寿司）弁当
おもてなし料理　響 神峰町１－１０－４ 和食が中心のおもてなし料理
門部屋　本店 旭町２－３－２ 寿司・ランチ
ココス滑川店　 滑川町１－１２－６ ファミリーレストラン
マクドナルド日立小木津店 相田町１－８－５ ハンバーガー等、ファーストフード
ロマン亭 日高町４－７－２３ 洋食（オムライス・ハンバーグ等）ケーキ・スコーン
マクドナルド日立豊浦カスミ店 川尻町５－３－１７ ハンバーガー等、ファーストフード
中華　萬福 川尻町６－５０－３ 五目焼きそば・担々麺
ストーンビーチ 十王町伊師６５６－４ パスタ・ピザ・洋食
コンビニ・スーパーマーケット（１０００㎡未満）
サンユーストアー若葉店 若葉町３－１－１８ 食料品・日用品
セイブ十王店 十王町友部１６３５ 食料品・日用品
セイブ大みか店 大みか町４－２－８ 食料品・日用品
セイブ桜川店 桜川町２－１９－７ 食料品・日用品
かわねや　南高野店 南高野町２－１－１ 生鮮食品・一般食品
セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立大みか店 大みか町１－２６－１７ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立東大沼町２丁目店 東大沼町２－２－７ おにぎり・サンドイッチ・菓子・飲料
セブンイレブン日立塙山店 金沢町２－６－１０ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立鮎川町一丁目店 鮎川町１－１０－２２ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ ７プレミアム・７カフェ・セブンミールサービス
セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 弁当・おにぎり
セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－７ 弁当・おにぎり
セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 食料品・雑貨
セイコーマート日立南店 大和田町８５８－６ 食料品・雑貨
セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 食料品・雑貨
セイコーマートしもむら店 滑川本町５－１２－２８ 食料品・雑貨
セイコーマート日立台原店 台原町２－１３－１ 食料品・雑貨
セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 食料品・雑貨
フードスクエア日立神峰店移動スーパー 神峰町１－７－７ 食料品の移動販売

イトーヨーカドー日立店 幸町１－１６－１
ヨークベニマル日立会瀬店 会瀬町４－１４－１
セイブ小木津店 日高町１－２４－７
サンユーストアー東町店 東町４－５－１
サンユーストアー東多賀店 東多賀町４－１－２３
サンユーストアー新鮎川店 鮎川町１－４－２
カスミ東大沼店 東大沼町３－２６－２０
カスミ鮎川店 鮎川町４－１－５４
カスミ　フードスクエア日立神峰店 神峰町１－７－７
カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７
フードオフストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３
マルトＳＣ森山 森山町５－９－１
マルト東金沢店 東金沢町５－５－１５
マルト諏訪店 諏訪町４－１１－１６
マルトＳＣ平沢 高鈴町１－３－１

マルトＳＣ滑川 滑川本町５－３－３０
マルトＳＣ田尻 田尻町５－１４－１
カワチ薬品 大沼店 大沼町２－２０－６
カワチ薬品 鮎川店 鮎川町４－７－２１
カワチ薬品 田尻店 田尻町４－３６－１０
カワチ薬品 川尻店 川尻町５－５７－１０
ホームセンター山新多賀店 千石町４－５－１３
ホームセンター山新神峰店 本宮町４－２６－１１
インテリアショップ山新日立店 諏訪町１－２－２０
ケーズデンキ日立店 鮎川町１－３－１
ケーズデンキ日立北店 東滑川町４－１２－２３
カインズホーム日立店 留町字前川１２７０－２
㈱オートアールズ日立店 留町字前川１２７０－２
ＤＣＭホーマック日立店 田尻町５－６－１
ヤマダデンキ テックランド日立店 滑川町２－４－１

大型店　（共通券のみご利用できます）

実 施 機 関
TEL 0294-22-0128日立市幸町1-21-2日立商工会議所
TEL 0294-39-2086日立市十王町友部1596-3日立市十王商工会
TEL 050-5528-5104日立市商工振興課

ホームページ
http://www.hitachicci.or.jp/premium/

最新情報はこちらから



食料品（生鮮食品／加工食品／米穀類／青果）
しらすパーク 留町１０３９－１ しらす・ひもの
㈲井戸道丸漁業 みなと町 日立おさかなセンター内 鮮魚・塩干物
道の駅　日立おさかなセンター みなと町５７７９－２４ 新鮮魚介類・土産品・味勝手丼・旬の魚料理
杉山商店 南高野町３－１７－８ 食品・酒・青果
元長（全日食チェーン久慈浜店） 久慈町１－２９－１８ 野菜・魚類・精肉・惣菜・酒
大川屋 久慈町３－３－２０ 水産加工品
㈲明治屋 久慈町３－９－１０ 野菜・果物・菓子・日用雑貨
やまさん青果㈲ 久慈町３－１４－１３ 青果物
つるや米穀店 久慈町３－２０－９ 米穀・関連食品
五来商店 久慈町３－２２－１５ わかめ・他
仙台屋 田所半五郎商店 久慈町４－５－２０ 干物各種（みりん干し・一夜干し）
安掛精肉店 久慈町５－３－３１ 精肉
長山米穀店 水木町１－１３－５ 常陸太田市産　ＪＡ特別栽培米
さかなの おおうち 水木町１－２７－２ 刺身
あかつ水産　本店 水木町２－８－４０ 生鮮食品
大みか きのこランド 森山町４－2 生しいたけ
肉屋　半七 大みか町４－３－１３ 精肉
㈲菊水食品 東大沼町４－２９－１１ ゴールド納豆・ひたちの納豆 等
㈲澤田肉店 千石町１－１０－１０ 精肉
黒澤米穀店 河原子町３－７－２１ 精米
酒王　桜川店 桜川町３－１５－３ 食品全般
おさかな市場　魚長水産 鹿島町１－１５－１１ 地場鮮魚（会瀬港、久慈浜、河原子）・おさしみ各種
渡辺果実　平和通り店 鹿島町１－５－８ 果実
渡辺果実　パティオモール店 幸町１－１５－５ 果実
肉の登利要　日立店 幸町２－８－１４ 精肉
スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 一般食品・酒・青果
和田ストアー 十王町友部１０９－７ 食料品・酒
ＪＡ常陸　みなみ支店 大和田町１９９２ 農産物
ＪＡ常陸　旬味満菜館 大和田町２２２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　日高支店 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　ふれあいパーク日高 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　豊浦直売所 川尻町１－３４－１ 農産物
ＪＡ常陸　日立支店 宮田町３－４－７ 農産物
ＪＡ常陸　とうふ工房名水亭なか里 入四間町８２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　中里支店 東河内町１９４９－１ 農産物
ＪＡ常陸　十王支店 十王町伊師本郷４３－１ 農産物
十王物産センター鵜喜鵜喜 十王町伊師５２８－１ 農産物
酒・お茶・味噌・健康食品等
味噌蔵みずきの庄 水木町１－１２－１６ 味噌・みそスイーツ
リカーハウス　アジマ日立店 金沢町１－１３－１４ 酒類・ギフト
木村酒店 金沢町２－５－６８ 酒類
菊池園 千石町１－１９－２ 茶・海苔・茶器
茶の花月園 千石町２－３－８ 茶・海苔・菓子
牧ノ原 日立店 多賀町１－１４－２ 日本茶・海苔・陶器 他
㈲長山酒店 多賀町１－１７－１ 日本酒・他
日立酒類販売㈱ 鮎川町４－１－３２ 玉の雫
大宮園　本店 鹿島町１－２－４ お茶・海苔・茶道具
アロエ苑 弁天町１－１－２１ 健康ブドウ酢ビワミン・健康食品
合資会社小川屋酒店 弁天町１－１０－４ 酒類
大宮園　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店Ｂ１Ｆ お茶・海苔
みどり園 パティオモール店 幸町１－１３－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
トミタ酒店 幸町２－２－２２ 酒・米・惣菜（おにぎり・お弁当）赤飯・餅
おそのえ 若葉町３－８－１０ 酒類・米
酒王　日立本宮店 本宮町４－１２－１ 酒類
みどり園 本店 宮田町２－６－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
大宮園　流通センター 小木津町４－７－１４ お茶・海苔
森島酒造 川尻町１－１７－７ 地酒「大観」・酒粕
ミスター酒屋さん 川尻町５－１９－８ 酒類
㈱宏和商工日立酒造工場内　直売所 十王町友部１０４ 地酒販売（清酒・焼酎・リキュール）
（資）椎名酒造店 十王町高原４１１ 富久心
柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 酒類・一般食品
菓子・パン・お土産
かの子や 留町１１３２－２ 和菓子
不二家　大みか店 大みか町１－５－１７ 洋菓子
㈲運平堂本店 大みか町１－６－７ 大みか饅頭
洋菓子グランバーズ 大みか町１－６－７ ケーキ・クッキー・コーヒー（喫茶）
運平堂本店　多賀店 千石町２－４－３３ 大みか饅頭
あんず通りの菓子工房グランイル 多賀町２－５－１２ ケーキ・焼き菓子
菓匠たけだ　鮎川店 鮎川町２－７－１ 和菓子・ケーキ
ドーナツの店　はせ川　諏訪店 諏訪町１－１２－４０ ドーナツ
アトリエ マドレーヌ 国分町３－２－２８ 焼き菓子・フィグケーキ
ＣＯＲＩＮ　（火・木曜日営業） 中成沢町２－２８－１１ 国産小麦を使ったパン・焼き菓子
かずみ 中成沢町３－１７－１８ 洋菓子
モルトボーノ 旭町２－５－１０ ＮＡＧＩＳＡシュークリーム
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 幸町１－１－２ 市内土産品等
運平堂本店　日立店 幸町１－７－１７ 大みか饅頭
ドーナツの店　はせ川 幸町１－１５－３ ドーナツ

さくらスクエア 幸町１－１５－７ 茨城県北の特産品等・レンタルスペース
サーティーワンアイスクリーム日立駅前店 平和町１－１－６ アイスクリーム
パティスリーましぇり 本宮町４－１－１０ 洋菓子・生菓子・焼き菓子
菓匠たけだ　田尻店 田尻町５－１４－３ 和菓子・ケーキ
日立和洋菓子いちかわ 日高町３－１２－１ 和洋菓子・季節の果物まるごとシリーズ
大髙かおる堂 川尻町５－１６－１０ 和洋菓子
御菓子司 風月堂 十王町山部１６６５－３ 和洋菓子
衣料品（紳士服・婦人服・学生服・呉服・小物等）
笹屋 大和田町１－７－３８ 衣料・学生服・婦人服
笹島 久慈町１－３０－２０ 婦人服・紳士服・小物
Ｆａｉｒｙ Land TAKE-1　大みか店 久慈町２－２８－１２ 子供服
Ｋショップ 久慈町３－９－２１ 婦人服・スクール用品・作業服
洋服の青山　日立南店 金沢町２－３２－３ 紳士服・レディス商品
トーワセンイ　総合作業衣センター 金沢町４－２６－２５ 作業服・ユニフォーム各種
㈱イサカソーイング 東金沢町４－１３－６ 婦人服・雑貨・生地・洋裁小物
サンク・ミュ 千石町１－２－１２ ブティック
ファッションハウス　ゴライ 千石町１－３－１６ 婦人服
若美屋 多賀店 千石町１－４－１９ 婦人服
カメブ呉服店 千石町１－４－２６ 着物・和装小物・洋装品
衣料のわだ 千石町１－１１－14 婦人服
きもの館　志お屋 千石町１－１１－１８ 呉服・和雑貨・レンタル衣装
ＢＯＮＧＯＵＴ（ボングウ） 千石町１－１９－６ クレール21 1F 婦人服･バッグ
レディースファッションヒルタ多賀店 千石町２－１－８ 婦人服・学生服
佐々木洋服店 多賀町１－３－７ 注文洋服・学生服
ブティック カシワヤ 鹿島町１－６－９ 婦人服
柏屋呉服店 鹿島町１－７－５ 呉服
レディスショップ正札堂 鹿島町１－１３－９ 婦人洋品
レディーズランド コ.コ 鹿島町１－１３－９ 婦人服
レディースファッションヒルタ日立店 鹿島町１－１５－９ 婦人服・学生服
手芸の若美屋 弁天町１－９－４ 手芸用品・エプロン
若美屋プラス１ 弁天町１－９－４ 婦人服
シャルマン 幸町１－13－１３ 婦人服
一番街 幸町1－11－２ 制服
ＳＡＭＯＮ（サモン） 幸町１－１２－２ メンズカジュアル
ドリームライフ スズキ 幸町１－１５－６ 学生服・婦人服
ブティック　ユキ　クラブ イトーヨーカドー日立店１Ｆ 婦人服
Boutique TAKE-1（ブティック テイクワン） イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
ブティック　エルモア ユキ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
レディースファッションヒルタ駅前店 イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服・学生服
レディーズランド コ.コ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
サンタ日立店 イトーヨーカドー日立店４Ｆ 子供服・大人服
ワン・ステップ 平和町１－１７－１６ メンズ・レディス・カジュアルウェア
斉藤都世子作品ルーム日立サロン 助川町１－８－１５ 婦人物ニット
㈲森山商店 神峰町１－８－１１ 市内（市立・県立・私立）中学・高校制服
洋服の青山　日立北店 田尻町５－２－１ 紳士服・レディス商品
大丸 川尻町1－22－3 学生衣料・婦人服・雑貨
おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 衣類
松之屋 十王町友部東２－３－６ 衣料品
ファミリーショップ カミヤ 十王町友部１７ 衣料品・雑貨
寝具・バッグ・靴・インテリア用品
ふとんのねもと　大みか店 大みか町３－２３－４ 寝装品全般
スミヤカバン店 千石町１－１１－２３ 鞄（ハンドバッグ・ショッピング・紳士用）
ふとんのねもと　 鮎川町１－１１－５ 寝装品全般
細井ふとん店 西成沢町１－３３－１５ 綿の打ち直し・布団・寝具・カーテン
ワシントン靴店 弁天町１－１０－２ 靴
ニットー靴店　平和通り店 幸町１－７－１０ 紳士靴・スニーカー
ニットー靴店　パティオモール店 幸町１－１２－３ 紳士靴・スニーカー
家電品（家電修理・工事等）
三栄電機商会 石名坂店 石名坂町１－６－３ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
モリカワ電器 久慈町２－１０－４ 家電品
志賀電器 久慈町５－１－１３ 電機器具
でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 家電品
ダイワでんき 水木町２－７－２９ 家電品・修理・リフォーム・電気工事
マルナガ電機 金沢町２－１５－１６ 家電品（日立）・一般家電品・太陽光・リフォーム
永井電器 東金沢町５－４－２０ 家電品
わたべ電機 東金沢町５－１７－９ 家電品
太陽電機 東大沼町２－３３－１５ 家電品
石川電器 大沼町２－１－２２ 家電品
新光社 鮎川町１－１０－１９ 家電品
ヒノデデンキＫ．Ｋ． 桜川町１－３－２０ 家電品・サービス
ライフアップスワ 桜川町３－５－４ テレビ・冷蔵庫・エアコン
ササキ商事 末広町４－４－８ 家電
三栄電機商会 本店 中成沢町２－８－１４ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
エジリデンキ 東成沢町２－１－１５ 家電品
ミシンのヨシダ 鹿島町１－４－１０ 家庭用・工業用ミシン・縫製付帯器機
㈲大部無線 弁天町１－７－１３ 家電品
栗原電気商会 神峰町２－４－１５ 家電品
㈲川瀬電機商会 滑川本町２－８－２９ 家電品・空調機器・電気工事

茨城ハセ電化 日高町４－１－１３ 家電品全般・工事・修理
オオモリデンキ 川尻町７－１－７ 家電品
㈲光電社 十王町友部東１－１－４ 家電品・住宅リフォーム
でんきのゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 家電品
㈱モンマデンキ 十王町友部１６５０－８ 家電品
眼鏡・補聴器・宝飾・時計
メガネのナリタ 大みか店 大みか町２－２７－５ 眼鏡
こばやしメガネ補聴器 千石町１－５－１１ メガネ・補聴器
メガネのナリタ 多賀店 多賀町１－２－２ 眼鏡
大和田時計眼鏡店 多賀町１－１３－２０ 時計・メガネ・貴金属
アイ・ジュエリーツボタ 東多賀町５－１１－２３ メガネ・宝石・時計
宏実屋時計店 幸町１－５－１０ 時計・メガネ・宝石・補聴器
リオネットセンター日立 幸町１－８－１５ベルメゾンひたち101 補聴器・難聴用補助商品
㈲メガネの東港堂 幸町２－８－１５ 眼鏡
メガネのナリタ ヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店３Ｆ 眼鏡・コンタクト
メガネのナリタ 本店 助川町１－７－１３ 眼鏡
化粧品・医薬品・生活用品・雑貨・ドラッグストア（1000㎡未満）
マルトパワードラッグ森山店 森山町５－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
コトブキ薬品 金沢町１－４－１６ 100円で１ポイント・５０ポイントで割引
ノエビア ホワイト プレインズ 大沼町３－１９－１４ ノエビア化粧品・フェイシャルエステ
池上薬局 千石町１－３－３ 医薬品・漢方薬・健康食品・ホワイトリリー化粧品
セキネ薬局 千石町２－１－９ 医薬品
マルトパワードラッグ千石店 千石町３－４－１０ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
クレストショップＴＡＭＵＲＡ 多賀町１－１３－２１ コスメデコルテ・ＳＫ-Ⅱ・カシー・キリョウ・ポールスチュワート
白雪姫 多賀町１－１４－４ 化粧品・エステ
ノエビア ビューティースタジオ エヌズ 多賀町２－１４－１０ 化粧品
厚生薬局 東多賀町５－１０－１２ 一般医薬品・化粧品・処方調剤
くすりのマルト鮎川店 鮎川町３－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
ノエビアビューティスタジオ～ブラン～ 諏訪町２－４－２９ 化粧品
マルトパワードラッグ諏訪店 諏訪町４－５３４－２ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
マルトパワードラッグ成沢店 中成沢町２－３７－１１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
サンドラッグ日立会瀬店 会瀬町４－１４－１ ドラッグストア
みどりや 鹿島町１－１－８ 家庭用品・業務用品
化粧品店ぱふ 鹿島町１－４－１０ 化粧品（資生堂・カネボウ・アルビオン）
コスメティックサロン Marumiya 鹿島町１－９－２ 化粧品（アルビオン・コーセーデコルテ・資生堂ベネフィーク）
趣味の店　あいざわ 弁天町１－１５－１２ 雑貨・袋物
メナードフェイシャルサロン日立店 本宮町４－１４－２ 化粧品・フェイシャルエステ
一仙堂荒友薬局 神峰町２－１４－３ 医薬品・化粧品・漢方薬
亀甲堂薬局 神峰町４－２－１ 健康相談・漢方薬　など
大曽根薬局 高鈴町３－１－２８ 医薬品・化粧品
マルトパワードラッグ滑川店 滑川本町５－３－３５ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 化粧品
マツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１ 医薬品・化粧品・健康食品・日用品
十王薬局 十王町友部東１－２－１ 医薬品・処方箋調剤
ＹＳよしのや 十王町友部東２－６－１２ 化粧品
菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 薬品・化粧品
ギフト・生花・仏壇・冠婚葬祭用具
花の店 あかつ 久慈町３－１２－３０ 生花・観葉鉢・花鉢
ベルフローリスト 大久保町３－１８－４ 生花・鉢植え・プリザードフラワー
花の鈴廣 千石町１－３－４ 生花・造花・仏具
ウエサカ花店 多賀町２－１９－５ 生花（生け花・ブーケ・花束・アレンジメント・仏花）
鈴廣 合掌堂 鮎川町１－１０－９ 仏壇・仏具
陽光堂 東成沢町１－１－３ 仏具・線香・ローソク
シャディサラダ館日立平和通り店 鹿島町１－４－１０ カタログギフト・ギフト用品
花の春秋舎 鹿島町１－１２－６ 生花・造花・プリザ・花束・アレンジ・鉢物他
仏壇仏具のショウルーム大知 鹿島町１－１５－７ 仏壇・仏具・神具・提灯
パークス㈱日立営業所 若葉町１－１７－５前野ビル1F お中元ギフト・内祝等のカタログ贈答品
フラワーハウス ワタナベ 日高町１－３１－５ 切花・鉢物
文具・事務用品・書籍・ＤＶＤ・ＣＤ・カメラ・写真・印章・玩具
ＯＳＡ・書房 久慈町２－２８－１４ 書籍・文具
おもちゃ・ホビーのキング 大みか町１－１－５ 玩具
ＢＩＧＢＥＮ　大みか店 大みか町４－２２－５ ＤＶＤレンタル
エイトスタジオ本店 大久保町１－２－１２ 写真撮影・レンタル衣装・美容
堀之内文具店 千石町１－３－７ 文具・事務機・スチール製品
フタバ写真 千石町３－４－６ スタジオ撮影・レンタル衣装
イナダスタヂオ 千石町４－７－９ スタジオ写真・写真全般
カメラのオリオン 多賀町１－１２－２４ カメラ・写真材料・デジカメプリント
一誠堂書店 多賀町１－１３－７ 書籍・雑誌
ブックエース　日立鮎川店 鮎川町５－１－１ 書籍・ＤＶＤ・ＣＤとＤＶＤ・ＣＤレンタル
㈱田所書店 鹿島町１－１２－９ 書籍・雑誌・文具
㈱助川カメラ 弁天町１－１０－１６ カメラ・カメラ用品・写真プリント加工・化粧品
㈲スタンプナメカワ 幸町１－５－９ 印章・ゴム印・印刷（名刺・ハガキ）
ＮＯＶＡ茨城日立駅前校 幸町１－１２－４　Ｐｍビル1F ＮＯＶＡオリジナルグッズ（ぬいぐるみ・文房具）
㈱北書房 助川町１－９－１６ 書籍・雑誌・文具
ヘリオス写真スタジオ 神峰町１－１０－７ 写真撮影
レインボースタジオ 神峰町２－１－５ 写真全般
㈲木村書店 日高町１－２－３ 書籍・雑誌・事務用品・文具・雑貨

エイトスタジオ日立北店　　　 日高町３－１２－１３ 写真撮影・レンタル衣装・美容
スポーツ・レジャー施設・自転車・旅行
ドレミ　大みか店 大みか町２－２８－６ カラオケ
川﨑サイクルモータース 大沼町１－１６－１ 自転車・電動アシスト自転車・バイク
㈲シノハラ 千石町１－３－２ スポーツ用品全般
スポーツエス 千石町３－２－１０ 登山・スキー・カヌー・アウトドアウェア・ＭＢＴ
宮田商会 多賀町５－７－１７ 自転車・バイク販売・修理
平和台スポーツセンター 諏訪町４－２８－１ ゴルフ練習場
サイクルショップイマイ 鮎川町６－４－２２ 自転車・サイクル関連商品・修理
㈱小泉スポーツ 鹿島町１－９－５ スポーツ用品・スポーツウェア
並木スポーツ 鹿島町１－１６－１５ スポーツ用品
㈱ＪＴＢ関東　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店１Ｆ 旅行
山内鉄砲火薬店 宮田町２－６－１３ 銃・射撃用品・玩具花火
ドレミ　日立滑川店 滑川町１－１－３ カラオケ
日立ゴルフクラブ 滑川町３０３３ ゴルフプレー・レストラン・山内ゴルフショップ
ゴルフ５ 日立店 相田町２－１－５ ゴルフ用品
日立電鉄交通サービス日立南営業所 留町字前川１２７０－５５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス多賀駅前店 千石町１－１－８ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス神峰営業所 滑川町２－１１－５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
自動車・オートバイ関連・自動車整備・燃料
大一商事㈱日立港ＳＳ 久慈町３－７－１２ ガソリン
澤畑モータース 森山町３－７－２１ オートバイ（部品用品・車検・修理）
オートバックス　日立金沢店 金沢町３－２０－１ カー用品・車検・車販売
ミスタータイヤマン　フットワーク２４５ 東金沢町１－１３－４０ タイヤ修理・販売
大畑自動車工業所　　 大久保町１－４－５ 自動車板金・塗装
㈱宮本石油店　多賀給油所 大久保町３－１０－２０ 車輌燃料・灯油
大一商事㈱多賀ＳＳ 多賀町２－１９－３ ガソリン
㈲山永自動車整備工場 中成沢町１－９－１１ 自動車整備・オイル交換・車検
ギャロップ 鹿島町２－１６－１０ 二輪車（用品・部品・修理・車検）
㈱宮内石油 平和町１－１３－３ ガソリン・洗車
カーオーディオショップ　ヨシナリ 東町１－１１－１７ カーオーディオ・ナビ・カー用品・販売・取付
㈱大畠自動車商会 本宮町４－２８－５ 新車・中古車・その他
㈲日工自動車サービス 滑川町１－１３－８ 車検整備・板金・新車・中古車／諸費用は除く
㈲日立電池商会 滑川町２－２－１２ カーエアコン・カーナビ・ＥＴＣ・修理・販売・取付
カーショップ秀 折笠町９１０－６ 新車・中古車販売
増井石油店 日高町３－１１－１ 燃料（ガソリン）
住宅関連・ガス関連・設備・リフォーム・工具
黒沢燃料㈱ 石名坂町１－５０－２２ ガス器具・住宅設備品
㈱和田塗装工業 森山町４－１０－１０ 塗装・防水工事
㈱明治商会 日立支店 千石町４－４－５ ＬＰガス・住宅設備品
エネスタ多賀 多賀町１－１５－１１ リフォーム・設備機器・ガス機器
梅原材木店 東多賀町２－１２－６ 一般住宅新築・リフォーム
㈲塚田燃料商事 東多賀町２－１５－２ プロパンガス・ガス器具・システムバス・システムキッチン
㈱山森 末広町２－１－３０ 一般住宅新築・リフォーム
ＭＡＤＯショップ日立店 国分町３－１０－１２ アルミサッシ・窓・玄関改修・硝子工事
多賀燃料 永山商店 諏訪町１－１１－３ ガス・石油・住宅設備器機
㈲緑川塗装店 諏訪町３－８－１９ 住宅塗装
㈱日興 会瀬町４－１－４３ 家庭用塗料・業務用塗料・塗装用具・消火器
㈱高橋宗四郎商店 助川町２－４－１５ 畳
㈲ますや 鹿島町２－６－４ 鍵の取付交換・ガラス修理・リフォーム
エネフィット㈱ミナカワ 弁天町１－８－７ ガス機器
㈱日立塗工店 弁天町２－２－３ リフォーム工事・塗装工事・防水工事
エネスタ日立 幸町１－２２－２ リフォーム・設備機器・ガス機器
菊地サッシ工業 川尻町６－４９－１８ ガラス・網戸・アルミサッシ・エクステリア
増子建窓 十王町友部１６０１－５ ガラス・網戸　他
ヤマザキショップ ヒロセ 十王町友部２７２３－１ 灯油・ガス・ガス器具・食品・雑貨
大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 金物・刃物・工具・せともの・雑貨
理容・美容・エステ・整体
理容オカモト 石名坂町１－２１－６ 理容全般・他
ファミリーヘアーサロンうの 石名坂町１－４０－１２ 理容全般・他
安掛　理容 石名坂町２－４４－１４ 理容全般・他
ミチコ理容 南高野町１－５－１１ 理容全般・他
ヘアーサロンおのせ 南高野町３－１１－５ 理容全般・他
理容キムラ 久慈町３－２９－１３ 理容全般・他
メンズサロン　ササキ 久慈町３－３４－３ 理容全般・他
カワノ美容室 久慈町４－１０－１６ 美容全般
高根理容室 久慈町７－１４－８ 理容全般・他
オリジナルヘアーサロンやまがた 大みか町１－５－１２ 理容全般・他
バーバー＆ビューティ三容 大みか町１－１７－１７ 理容・美容全般・まつ毛美容・訪問理美容
美容室えるもあ 大みか町２－２５－１ 美容全般
美容室アレンジ 大みか町２－２６－９ カット・カラー・パーマ
理容シマザキ 大みか町３－２１－５ 理容全般・他
ヘアーサロン大畑 水木町１－１４－１３ 理容全般・他
理容　海老沢 水木町２－２４－８ 理容全般・他
ヘアーサロンきよし 水木町２－３７－２２ 理容全般
小島療術院 東大沼町２－１２－２６ 整体・リンパマッサージ・健康グッズ
ヘアーステーション　オアシス 東大沼町２－１５－３ 理容全般・他
サロンド ヒロシ 東大沼店 東大沼町２－３０－１３ パーマ・ヘアカラー・カット・トリートメント 他

タドコロ理容所 東大沼町４－２４－５ 理容全般・他
理容やまがた 大沼町２－１７－１７ 理容全般・他
千葉理容室 大沼町３－２－１１ 理容全般・他
鈴木理容所 森山町２－２８－７ 理容全般・他
ＢＡＲＢＥＲ　Ｍ２ 森山町３－４－１９ 理容全般・他
ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 東金沢町２－１９－３ 女性お顔そりエステ・メンズフェイシャル
関根理容室 東金沢町５－３０－３ 理容全般・他
理容 冨士 大久保町２－５－１１ 理容全般・他
オオクボ理容 大久保町２－１１－７ 理容全般・他
あたまスタイルＳＥＫＩＮＥ 千石町１－３－５ 理容全般・他
ミリオン美容室 多賀町１－２０－６ 美容全般
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｋaminaga(ヘアー＆フェイス カミナガ) 多賀町３－１－２３ 理容全般・レディスシェーブ
ヘアーサロン はぎわら 多賀町５－５－２ 理容全般・他
ヘアーサロンつばめ 多賀町５－１５－５ 理容全般・他
理容プリンス 東多賀町２－５－２５ 理容全般・他
ヘアーサロン　モトジマ 東多賀町２－１０－４ 理容全般・他
美容室ココワ 東多賀町２－１１－１５ 美容全般・着付け
ビューティーサロン フェミニン 鮎川町３－８－７ カット・パーマ・カラー・着付・貸衣装
メンズカット アユカワ 鮎川町４－３－２３ カット・パーマ・カラー・シェービング
理容トモベ 鮎川町６－２－２４ 理容全般・他
理容クロサワ 鮎川町６－５－１ 理容全般・他
総健創美館　日立鮎川店 鮎川町６－５－１６ カイロプラクティック（肩こり・腰痛・膝痛等）
ヘアーサロン　うめはら 河原子町３－１５－６ 理容全般・他
理容シーク 諏訪町３－３－８ 理容全般
小咲台 理容 諏訪町５－１６－７ 理容全般・他
理容 若葉 桜川町３－４－１４ 理容全般・他
ヘアーサロン コムロ 桜川町３－４－２２ 理容全般・他
理容ますこ 桜川町４－１９－７ 理容全般・他
ヘアーサロン　ボン 西成沢町１－３４－３８ 理容全般・他
カットルーム ナルサワ 西成沢町３－２－１２ カット・ヘアカラー・パーマ等　
理髪　茂木 中成沢町２－３１－１１ 理容全般・他
美容室コトブキ 会瀬町２－１５－１５ カット・パーマ・毛染・着付
秋山理容所 助川町２－４－２ 理容全般・他
Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＭａｒＣｉａｎ 助川町２－６－１１ 理容全般・他
エメロード美容室２１ 鹿島町１－６－９ 美容全般
ミツワ理容 弁天町１－１－９ 理容全般・他
Ａｓ－ｏｎ　ｈａｉｒ　（アズオン ヘアー） 弁天町１－９－７ カット・パーマ・メイク・ヘアセット・ヘッドスパ
理容マツザキ 弁天町２－５－１３ 理容全般
リラクゼーションスペースＨｕｇ 幸町１－７－１打手屋第２ビル203 もみほぐしリラクゼーションエステ・フェイシャルリンパオイルマッサージ
ウェーブアジャート Wave-agiato 幸町１－１３－１１ カット・パーマ・ヘアカラー・エクステ・ヘッドスパ
ヘアーサロン　プラネット 幸町２－１１－１１ カット・パーマ・カラー
理容かわさき 幸町２－４－５ 理容全般・他
常陽　理容院 平和町１－１４－９ 理容全般・他
理容しいな 若葉町３－６－１２ 理容全般・他
美容室ラ・ティエラ 本宮町２－１０－７ 美容全般
カットハウス・テルウチ 神峰町３－８－８ 理容
ヘアー　ナカノ 東町１－１１－１３ 理容全般・他
ヘアーサロン　サンクス 東町１－１５－９ 理容全般・他
ヘア・ケア・イオス 東町３－５－７ カット・パーマ・カラー・ヘアケア等
ヨツクラ　理容所 高鈴町３－１－２９ 理容全般・他
理容 大洋 宮田町３－５－１７ 理容全般・他
カットサロンいちかわ 宮田町３－１２－６ 理容全般・他
サロン・ド・ピア 滑川本町１－１１－１５ パーマ・ヘアカラー・カット等
Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔeｓ美容室　（レ・コケット） 田尻町１－４４－２８ 美容全般
美容室 髪ing (ビヨウシツ　カミング) 田尻町３－２６－３ 美容全般
ヘアースタイリスト・サロン エルム 小木津町１－２９－３０ カット・パーマ・カラーなど
カットルーム サトシ 日高町１－２３－１０ カット（男性・女性）・カラー・パーマ
ビューティサロンＫ 日高町４－７－３２ 美容全般
カットハウスフレンド 砂沢町１－９ 介護カット・理容全般
理容トビタ 十王町友部１８６－１ 理容全般
ヘアーサロンワタナベ 十王町友部２７３１－１ カット＆パーマ
各種サービス・スクール・宿泊・タクシー・その他
日立南部タクシー 石名坂町１－１２－３４ タクシー
里見タクシー 久慈町１－１３－６ タクシー
海づくしの湯 はぎ屋旅館 水木町１－１－１５ 宿泊・売店・食事処・立ち寄り湯
日立常陽タクシー 水木町１－３２－８ タクシー
極真会館　茨城県常総支部 日立道場 大みか町３－１７－１３ 青少年育成+空手の指導
五来タクシー 大みか町４－６－１６ タクシー
グレースティアラ みかの原町２－２－７ ガラス・クリスタル２Ｄ加工・赤ちゃんの足・手型等
辰巳タクシー 千石町３－２－１３ タクシー
青葉台サロン 西成沢町４－２３－５ 団地のお茶の間
ペットショップあんあん 城南町１－１１－３０ 犬のトリミング・ペットホテル・仔犬仔猫販売
ハトタクシー 助川町２－４－１３ タクシー
街なか交流スポット よって家fm 鹿島町１－１１－１４ 手作り品・カレー・定食・野菜販売・他
ホテル網元 鹿島町１－１５－１３ 宿泊
昭和ハイヤー 弁天町２－１－１０ タクシー
新星自動車 幸町２－１－３１ タクシー
日立タクシー 幸町２－９－７ タクシー

日立電鉄タクシー 幸町３－４－６ タクシー
㈱昭和活版所 旭町２－１－４ 名刺・挨拶状・暑中見舞い・年賀はがき
㈲日立観光ハイヤー 神峰町２－９－８ タクシー
㈱増子看板店 小木津町４－３－８ 看板・名刺
旭タクシー 日高町１－２６－１２ タクシー
Ｄog　Ｐ・サロンＩＢＵ（ドッグプリンセスサロンイブ） 十王町友部東１－９－６ ワンちゃんのシャンプー・カット・アロママッサージ 他
飲食店・宴会・ファストフード等
マクドナルド日立カインズホーム店 留町字前川１２７０－２ ハンバーガー等、ファーストフード
東屋 久慈町３－１０－１０ 鮨
ｃａｆｅ　Ｍｉｚｕｋｉｎｏｓｈｏ 水木町１－１２－１６ 創作みそ料理・みそスイーツ
中国料理ふじよし 水木町２－３２－１３ 中華料理（ラーメン・チャーハン・ランチ等）
ココス水木店 水木町２－４３－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
大みか次郎長 大みか町１－３－１４ 地魚（今日の水揚げ）刺身
中華食堂　天海 大みか町１－５－１７ 中華料理・ランチ
串とんぼ日立店 大みか町１－６－３ 串揚げ・刺身・酒
いづみや 大みか町１－１７－９ 海鮮料理
我やが家 大みか町１－２６－１ 居酒屋
味道楽いけだ 大みか町２－２０－１２ 地魚・和食・刺身・一品料理・大小宴会・飲み放題コース有
玉の井 大みか町２－２２－１ 和食・魚料理・お酒
つぼ八　大みか店 大みか町２－２３－７ 料理・アルコール・ソフトドリンク
はんじょう 大みか町２－２３－８ 芋焼酎・森伊蔵 他　清酒 獺祭 他
はなの舞　大みか店 大みか町２－２３－１１ 単品飲み放題１，６８０円など
和食みさと 大みか町２－２５－９ 和食・洋食
アンブロッシェ 大みか町２－２８－１０ 洋食
とん亭 大みか町３－１－１９ とんかつ定食・アルコール飲料　他
スタミナラーメン三四郎 大みか町４－４－１２ スタミナラーメン
レストラン清海 大みか町４－１４－１３ 洋食
Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｃ　ＴＳＵＢＡＫＩ 大みか町４－１６－１０ オーガニックスイーツ・ランチ・コーヒー・自然食品
大阪王将　日立大みか店 大みか町４－２３－２４ 中華料理
Ｌａ Taverna（ラ タヴェルナ） 大みか町６－９－１ イタリア料理
居酒屋　大将 大みか町６－１２－１ 新鮮魚介・手仕込み串焼き・エクストラコールド生ビール
マクドナルド日立金沢店 金沢町４－１－１６ ハンバーガー等、ファーストフード
割烹　いな橋 東金沢町３－１４－２８ 割烹料理
ココス多賀店 大久保町３－１９８７－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
中日軒　じゅん菜　じゅん 千石町１－２－１３ 中華料理・フェアトレード（皮製品）バッグ・小物
串焼ふくろう 千石町１－４－２４ 串焼・刺身・和食・お酒
鮨さ 㐂ゝ 千石町１－４－８ 寿し・和食・一般
白山 千石町１－１５－１６ 日本料理
ステーキ＆ワイン 白耳蟻館 千石町２－７－７ オムライス・ハンバーグ・ステーキ・ビーフシチュー
お食事処 天力 千石町２－１０－７ 刺身・煮魚・焼魚・とんかつ・ホルモン焼
魚鮮水産多賀駅前店 多賀町１－１３－１ 海鮮料理
新富鮨 多賀町１－１９－９ 寿司・和食・仕出し
うおまさ 多賀町２－１５－１０ 刺身・寿司・季節の物など・日替わりランチ
喫茶店ＷＯＯＤＹ 多賀町２－１８－３ スパゲッティ・ピラフ・ドリンク・パフェ等
しゃぶしゃぶ温野菜　日立多賀店 鮎川町１－４－３ しゃぶしゃぶ食べ放題
ビーチバーガー９ 河原子町１－６－６ ハンバーガー・スムージー
釜めし処 みなみ 河原子町３－２９－２４ 釜めし・季節限定釜めし・アルコール類・おつまみ
和風れすとらん　はくせん 桜川町３－４－１９ お食事・宴会・ご法事等
ラーメン屋 たんぽぽの詩 桜川町３－４－２３ ごまみそラーメン・たんぽぽラーメン
グリルさくま 中成沢町２－７－１３ とんかつ・ハンバーグ
れすとらん幹　日立総合病院店 日立総合病院内 売店棟２Ｆ 天ざる・茨城尽くしの「茨定」・野菜ラーメン
ブレッドバイキング　サンマルク日立店 城南町１－１０－３ 洋食
お好み村どんどん 鹿島町１－１－３ お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き
酒彩ダイニング 陽　ｓｏｌａｎａ 鹿島町１－２－６ 欧風・洋風・ダイニングバー
２　（セコンド） 鹿島町１－２－７ アルコール類
アルベアーレ 鹿島町１－４－１７ アルコール類
百番食堂　銀座店 鹿島町１－９－８ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・かつどん
中華飯店 来々軒 鹿島町１－１０－１石井ビル1F ラーメン・ギョーザ
網元別館 鹿島町１－２０－１２ 和洋食
網元蟹海楽 鹿島町１－２０－１３ 和洋食
マクドナルド６号線日立店 鹿島町３－４－６ ビッグマック等・セットメニュー・ハッピーセット
割烹 寿々木 弁天町１－１－２１ 大小宴会・仕出し料理
肉のレストラン　くらた 弁天町１－２－６ 常陸牛
餃子ＢＡＲ　Ｇ－ＢＲＯＳ 弁天町１－２－１５ ４種類の生ビールと手作り餃子
カフェダイニング・ピンチョス 弁天町１－３－１１ ボロネーゼスパゲティ等
Ｍｏｏｎ　Ｂｏｗ 弁天町１－８－１７ 洋風居酒屋
ラウンジ・ビーナス 弁天町１－８－１７ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル
やきとりの名門 鳥太郎 弁天町１－９－１１ 焼きとり大皿盛・桜ダコのうす造り、90分飲み放題
弁天横丁ハイボール酒場　ハイカラ 弁天町１－１０－１１ ひたちハイボール・トリカラ
クラブ・ルビー 弁天町１－１０－１２ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル類
Ｂｅｌｉeｖｅ 弁天町１－１１－１ スナック
Ｂａｒ　ＦＬＡＳＨ 弁天町１－１１－３ お酒・ソフトドリンク・おつまみ
百番食堂　弁天町店 弁天町１－１１－６ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・とんかつ定食
和食屋　まんぼう 弁天町１－１１－１０ 日本食・定食物・コース料理
父屋 弁天町１－１１－１２ 居酒屋
スナック サントヒロ 弁天町１－１２－１ 酒・料理・おつまみ全般
カオスダイニング５２５ 弁天町１－１５－８－２Ｆ 居酒屋（和食・洋食）
セカンドアース 弁天町１－１６－１１ ひたちモヒート・ひたちハイボール・久慈浜産しらすピザ

ＳＮＡＣＫ　ＩＲＩＥ 弁天町１－２１－１４ ビール・焼酎・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク
American Diner cotton's 弁天町２－４－１０ ハンバーガー・洋食・各種アルコール
はなの舞　日立駅前店 幸町１－４－１０ 各種のみ放題コース　他
ダイニングバー 幸町１－１２－１ ランチ：さしみ・天ぷら定食・寿司　夜：串揚げ・宴会等
カクテルと食彩の店　とらんたん 幸町１－１２－４　Ｐｍビル5Ｆ ウィスキー・ビール・焼酎・カクテル・フード類
ドトールコーヒーショップ日立店 幸町１－１５－４ コーヒー・軽食
ベイカナーズ 幸町１－１５－６ スズキビル２Ｆ イタリア家庭料理（パスタ・ピザ）
さくらカフェひたち 幸町１－１５－９ キッズスペース付き、ワンデイシェフの食事・小箱ショップ
ホテル テラスザスクエア日立 幸町１－２０－３ レストラン（ランチ・ディナー）・宿泊
じぇんとる麺 幸町２－６－１２ ラーメン
旬菜喰楽ぶ　ＴＯＭＯ 幸町２－７－４ 刺身・魚料理・焼酎・日本酒
珍竹林　日立店 幸町２－９－１５ 和食
ホテル天地閣 旭町２－６－１３ レストラン
韓伊ダイニングちゃんぽん市場 平和町１－１７－３ チヂミ・酒類・マッコリ・ビール
味工房　美味小家 平和町１－１７－４ 創作料理
日本料理 つる伴 平和町１－１７－４ 会席料理
食彩酒家じゅまる 平和町１－１７－６－１０３ 洋風居酒屋・ワイン・日本酒
らくみ玉の井 平和町１－１８－２ 和食・魚料理・お酒・ランチ
八方寿司 助川町１－７－１３ 寿司（押し寿司）弁当
おもてなし料理　響 神峰町１－１０－４ 和食が中心のおもてなし料理
門部屋　本店 旭町２－３－２ 寿司・ランチ
ココス滑川店　 滑川町１－１２－６ ファミリーレストラン
マクドナルド日立小木津店 相田町１－８－５ ハンバーガー等、ファーストフード
ロマン亭 日高町４－７－２３ 洋食（オムライス・ハンバーグ等）ケーキ・スコーン
マクドナルド日立豊浦カスミ店 川尻町５－３－１７ ハンバーガー等、ファーストフード
中華　萬福 川尻町６－５０－３ 五目焼きそば・担々麺
ストーンビーチ 十王町伊師６５６－４ パスタ・ピザ・洋食
コンビニ・スーパーマーケット（１０００㎡未満）
サンユーストアー若葉店 若葉町３－１－１８ 食料品・日用品
セイブ十王店 十王町友部１６３５ 食料品・日用品
セイブ大みか店 大みか町４－２－８ 食料品・日用品
セイブ桜川店 桜川町２－１９－７ 食料品・日用品
かわねや　南高野店 南高野町２－１－１ 生鮮食品・一般食品
セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立大みか店 大みか町１－２６－１７ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立東大沼町２丁目店 東大沼町２－２－７ おにぎり・サンドイッチ・菓子・飲料
セブンイレブン日立塙山店 金沢町２－６－１０ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立鮎川町一丁目店 鮎川町１－１０－２２ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ ７プレミアム・７カフェ・セブンミールサービス
セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 弁当・おにぎり
セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－７ 弁当・おにぎり
セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 食料品・雑貨
セイコーマート日立南店 大和田町８５８－６ 食料品・雑貨
セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 食料品・雑貨
セイコーマートしもむら店 滑川本町５－１２－２８ 食料品・雑貨
セイコーマート日立台原店 台原町２－１３－１ 食料品・雑貨
セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 食料品・雑貨
フードスクエア日立神峰店移動スーパー 神峰町１－７－７ 食料品の移動販売

イトーヨーカドー日立店 幸町１－１６－１
ヨークベニマル日立会瀬店 会瀬町４－１４－１
セイブ小木津店 日高町１－２４－７
サンユーストアー東町店 東町４－５－１
サンユーストアー東多賀店 東多賀町４－１－２３
サンユーストアー新鮎川店 鮎川町１－４－２
カスミ東大沼店 東大沼町３－２６－２０
カスミ鮎川店 鮎川町４－１－５４
カスミ　フードスクエア日立神峰店 神峰町１－７－７
カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７
フードオフストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３
マルトＳＣ森山 森山町５－９－１
マルト東金沢店 東金沢町５－５－１５
マルト諏訪店 諏訪町４－１１－１６
マルトＳＣ平沢 高鈴町１－３－１

マルトＳＣ滑川 滑川本町５－３－３０
マルトＳＣ田尻 田尻町５－１４－１
カワチ薬品 大沼店 大沼町２－２０－６
カワチ薬品 鮎川店 鮎川町４－７－２１
カワチ薬品 田尻店 田尻町４－３６－１０
カワチ薬品 川尻店 川尻町５－５７－１０
ホームセンター山新多賀店 千石町４－５－１３
ホームセンター山新神峰店 本宮町４－２６－１１
インテリアショップ山新日立店 諏訪町１－２－２０
ケーズデンキ日立店 鮎川町１－３－１
ケーズデンキ日立北店 東滑川町４－１２－２３
カインズホーム日立店 留町字前川１２７０－２
㈱オートアールズ日立店 留町字前川１２７０－２
ＤＣＭホーマック日立店 田尻町５－６－１
ヤマダデンキ テックランド日立店 滑川町２－４－１

大型店　（共通券のみご利用できます）

実 施 機 関
TEL 0294-22-0128日立市幸町1-21-2日立商工会議所
TEL 0294-39-2086日立市十王町友部1596-3日立市十王商工会
TEL 050-5528-5104日立市商工振興課

ホームページ
http://www.hitachicci.or.jp/premium/

最新情報はこちらから

食料品（生鮮食品／加工食品／米穀類／青果）
しらすパーク 留町１０３９－１ しらす・ひもの
㈲井戸道丸漁業 みなと町 日立おさかなセンター内 鮮魚・塩干物
道の駅　日立おさかなセンター みなと町５７７９－２４ 新鮮魚介類・土産品・味勝手丼・旬の魚料理
杉山商店 南高野町３－１７－８ 食品・酒・青果
元長（全日食チェーン久慈浜店） 久慈町１－２９－１８ 野菜・魚類・精肉・惣菜・酒
大川屋 久慈町３－３－２０ 水産加工品
㈲明治屋 久慈町３－９－１０ 野菜・果物・菓子・日用雑貨
やまさん青果㈲ 久慈町３－１４－１３ 青果物
つるや米穀店 久慈町３－２０－９ 米穀・関連食品
五来商店 久慈町３－２２－１５ わかめ・他
仙台屋 田所半五郎商店 久慈町４－５－２０ 干物各種（みりん干し・一夜干し）
安掛精肉店 久慈町５－３－３１ 精肉
長山米穀店 水木町１－１３－５ 常陸太田市産　ＪＡ特別栽培米
さかなの おおうち 水木町１－２７－２ 刺身
あかつ水産　本店 水木町２－８－４０ 生鮮食品
大みか きのこランド 森山町４－2 生しいたけ
肉屋　半七 大みか町４－３－１３ 精肉
㈲菊水食品 東大沼町４－２９－１１ ゴールド納豆・ひたちの納豆 等
㈲澤田肉店 千石町１－１０－１０ 精肉
黒澤米穀店 河原子町３－７－２１ 精米
酒王　桜川店 桜川町３－１５－３ 食品全般
おさかな市場　魚長水産 鹿島町１－１５－１１ 地場鮮魚（会瀬港、久慈浜、河原子）・おさしみ各種
渡辺果実　平和通り店 鹿島町１－５－８ 果実
渡辺果実　パティオモール店 幸町１－１５－５ 果実
肉の登利要　日立店 幸町２－８－１４ 精肉
スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 一般食品・酒・青果
和田ストアー 十王町友部１０９－７ 食料品・酒
ＪＡ常陸　みなみ支店 大和田町１９９２ 農産物
ＪＡ常陸　旬味満菜館 大和田町２２２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　日高支店 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　ふれあいパーク日高 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　豊浦直売所 川尻町１－３４－１ 農産物
ＪＡ常陸　日立支店 宮田町３－４－７ 農産物
ＪＡ常陸　とうふ工房名水亭なか里 入四間町８２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　中里支店 東河内町１９４９－１ 農産物
ＪＡ常陸　十王支店 十王町伊師本郷４３－１ 農産物
十王物産センター鵜喜鵜喜 十王町伊師５２８－１ 農産物
酒・お茶・味噌・健康食品等
味噌蔵みずきの庄 水木町１－１２－１６ 味噌・みそスイーツ
リカーハウス　アジマ日立店 金沢町１－１３－１４ 酒類・ギフト
木村酒店 金沢町２－５－６８ 酒類
菊池園 千石町１－１９－２ 茶・海苔・茶器
茶の花月園 千石町２－３－８ 茶・海苔・菓子
牧ノ原 日立店 多賀町１－１４－２ 日本茶・海苔・陶器 他
㈲長山酒店 多賀町１－１７－１ 日本酒・他
日立酒類販売㈱ 鮎川町４－１－３２ 玉の雫
大宮園　本店 鹿島町１－２－４ お茶・海苔・茶道具
アロエ苑 弁天町１－１－２１ 健康ブドウ酢ビワミン・健康食品
合資会社小川屋酒店 弁天町１－１０－４ 酒類
大宮園　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店Ｂ１Ｆ お茶・海苔
みどり園 パティオモール店 幸町１－１３－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
トミタ酒店 幸町２－２－２２ 酒・米・惣菜（おにぎり・お弁当）赤飯・餅
おそのえ 若葉町３－８－１０ 酒類・米
酒王　日立本宮店 本宮町４－１２－１ 酒類
みどり園 本店 宮田町２－６－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
大宮園　流通センター 小木津町４－７－１４ お茶・海苔
森島酒造 川尻町１－１７－７ 地酒「大観」・酒粕
ミスター酒屋さん 川尻町５－１９－８ 酒類
㈱宏和商工日立酒造工場内　直売所 十王町友部１０４ 地酒販売（清酒・焼酎・リキュール）
（資）椎名酒造店 十王町高原４１１ 富久心
柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 酒類・一般食品
菓子・パン・お土産
かの子や 留町１１３２－２ 和菓子
不二家　大みか店 大みか町１－５－１７ 洋菓子
㈲運平堂本店 大みか町１－６－７ 大みか饅頭
洋菓子グランバーズ 大みか町１－６－７ ケーキ・クッキー・コーヒー（喫茶）
運平堂本店　多賀店 千石町２－４－３３ 大みか饅頭
あんず通りの菓子工房グランイル 多賀町２－５－１２ ケーキ・焼き菓子
菓匠たけだ　鮎川店 鮎川町２－７－１ 和菓子・ケーキ
ドーナツの店　はせ川　諏訪店 諏訪町１－１２－４０ ドーナツ
アトリエ マドレーヌ 国分町３－２－２８ 焼き菓子・フィグケーキ
ＣＯＲＩＮ　（火・木曜日営業） 中成沢町２－２８－１１ 国産小麦を使ったパン・焼き菓子
かずみ 中成沢町３－１７－１８ 洋菓子
モルトボーノ 旭町２－５－１０ ＮＡＧＩＳＡシュークリーム
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 幸町１－１－２ 市内土産品等
運平堂本店　日立店 幸町１－７－１７ 大みか饅頭
ドーナツの店　はせ川 幸町１－１５－３ ドーナツ

さくらスクエア 幸町１－１５－７ 茨城県北の特産品等・レンタルスペース
サーティーワンアイスクリーム日立駅前店 平和町１－１－６ アイスクリーム
パティスリーましぇり 本宮町４－１－１０ 洋菓子・生菓子・焼き菓子
菓匠たけだ　田尻店 田尻町５－１４－３ 和菓子・ケーキ
日立和洋菓子いちかわ 日高町３－１２－１ 和洋菓子・季節の果物まるごとシリーズ
大髙かおる堂 川尻町５－１６－１０ 和洋菓子
御菓子司 風月堂 十王町山部１６６５－３ 和洋菓子
衣料品（紳士服・婦人服・学生服・呉服・小物等）
笹屋 大和田町１－７－３８ 衣料・学生服・婦人服
笹島 久慈町１－３０－２０ 婦人服・紳士服・小物
Ｆａｉｒｙ Land TAKE-1　大みか店 久慈町２－２８－１２ 子供服
Ｋショップ 久慈町３－９－２１ 婦人服・スクール用品・作業服
洋服の青山　日立南店 金沢町２－３２－３ 紳士服・レディス商品
トーワセンイ　総合作業衣センター 金沢町４－２６－２５ 作業服・ユニフォーム各種
㈱イサカソーイング 東金沢町４－１３－６ 婦人服・雑貨・生地・洋裁小物
サンク・ミュ 千石町１－２－１２ ブティック
ファッションハウス　ゴライ 千石町１－３－１６ 婦人服
若美屋 多賀店 千石町１－４－１９ 婦人服
カメブ呉服店 千石町１－４－２６ 着物・和装小物・洋装品
衣料のわだ 千石町１－１１－14 婦人服
きもの館　志お屋 千石町１－１１－１８ 呉服・和雑貨・レンタル衣装
ＢＯＮＧＯＵＴ（ボングウ） 千石町１－１９－６ クレール21 1F 婦人服･バッグ
レディースファッションヒルタ多賀店 千石町２－１－８ 婦人服・学生服
佐々木洋服店 多賀町１－３－７ 注文洋服・学生服
ブティック カシワヤ 鹿島町１－６－９ 婦人服
柏屋呉服店 鹿島町１－７－５ 呉服
レディスショップ正札堂 鹿島町１－１３－９ 婦人洋品
レディーズランド コ.コ 鹿島町１－１３－９ 婦人服
レディースファッションヒルタ日立店 鹿島町１－１５－９ 婦人服・学生服
手芸の若美屋 弁天町１－９－４ 手芸用品・エプロン
若美屋プラス１ 弁天町１－９－４ 婦人服
シャルマン 幸町１－13－１３ 婦人服
一番街 幸町1－11－２ 制服
ＳＡＭＯＮ（サモン） 幸町１－１２－２ メンズカジュアル
ドリームライフ スズキ 幸町１－１５－６ 学生服・婦人服
ブティック　ユキ　クラブ イトーヨーカドー日立店１Ｆ 婦人服
Boutique TAKE-1（ブティック テイクワン） イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
ブティック　エルモア ユキ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
レディースファッションヒルタ駅前店 イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服・学生服
レディーズランド コ.コ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
サンタ日立店 イトーヨーカドー日立店４Ｆ 子供服・大人服
ワン・ステップ 平和町１－１７－１６ メンズ・レディス・カジュアルウェア
斉藤都世子作品ルーム日立サロン 助川町１－８－１５ 婦人物ニット
㈲森山商店 神峰町１－８－１１ 市内（市立・県立・私立）中学・高校制服
洋服の青山　日立北店 田尻町５－２－１ 紳士服・レディス商品
大丸 川尻町1－22－3 学生衣料・婦人服・雑貨
おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 衣類
松之屋 十王町友部東２－３－６ 衣料品
ファミリーショップ カミヤ 十王町友部１７ 衣料品・雑貨
寝具・バッグ・靴・インテリア用品
ふとんのねもと　大みか店 大みか町３－２３－４ 寝装品全般
スミヤカバン店 千石町１－１１－２３ 鞄（ハンドバッグ・ショッピング・紳士用）
ふとんのねもと　 鮎川町１－１１－５ 寝装品全般
細井ふとん店 西成沢町１－３３－１５ 綿の打ち直し・布団・寝具・カーテン
ワシントン靴店 弁天町１－１０－２ 靴
ニットー靴店　平和通り店 幸町１－７－１０ 紳士靴・スニーカー
ニットー靴店　パティオモール店 幸町１－１２－３ 紳士靴・スニーカー
家電品（家電修理・工事等）
三栄電機商会 石名坂店 石名坂町１－６－３ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
モリカワ電器 久慈町２－１０－４ 家電品
志賀電器 久慈町５－１－１３ 電機器具
でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 家電品
ダイワでんき 水木町２－７－２９ 家電品・修理・リフォーム・電気工事
マルナガ電機 金沢町２－１５－１６ 家電品（日立）・一般家電品・太陽光・リフォーム
永井電器 東金沢町５－４－２０ 家電品
わたべ電機 東金沢町５－１７－９ 家電品
太陽電機 東大沼町２－３３－１５ 家電品
石川電器 大沼町２－１－２２ 家電品
新光社 鮎川町１－１０－１９ 家電品
ヒノデデンキＫ．Ｋ． 桜川町１－３－２０ 家電品・サービス
ライフアップスワ 桜川町３－５－４ テレビ・冷蔵庫・エアコン
ササキ商事 末広町４－４－８ 家電
三栄電機商会 本店 中成沢町２－８－１４ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
エジリデンキ 東成沢町２－１－１５ 家電品
ミシンのヨシダ 鹿島町１－４－１０ 家庭用・工業用ミシン・縫製付帯器機
㈲大部無線 弁天町１－７－１３ 家電品
栗原電気商会 神峰町２－４－１５ 家電品
㈲川瀬電機商会 滑川本町２－８－２９ 家電品・空調機器・電気工事

茨城ハセ電化 日高町４－１－１３ 家電品全般・工事・修理
オオモリデンキ 川尻町７－１－７ 家電品
㈲光電社 十王町友部東１－１－４ 家電品・住宅リフォーム
でんきのゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 家電品
㈱モンマデンキ 十王町友部１６５０－８ 家電品
眼鏡・補聴器・宝飾・時計
メガネのナリタ 大みか店 大みか町２－２７－５ 眼鏡
こばやしメガネ補聴器 千石町１－５－１１ メガネ・補聴器
メガネのナリタ 多賀店 多賀町１－２－２ 眼鏡
大和田時計眼鏡店 多賀町１－１３－２０ 時計・メガネ・貴金属
アイ・ジュエリーツボタ 東多賀町５－１１－２３ メガネ・宝石・時計
宏実屋時計店 幸町１－５－１０ 時計・メガネ・宝石・補聴器
リオネットセンター日立 幸町１－８－１５ベルメゾンひたち101 補聴器・難聴用補助商品
㈲メガネの東港堂 幸町２－８－１５ 眼鏡
メガネのナリタ ヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店３Ｆ 眼鏡・コンタクト
メガネのナリタ 本店 助川町１－７－１３ 眼鏡
化粧品・医薬品・生活用品・雑貨・ドラッグストア（1000㎡未満）
マルトパワードラッグ森山店 森山町５－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
コトブキ薬品 金沢町１－４－１６ 100円で１ポイント・５０ポイントで割引
ノエビア ホワイト プレインズ 大沼町３－１９－１４ ノエビア化粧品・フェイシャルエステ
池上薬局 千石町１－３－３ 医薬品・漢方薬・健康食品・ホワイトリリー化粧品
セキネ薬局 千石町２－１－９ 医薬品
マルトパワードラッグ千石店 千石町３－４－１０ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
クレストショップＴＡＭＵＲＡ 多賀町１－１３－２１ コスメデコルテ・ＳＫ-Ⅱ・カシー・キリョウ・ポールスチュワート
白雪姫 多賀町１－１４－４ 化粧品・エステ
ノエビア ビューティースタジオ エヌズ 多賀町２－１４－１０ 化粧品
厚生薬局 東多賀町５－１０－１２ 一般医薬品・化粧品・処方調剤
くすりのマルト鮎川店 鮎川町３－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
ノエビアビューティスタジオ～ブラン～ 諏訪町２－４－２９ 化粧品
マルトパワードラッグ諏訪店 諏訪町４－５３４－２ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
マルトパワードラッグ成沢店 中成沢町２－３７－１１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
サンドラッグ日立会瀬店 会瀬町４－１４－１ ドラッグストア
みどりや 鹿島町１－１－８ 家庭用品・業務用品
化粧品店ぱふ 鹿島町１－４－１０ 化粧品（資生堂・カネボウ・アルビオン）
コスメティックサロン Marumiya 鹿島町１－９－２ 化粧品（アルビオン・コーセーデコルテ・資生堂ベネフィーク）
趣味の店　あいざわ 弁天町１－１５－１２ 雑貨・袋物
メナードフェイシャルサロン日立店 本宮町４－１４－２ 化粧品・フェイシャルエステ
一仙堂荒友薬局 神峰町２－１４－３ 医薬品・化粧品・漢方薬
亀甲堂薬局 神峰町４－２－１ 健康相談・漢方薬　など
大曽根薬局 高鈴町３－１－２８ 医薬品・化粧品
マルトパワードラッグ滑川店 滑川本町５－３－３５ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 化粧品
マツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１ 医薬品・化粧品・健康食品・日用品
十王薬局 十王町友部東１－２－１ 医薬品・処方箋調剤
ＹＳよしのや 十王町友部東２－６－１２ 化粧品
菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 薬品・化粧品
ギフト・生花・仏壇・冠婚葬祭用具
花の店 あかつ 久慈町３－１２－３０ 生花・観葉鉢・花鉢
ベルフローリスト 大久保町３－１８－４ 生花・鉢植え・プリザードフラワー
花の鈴廣 千石町１－３－４ 生花・造花・仏具
ウエサカ花店 多賀町２－１９－５ 生花（生け花・ブーケ・花束・アレンジメント・仏花）
鈴廣 合掌堂 鮎川町１－１０－９ 仏壇・仏具
陽光堂 東成沢町１－１－３ 仏具・線香・ローソク
シャディサラダ館日立平和通り店 鹿島町１－４－１０ カタログギフト・ギフト用品
花の春秋舎 鹿島町１－１２－６ 生花・造花・プリザ・花束・アレンジ・鉢物他
仏壇仏具のショウルーム大知 鹿島町１－１５－７ 仏壇・仏具・神具・提灯
パークス㈱日立営業所 若葉町１－１７－５前野ビル1F お中元ギフト・内祝等のカタログ贈答品
フラワーハウス ワタナベ 日高町１－３１－５ 切花・鉢物
文具・事務用品・書籍・ＤＶＤ・ＣＤ・カメラ・写真・印章・玩具
ＯＳＡ・書房 久慈町２－２８－１４ 書籍・文具
おもちゃ・ホビーのキング 大みか町１－１－５ 玩具
ＢＩＧＢＥＮ　大みか店 大みか町４－２２－５ ＤＶＤレンタル
エイトスタジオ本店 大久保町１－２－１２ 写真撮影・レンタル衣装・美容
堀之内文具店 千石町１－３－７ 文具・事務機・スチール製品
フタバ写真 千石町３－４－６ スタジオ撮影・レンタル衣装
イナダスタヂオ 千石町４－７－９ スタジオ写真・写真全般
カメラのオリオン 多賀町１－１２－２４ カメラ・写真材料・デジカメプリント
一誠堂書店 多賀町１－１３－７ 書籍・雑誌
ブックエース　日立鮎川店 鮎川町５－１－１ 書籍・ＤＶＤ・ＣＤとＤＶＤ・ＣＤレンタル
㈱田所書店 鹿島町１－１２－９ 書籍・雑誌・文具
㈱助川カメラ 弁天町１－１０－１６ カメラ・カメラ用品・写真プリント加工・化粧品
㈲スタンプナメカワ 幸町１－５－９ 印章・ゴム印・印刷（名刺・ハガキ）
ＮＯＶＡ茨城日立駅前校 幸町１－１２－４　Ｐｍビル1F ＮＯＶＡオリジナルグッズ（ぬいぐるみ・文房具）
㈱北書房 助川町１－９－１６ 書籍・雑誌・文具
ヘリオス写真スタジオ 神峰町１－１０－７ 写真撮影
レインボースタジオ 神峰町２－１－５ 写真全般
㈲木村書店 日高町１－２－３ 書籍・雑誌・事務用品・文具・雑貨

エイトスタジオ日立北店　　　 日高町３－１２－１３ 写真撮影・レンタル衣装・美容
スポーツ・レジャー施設・自転車・旅行
ドレミ　大みか店 大みか町２－２８－６ カラオケ
川﨑サイクルモータース 大沼町１－１６－１ 自転車・電動アシスト自転車・バイク
㈲シノハラ 千石町１－３－２ スポーツ用品全般
スポーツエス 千石町３－２－１０ 登山・スキー・カヌー・アウトドアウェア・ＭＢＴ
宮田商会 多賀町５－７－１７ 自転車・バイク販売・修理
平和台スポーツセンター 諏訪町４－２８－１ ゴルフ練習場
サイクルショップイマイ 鮎川町６－４－２２ 自転車・サイクル関連商品・修理
㈱小泉スポーツ 鹿島町１－９－５ スポーツ用品・スポーツウェア
並木スポーツ 鹿島町１－１６－１５ スポーツ用品
㈱ＪＴＢ関東　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店１Ｆ 旅行
山内鉄砲火薬店 宮田町２－６－１３ 銃・射撃用品・玩具花火
ドレミ　日立滑川店 滑川町１－１－３ カラオケ
日立ゴルフクラブ 滑川町３０３３ ゴルフプレー・レストラン・山内ゴルフショップ
ゴルフ５ 日立店 相田町２－１－５ ゴルフ用品
日立電鉄交通サービス日立南営業所 留町字前川１２７０－５５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス多賀駅前店 千石町１－１－８ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス神峰営業所 滑川町２－１１－５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
自動車・オートバイ関連・自動車整備・燃料
大一商事㈱日立港ＳＳ 久慈町３－７－１２ ガソリン
澤畑モータース 森山町３－７－２１ オートバイ（部品用品・車検・修理）
オートバックス　日立金沢店 金沢町３－２０－１ カー用品・車検・車販売
ミスタータイヤマン　フットワーク２４５ 東金沢町１－１３－４０ タイヤ修理・販売
大畑自動車工業所　　 大久保町１－４－５ 自動車板金・塗装
㈱宮本石油店　多賀給油所 大久保町３－１０－２０ 車輌燃料・灯油
大一商事㈱多賀ＳＳ 多賀町２－１９－３ ガソリン
㈲山永自動車整備工場 中成沢町１－９－１１ 自動車整備・オイル交換・車検
ギャロップ 鹿島町２－１６－１０ 二輪車（用品・部品・修理・車検）
㈱宮内石油 平和町１－１３－３ ガソリン・洗車
カーオーディオショップ　ヨシナリ 東町１－１１－１７ カーオーディオ・ナビ・カー用品・販売・取付
㈱大畠自動車商会 本宮町４－２８－５ 新車・中古車・その他
㈲日工自動車サービス 滑川町１－１３－８ 車検整備・板金・新車・中古車／諸費用は除く
㈲日立電池商会 滑川町２－２－１２ カーエアコン・カーナビ・ＥＴＣ・修理・販売・取付
カーショップ秀 折笠町９１０－６ 新車・中古車販売
増井石油店 日高町３－１１－１ 燃料（ガソリン）
住宅関連・ガス関連・設備・リフォーム・工具
黒沢燃料㈱ 石名坂町１－５０－２２ ガス器具・住宅設備品
㈱和田塗装工業 森山町４－１０－１０ 塗装・防水工事
㈱明治商会 日立支店 千石町４－４－５ ＬＰガス・住宅設備品
エネスタ多賀 多賀町１－１５－１１ リフォーム・設備機器・ガス機器
梅原材木店 東多賀町２－１２－６ 一般住宅新築・リフォーム
㈲塚田燃料商事 東多賀町２－１５－２ プロパンガス・ガス器具・システムバス・システムキッチン
㈱山森 末広町２－１－３０ 一般住宅新築・リフォーム
ＭＡＤＯショップ日立店 国分町３－１０－１２ アルミサッシ・窓・玄関改修・硝子工事
多賀燃料 永山商店 諏訪町１－１１－３ ガス・石油・住宅設備器機
㈲緑川塗装店 諏訪町３－８－１９ 住宅塗装
㈱日興 会瀬町４－１－４３ 家庭用塗料・業務用塗料・塗装用具・消火器
㈱高橋宗四郎商店 助川町２－４－１５ 畳
㈲ますや 鹿島町２－６－４ 鍵の取付交換・ガラス修理・リフォーム
エネフィット㈱ミナカワ 弁天町１－８－７ ガス機器
㈱日立塗工店 弁天町２－２－３ リフォーム工事・塗装工事・防水工事
エネスタ日立 幸町１－２２－２ リフォーム・設備機器・ガス機器
菊地サッシ工業 川尻町６－４９－１８ ガラス・網戸・アルミサッシ・エクステリア
増子建窓 十王町友部１６０１－５ ガラス・網戸　他
ヤマザキショップ ヒロセ 十王町友部２７２３－１ 灯油・ガス・ガス器具・食品・雑貨
大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 金物・刃物・工具・せともの・雑貨
理容・美容・エステ・整体
理容オカモト 石名坂町１－２１－６ 理容全般・他
ファミリーヘアーサロンうの 石名坂町１－４０－１２ 理容全般・他
安掛　理容 石名坂町２－４４－１４ 理容全般・他
ミチコ理容 南高野町１－５－１１ 理容全般・他
ヘアーサロンおのせ 南高野町３－１１－５ 理容全般・他
理容キムラ 久慈町３－２９－１３ 理容全般・他
メンズサロン　ササキ 久慈町３－３４－３ 理容全般・他
カワノ美容室 久慈町４－１０－１６ 美容全般
高根理容室 久慈町７－１４－８ 理容全般・他
オリジナルヘアーサロンやまがた 大みか町１－５－１２ 理容全般・他
バーバー＆ビューティ三容 大みか町１－１７－１７ 理容・美容全般・まつ毛美容・訪問理美容
美容室えるもあ 大みか町２－２５－１ 美容全般
美容室アレンジ 大みか町２－２６－９ カット・カラー・パーマ
理容シマザキ 大みか町３－２１－５ 理容全般・他
ヘアーサロン大畑 水木町１－１４－１３ 理容全般・他
理容　海老沢 水木町２－２４－８ 理容全般・他
ヘアーサロンきよし 水木町２－３７－２２ 理容全般
小島療術院 東大沼町２－１２－２６ 整体・リンパマッサージ・健康グッズ
ヘアーステーション　オアシス 東大沼町２－１５－３ 理容全般・他
サロンド ヒロシ 東大沼店 東大沼町２－３０－１３ パーマ・ヘアカラー・カット・トリートメント 他

タドコロ理容所 東大沼町４－２４－５ 理容全般・他
理容やまがた 大沼町２－１７－１７ 理容全般・他
千葉理容室 大沼町３－２－１１ 理容全般・他
鈴木理容所 森山町２－２８－７ 理容全般・他
ＢＡＲＢＥＲ　Ｍ２ 森山町３－４－１９ 理容全般・他
ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 東金沢町２－１９－３ 女性お顔そりエステ・メンズフェイシャル
関根理容室 東金沢町５－３０－３ 理容全般・他
理容 冨士 大久保町２－５－１１ 理容全般・他
オオクボ理容 大久保町２－１１－７ 理容全般・他
あたまスタイルＳＥＫＩＮＥ 千石町１－３－５ 理容全般・他
ミリオン美容室 多賀町１－２０－６ 美容全般
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｋaminaga(ヘアー＆フェイス カミナガ) 多賀町３－１－２３ 理容全般・レディスシェーブ
ヘアーサロン はぎわら 多賀町５－５－２ 理容全般・他
ヘアーサロンつばめ 多賀町５－１５－５ 理容全般・他
理容プリンス 東多賀町２－５－２５ 理容全般・他
ヘアーサロン　モトジマ 東多賀町２－１０－４ 理容全般・他
美容室ココワ 東多賀町２－１１－１５ 美容全般・着付け
ビューティーサロン フェミニン 鮎川町３－８－７ カット・パーマ・カラー・着付・貸衣装
メンズカット アユカワ 鮎川町４－３－２３ カット・パーマ・カラー・シェービング
理容トモベ 鮎川町６－２－２４ 理容全般・他
理容クロサワ 鮎川町６－５－１ 理容全般・他
総健創美館　日立鮎川店 鮎川町６－５－１６ カイロプラクティック（肩こり・腰痛・膝痛等）
ヘアーサロン　うめはら 河原子町３－１５－６ 理容全般・他
理容シーク 諏訪町３－３－８ 理容全般
小咲台 理容 諏訪町５－１６－７ 理容全般・他
理容 若葉 桜川町３－４－１４ 理容全般・他
ヘアーサロン コムロ 桜川町３－４－２２ 理容全般・他
理容ますこ 桜川町４－１９－７ 理容全般・他
ヘアーサロン　ボン 西成沢町１－３４－３８ 理容全般・他
カットルーム ナルサワ 西成沢町３－２－１２ カット・ヘアカラー・パーマ等　
理髪　茂木 中成沢町２－３１－１１ 理容全般・他
美容室コトブキ 会瀬町２－１５－１５ カット・パーマ・毛染・着付
秋山理容所 助川町２－４－２ 理容全般・他
Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＭａｒＣｉａｎ 助川町２－６－１１ 理容全般・他
エメロード美容室２１ 鹿島町１－６－９ 美容全般
ミツワ理容 弁天町１－１－９ 理容全般・他
Ａｓ－ｏｎ　ｈａｉｒ　（アズオン ヘアー） 弁天町１－９－７ カット・パーマ・メイク・ヘアセット・ヘッドスパ
理容マツザキ 弁天町２－５－１３ 理容全般
リラクゼーションスペースＨｕｇ 幸町１－７－１打手屋第２ビル203 もみほぐしリラクゼーションエステ・フェイシャルリンパオイルマッサージ
ウェーブアジャート Wave-agiato 幸町１－１３－１１ カット・パーマ・ヘアカラー・エクステ・ヘッドスパ
ヘアーサロン　プラネット 幸町２－１１－１１ カット・パーマ・カラー
理容かわさき 幸町２－４－５ 理容全般・他
常陽　理容院 平和町１－１４－９ 理容全般・他
理容しいな 若葉町３－６－１２ 理容全般・他
美容室ラ・ティエラ 本宮町２－１０－７ 美容全般
カットハウス・テルウチ 神峰町３－８－８ 理容
ヘアー　ナカノ 東町１－１１－１３ 理容全般・他
ヘアーサロン　サンクス 東町１－１５－９ 理容全般・他
ヘア・ケア・イオス 東町３－５－７ カット・パーマ・カラー・ヘアケア等
ヨツクラ　理容所 高鈴町３－１－２９ 理容全般・他
理容 大洋 宮田町３－５－１７ 理容全般・他
カットサロンいちかわ 宮田町３－１２－６ 理容全般・他
サロン・ド・ピア 滑川本町１－１１－１５ パーマ・ヘアカラー・カット等
Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔeｓ美容室　（レ・コケット） 田尻町１－４４－２８ 美容全般
美容室 髪ing (ビヨウシツ　カミング) 田尻町３－２６－３ 美容全般
ヘアースタイリスト・サロン エルム 小木津町１－２９－３０ カット・パーマ・カラーなど
カットルーム サトシ 日高町１－２３－１０ カット（男性・女性）・カラー・パーマ
ビューティサロンＫ 日高町４－７－３２ 美容全般
カットハウスフレンド 砂沢町１－９ 介護カット・理容全般
理容トビタ 十王町友部１８６－１ 理容全般
ヘアーサロンワタナベ 十王町友部２７３１－１ カット＆パーマ
各種サービス・スクール・宿泊・タクシー・その他
日立南部タクシー 石名坂町１－１２－３４ タクシー
里見タクシー 久慈町１－１３－６ タクシー
海づくしの湯 はぎ屋旅館 水木町１－１－１５ 宿泊・売店・食事処・立ち寄り湯
日立常陽タクシー 水木町１－３２－８ タクシー
極真会館　茨城県常総支部 日立道場 大みか町３－１７－１３ 青少年育成+空手の指導
五来タクシー 大みか町４－６－１６ タクシー
グレースティアラ みかの原町２－２－７ ガラス・クリスタル２Ｄ加工・赤ちゃんの足・手型等
辰巳タクシー 千石町３－２－１３ タクシー
青葉台サロン 西成沢町４－２３－５ 団地のお茶の間
ペットショップあんあん 城南町１－１１－３０ 犬のトリミング・ペットホテル・仔犬仔猫販売
ハトタクシー 助川町２－４－１３ タクシー
街なか交流スポット よって家fm 鹿島町１－１１－１４ 手作り品・カレー・定食・野菜販売・他
ホテル網元 鹿島町１－１５－１３ 宿泊
昭和ハイヤー 弁天町２－１－１０ タクシー
新星自動車 幸町２－１－３１ タクシー
日立タクシー 幸町２－９－７ タクシー

日立電鉄タクシー 幸町３－４－６ タクシー
㈱昭和活版所 旭町２－１－４ 名刺・挨拶状・暑中見舞い・年賀はがき
㈲日立観光ハイヤー 神峰町２－９－８ タクシー
㈱増子看板店 小木津町４－３－８ 看板・名刺
旭タクシー 日高町１－２６－１２ タクシー
Ｄog　Ｐ・サロンＩＢＵ（ドッグプリンセスサロンイブ） 十王町友部東１－９－６ ワンちゃんのシャンプー・カット・アロママッサージ 他
飲食店・宴会・ファストフード等
マクドナルド日立カインズホーム店 留町字前川１２７０－２ ハンバーガー等、ファーストフード
東屋 久慈町３－１０－１０ 鮨
ｃａｆｅ　Ｍｉｚｕｋｉｎｏｓｈｏ 水木町１－１２－１６ 創作みそ料理・みそスイーツ
中国料理ふじよし 水木町２－３２－１３ 中華料理（ラーメン・チャーハン・ランチ等）
ココス水木店 水木町２－４３－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
大みか次郎長 大みか町１－３－１４ 地魚（今日の水揚げ）刺身
中華食堂　天海 大みか町１－５－１７ 中華料理・ランチ
串とんぼ日立店 大みか町１－６－３ 串揚げ・刺身・酒
いづみや 大みか町１－１７－９ 海鮮料理
我やが家 大みか町１－２６－１ 居酒屋
味道楽いけだ 大みか町２－２０－１２ 地魚・和食・刺身・一品料理・大小宴会・飲み放題コース有
玉の井 大みか町２－２２－１ 和食・魚料理・お酒
つぼ八　大みか店 大みか町２－２３－７ 料理・アルコール・ソフトドリンク
はんじょう 大みか町２－２３－８ 芋焼酎・森伊蔵 他　清酒 獺祭 他
はなの舞　大みか店 大みか町２－２３－１１ 単品飲み放題１，６８０円など
和食みさと 大みか町２－２５－９ 和食・洋食
アンブロッシェ 大みか町２－２８－１０ 洋食
とん亭 大みか町３－１－１９ とんかつ定食・アルコール飲料　他
スタミナラーメン三四郎 大みか町４－４－１２ スタミナラーメン
レストラン清海 大みか町４－１４－１３ 洋食
Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｃ　ＴＳＵＢＡＫＩ 大みか町４－１６－１０ オーガニックスイーツ・ランチ・コーヒー・自然食品
大阪王将　日立大みか店 大みか町４－２３－２４ 中華料理
Ｌａ Taverna（ラ タヴェルナ） 大みか町６－９－１ イタリア料理
居酒屋　大将 大みか町６－１２－１ 新鮮魚介・手仕込み串焼き・エクストラコールド生ビール
マクドナルド日立金沢店 金沢町４－１－１６ ハンバーガー等、ファーストフード
割烹　いな橋 東金沢町３－１４－２８ 割烹料理
ココス多賀店 大久保町３－１９８７－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
中日軒　じゅん菜　じゅん 千石町１－２－１３ 中華料理・フェアトレード（皮製品）バッグ・小物
串焼ふくろう 千石町１－４－２４ 串焼・刺身・和食・お酒
鮨さ 㐂ゝ 千石町１－４－８ 寿し・和食・一般
白山 千石町１－１５－１６ 日本料理
ステーキ＆ワイン 白耳蟻館 千石町２－７－７ オムライス・ハンバーグ・ステーキ・ビーフシチュー
お食事処 天力 千石町２－１０－７ 刺身・煮魚・焼魚・とんかつ・ホルモン焼
魚鮮水産多賀駅前店 多賀町１－１３－１ 海鮮料理
新富鮨 多賀町１－１９－９ 寿司・和食・仕出し
うおまさ 多賀町２－１５－１０ 刺身・寿司・季節の物など・日替わりランチ
喫茶店ＷＯＯＤＹ 多賀町２－１８－３ スパゲッティ・ピラフ・ドリンク・パフェ等
しゃぶしゃぶ温野菜　日立多賀店 鮎川町１－４－３ しゃぶしゃぶ食べ放題
ビーチバーガー９ 河原子町１－６－６ ハンバーガー・スムージー
釜めし処 みなみ 河原子町３－２９－２４ 釜めし・季節限定釜めし・アルコール類・おつまみ
和風れすとらん　はくせん 桜川町３－４－１９ お食事・宴会・ご法事等
ラーメン屋 たんぽぽの詩 桜川町３－４－２３ ごまみそラーメン・たんぽぽラーメン
グリルさくま 中成沢町２－７－１３ とんかつ・ハンバーグ
れすとらん幹　日立総合病院店 日立総合病院内 売店棟２Ｆ 天ざる・茨城尽くしの「茨定」・野菜ラーメン
ブレッドバイキング　サンマルク日立店 城南町１－１０－３ 洋食
お好み村どんどん 鹿島町１－１－３ お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き
酒彩ダイニング 陽　ｓｏｌａｎａ 鹿島町１－２－６ 欧風・洋風・ダイニングバー
２　（セコンド） 鹿島町１－２－７ アルコール類
アルベアーレ 鹿島町１－４－１７ アルコール類
百番食堂　銀座店 鹿島町１－９－８ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・かつどん
中華飯店 来々軒 鹿島町１－１０－１石井ビル1F ラーメン・ギョーザ
網元別館 鹿島町１－２０－１２ 和洋食
網元蟹海楽 鹿島町１－２０－１３ 和洋食
マクドナルド６号線日立店 鹿島町３－４－６ ビッグマック等・セットメニュー・ハッピーセット
割烹 寿々木 弁天町１－１－２１ 大小宴会・仕出し料理
肉のレストラン　くらた 弁天町１－２－６ 常陸牛
餃子ＢＡＲ　Ｇ－ＢＲＯＳ 弁天町１－２－１５ ４種類の生ビールと手作り餃子
カフェダイニング・ピンチョス 弁天町１－３－１１ ボロネーゼスパゲティ等
Ｍｏｏｎ　Ｂｏｗ 弁天町１－８－１７ 洋風居酒屋
ラウンジ・ビーナス 弁天町１－８－１７ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル
やきとりの名門 鳥太郎 弁天町１－９－１１ 焼きとり大皿盛・桜ダコのうす造り、90分飲み放題
弁天横丁ハイボール酒場　ハイカラ 弁天町１－１０－１１ ひたちハイボール・トリカラ
クラブ・ルビー 弁天町１－１０－１２ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル類
Ｂｅｌｉeｖｅ 弁天町１－１１－１ スナック
Ｂａｒ　ＦＬＡＳＨ 弁天町１－１１－３ お酒・ソフトドリンク・おつまみ
百番食堂　弁天町店 弁天町１－１１－６ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・とんかつ定食
和食屋　まんぼう 弁天町１－１１－１０ 日本食・定食物・コース料理
父屋 弁天町１－１１－１２ 居酒屋
スナック サントヒロ 弁天町１－１２－１ 酒・料理・おつまみ全般
カオスダイニング５２５ 弁天町１－１５－８－２Ｆ 居酒屋（和食・洋食）
セカンドアース 弁天町１－１６－１１ ひたちモヒート・ひたちハイボール・久慈浜産しらすピザ

ＳＮＡＣＫ　ＩＲＩＥ 弁天町１－２１－１４ ビール・焼酎・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク
American Diner cotton's 弁天町２－４－１０ ハンバーガー・洋食・各種アルコール
はなの舞　日立駅前店 幸町１－４－１０ 各種のみ放題コース　他
ダイニングバー 幸町１－１２－１ ランチ：さしみ・天ぷら定食・寿司　夜：串揚げ・宴会等
カクテルと食彩の店　とらんたん 幸町１－１２－４　Ｐｍビル5Ｆ ウィスキー・ビール・焼酎・カクテル・フード類
ドトールコーヒーショップ日立店 幸町１－１５－４ コーヒー・軽食
ベイカナーズ 幸町１－１５－６ スズキビル２Ｆ イタリア家庭料理（パスタ・ピザ）
さくらカフェひたち 幸町１－１５－９ キッズスペース付き、ワンデイシェフの食事・小箱ショップ
ホテル テラスザスクエア日立 幸町１－２０－３ レストラン（ランチ・ディナー）・宿泊
じぇんとる麺 幸町２－６－１２ ラーメン
旬菜喰楽ぶ　ＴＯＭＯ 幸町２－７－４ 刺身・魚料理・焼酎・日本酒
珍竹林　日立店 幸町２－９－１５ 和食
ホテル天地閣 旭町２－６－１３ レストラン
韓伊ダイニングちゃんぽん市場 平和町１－１７－３ チヂミ・酒類・マッコリ・ビール
味工房　美味小家 平和町１－１７－４ 創作料理
日本料理 つる伴 平和町１－１７－４ 会席料理
食彩酒家じゅまる 平和町１－１７－６－１０３ 洋風居酒屋・ワイン・日本酒
らくみ玉の井 平和町１－１８－２ 和食・魚料理・お酒・ランチ
八方寿司 助川町１－７－１３ 寿司（押し寿司）弁当
おもてなし料理　響 神峰町１－１０－４ 和食が中心のおもてなし料理
門部屋　本店 旭町２－３－２ 寿司・ランチ
ココス滑川店　 滑川町１－１２－６ ファミリーレストラン
マクドナルド日立小木津店 相田町１－８－５ ハンバーガー等、ファーストフード
ロマン亭 日高町４－７－２３ 洋食（オムライス・ハンバーグ等）ケーキ・スコーン
マクドナルド日立豊浦カスミ店 川尻町５－３－１７ ハンバーガー等、ファーストフード
中華　萬福 川尻町６－５０－３ 五目焼きそば・担々麺
ストーンビーチ 十王町伊師６５６－４ パスタ・ピザ・洋食
コンビニ・スーパーマーケット（１０００㎡未満）
サンユーストアー若葉店 若葉町３－１－１８ 食料品・日用品
セイブ十王店 十王町友部１６３５ 食料品・日用品
セイブ大みか店 大みか町４－２－８ 食料品・日用品
セイブ桜川店 桜川町２－１９－７ 食料品・日用品
かわねや　南高野店 南高野町２－１－１ 生鮮食品・一般食品
セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立大みか店 大みか町１－２６－１７ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立東大沼町２丁目店 東大沼町２－２－７ おにぎり・サンドイッチ・菓子・飲料
セブンイレブン日立塙山店 金沢町２－６－１０ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立鮎川町一丁目店 鮎川町１－１０－２２ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ ７プレミアム・７カフェ・セブンミールサービス
セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 弁当・おにぎり
セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－７ 弁当・おにぎり
セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 食料品・雑貨
セイコーマート日立南店 大和田町８５８－６ 食料品・雑貨
セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 食料品・雑貨
セイコーマートしもむら店 滑川本町５－１２－２８ 食料品・雑貨
セイコーマート日立台原店 台原町２－１３－１ 食料品・雑貨
セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 食料品・雑貨
フードスクエア日立神峰店移動スーパー 神峰町１－７－７ 食料品の移動販売

イトーヨーカドー日立店 幸町１－１６－１
ヨークベニマル日立会瀬店 会瀬町４－１４－１
セイブ小木津店 日高町１－２４－７
サンユーストアー東町店 東町４－５－１
サンユーストアー東多賀店 東多賀町４－１－２３
サンユーストアー新鮎川店 鮎川町１－４－２
カスミ東大沼店 東大沼町３－２６－２０
カスミ鮎川店 鮎川町４－１－５４
カスミ　フードスクエア日立神峰店 神峰町１－７－７
カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７
フードオフストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３
マルトＳＣ森山 森山町５－９－１
マルト東金沢店 東金沢町５－５－１５
マルト諏訪店 諏訪町４－１１－１６
マルトＳＣ平沢 高鈴町１－３－１

マルトＳＣ滑川 滑川本町５－３－３０
マルトＳＣ田尻 田尻町５－１４－１
カワチ薬品 大沼店 大沼町２－２０－６
カワチ薬品 鮎川店 鮎川町４－７－２１
カワチ薬品 田尻店 田尻町４－３６－１０
カワチ薬品 川尻店 川尻町５－５７－１０
ホームセンター山新多賀店 千石町４－５－１３
ホームセンター山新神峰店 本宮町４－２６－１１
インテリアショップ山新日立店 諏訪町１－２－２０
ケーズデンキ日立店 鮎川町１－３－１
ケーズデンキ日立北店 東滑川町４－１２－２３
カインズホーム日立店 留町字前川１２７０－２
㈱オートアールズ日立店 留町字前川１２７０－２
ＤＣＭホーマック日立店 田尻町５－６－１
ヤマダデンキ テックランド日立店 滑川町２－４－１

大型店　（共通券のみご利用できます）

実 施 機 関
TEL 0294-22-0128日立市幸町1-21-2日立商工会議所
TEL 0294-39-2086日立市十王町友部1596-3日立市十王商工会
TEL 050-5528-5104日立市商工振興課

ホームページ
http://www.hitachicci.or.jp/premium/

最新情報はこちらから



食料品（生鮮食品／加工食品／米穀類／青果）
しらすパーク 留町１０３９－１ しらす・ひもの
㈲井戸道丸漁業 みなと町 日立おさかなセンター内 鮮魚・塩干物
道の駅　日立おさかなセンター みなと町５７７９－２４ 新鮮魚介類・土産品・味勝手丼・旬の魚料理
杉山商店 南高野町３－１７－８ 食品・酒・青果
元長（全日食チェーン久慈浜店） 久慈町１－２９－１８ 野菜・魚類・精肉・惣菜・酒
大川屋 久慈町３－３－２０ 水産加工品
㈲明治屋 久慈町３－９－１０ 野菜・果物・菓子・日用雑貨
やまさん青果㈲ 久慈町３－１４－１３ 青果物
つるや米穀店 久慈町３－２０－９ 米穀・関連食品
五来商店 久慈町３－２２－１５ わかめ・他
仙台屋 田所半五郎商店 久慈町４－５－２０ 干物各種（みりん干し・一夜干し）
安掛精肉店 久慈町５－３－３１ 精肉
長山米穀店 水木町１－１３－５ 常陸太田市産　ＪＡ特別栽培米
さかなの おおうち 水木町１－２７－２ 刺身
あかつ水産　本店 水木町２－８－４０ 生鮮食品
大みか きのこランド 森山町４－2 生しいたけ
肉屋　半七 大みか町４－３－１３ 精肉
㈲菊水食品 東大沼町４－２９－１１ ゴールド納豆・ひたちの納豆 等
㈲澤田肉店 千石町１－１０－１０ 精肉
黒澤米穀店 河原子町３－７－２１ 精米
酒王　桜川店 桜川町３－１５－３ 食品全般
おさかな市場　魚長水産 鹿島町１－１５－１１ 地場鮮魚（会瀬港、久慈浜、河原子）・おさしみ各種
渡辺果実　平和通り店 鹿島町１－５－８ 果実
渡辺果実　パティオモール店 幸町１－１５－５ 果実
肉の登利要　日立店 幸町２－８－１４ 精肉
スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 一般食品・酒・青果
和田ストアー 十王町友部１０９－７ 食料品・酒
ＪＡ常陸　みなみ支店 大和田町１９９２ 農産物
ＪＡ常陸　旬味満菜館 大和田町２２２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　日高支店 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　ふれあいパーク日高 日高町１－２７－２０ 農産物
ＪＡ常陸　豊浦直売所 川尻町１－３４－１ 農産物
ＪＡ常陸　日立支店 宮田町３－４－７ 農産物
ＪＡ常陸　とうふ工房名水亭なか里 入四間町８２１－１ 農産物
ＪＡ常陸　中里支店 東河内町１９４９－１ 農産物
ＪＡ常陸　十王支店 十王町伊師本郷４３－１ 農産物
十王物産センター鵜喜鵜喜 十王町伊師５２８－１ 農産物
酒・お茶・味噌・健康食品等
味噌蔵みずきの庄 水木町１－１２－１６ 味噌・みそスイーツ
リカーハウス　アジマ日立店 金沢町１－１３－１４ 酒類・ギフト
木村酒店 金沢町２－５－６８ 酒類
菊池園 千石町１－１９－２ 茶・海苔・茶器
茶の花月園 千石町２－３－８ 茶・海苔・菓子
牧ノ原 日立店 多賀町１－１４－２ 日本茶・海苔・陶器 他
㈲長山酒店 多賀町１－１７－１ 日本酒・他
日立酒類販売㈱ 鮎川町４－１－３２ 玉の雫
大宮園　本店 鹿島町１－２－４ お茶・海苔・茶道具
アロエ苑 弁天町１－１－２１ 健康ブドウ酢ビワミン・健康食品
合資会社小川屋酒店 弁天町１－１０－４ 酒類
大宮園　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店Ｂ１Ｆ お茶・海苔
みどり園 パティオモール店 幸町１－１３－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
トミタ酒店 幸町２－２－２２ 酒・米・惣菜（おにぎり・お弁当）赤飯・餅
おそのえ 若葉町３－８－１０ 酒類・米
酒王　日立本宮店 本宮町４－１２－１ 酒類
みどり園 本店 宮田町２－６－１０ 緑茶・海苔・菓子・食品・茶器
大宮園　流通センター 小木津町４－７－１４ お茶・海苔
森島酒造 川尻町１－１７－７ 地酒「大観」・酒粕
ミスター酒屋さん 川尻町５－１９－８ 酒類
㈱宏和商工日立酒造工場内　直売所 十王町友部１０４ 地酒販売（清酒・焼酎・リキュール）
（資）椎名酒造店 十王町高原４１１ 富久心
柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 酒類・一般食品
菓子・パン・お土産
かの子や 留町１１３２－２ 和菓子
不二家　大みか店 大みか町１－５－１７ 洋菓子
㈲運平堂本店 大みか町１－６－７ 大みか饅頭
洋菓子グランバーズ 大みか町１－６－７ ケーキ・クッキー・コーヒー（喫茶）
運平堂本店　多賀店 千石町２－４－３３ 大みか饅頭
あんず通りの菓子工房グランイル 多賀町２－５－１２ ケーキ・焼き菓子
菓匠たけだ　鮎川店 鮎川町２－７－１ 和菓子・ケーキ
ドーナツの店　はせ川　諏訪店 諏訪町１－１２－４０ ドーナツ
アトリエ マドレーヌ 国分町３－２－２８ 焼き菓子・フィグケーキ
ＣＯＲＩＮ　（火・木曜日営業） 中成沢町２－２８－１１ 国産小麦を使ったパン・焼き菓子
かずみ 中成沢町３－１７－１８ 洋菓子
モルトボーノ 旭町２－５－１０ ＮＡＧＩＳＡシュークリーム
日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち） 幸町１－１－２ 市内土産品等
運平堂本店　日立店 幸町１－７－１７ 大みか饅頭
ドーナツの店　はせ川 幸町１－１５－３ ドーナツ

さくらスクエア 幸町１－１５－７ 茨城県北の特産品等・レンタルスペース
サーティーワンアイスクリーム日立駅前店 平和町１－１－６ アイスクリーム
パティスリーましぇり 本宮町４－１－１０ 洋菓子・生菓子・焼き菓子
菓匠たけだ　田尻店 田尻町５－１４－３ 和菓子・ケーキ
日立和洋菓子いちかわ 日高町３－１２－１ 和洋菓子・季節の果物まるごとシリーズ
大髙かおる堂 川尻町５－１６－１０ 和洋菓子
御菓子司 風月堂 十王町山部１６６５－３ 和洋菓子
衣料品（紳士服・婦人服・学生服・呉服・小物等）
笹屋 大和田町１－７－３８ 衣料・学生服・婦人服
笹島 久慈町１－３０－２０ 婦人服・紳士服・小物
Ｆａｉｒｙ Land TAKE-1　大みか店 久慈町２－２８－１２ 子供服
Ｋショップ 久慈町３－９－２１ 婦人服・スクール用品・作業服
洋服の青山　日立南店 金沢町２－３２－３ 紳士服・レディス商品
トーワセンイ　総合作業衣センター 金沢町４－２６－２５ 作業服・ユニフォーム各種
㈱イサカソーイング 東金沢町４－１３－６ 婦人服・雑貨・生地・洋裁小物
サンク・ミュ 千石町１－２－１２ ブティック
ファッションハウス　ゴライ 千石町１－３－１６ 婦人服
若美屋 多賀店 千石町１－４－１９ 婦人服
カメブ呉服店 千石町１－４－２６ 着物・和装小物・洋装品
衣料のわだ 千石町１－１１－14 婦人服
きもの館　志お屋 千石町１－１１－１８ 呉服・和雑貨・レンタル衣装
ＢＯＮＧＯＵＴ（ボングウ） 千石町１－１９－６ クレール21 1F 婦人服･バッグ
レディースファッションヒルタ多賀店 千石町２－１－８ 婦人服・学生服
佐々木洋服店 多賀町１－３－７ 注文洋服・学生服
ブティック カシワヤ 鹿島町１－６－９ 婦人服
柏屋呉服店 鹿島町１－７－５ 呉服
レディスショップ正札堂 鹿島町１－１３－９ 婦人洋品
レディーズランド コ.コ 鹿島町１－１３－９ 婦人服
レディースファッションヒルタ日立店 鹿島町１－１５－９ 婦人服・学生服
手芸の若美屋 弁天町１－９－４ 手芸用品・エプロン
若美屋プラス１ 弁天町１－９－４ 婦人服
シャルマン 幸町１－13－１３ 婦人服
一番街 幸町1－11－２ 制服
ＳＡＭＯＮ（サモン） 幸町１－１２－２ メンズカジュアル
ドリームライフ スズキ 幸町１－１５－６ 学生服・婦人服
ブティック　ユキ　クラブ イトーヨーカドー日立店１Ｆ 婦人服
Boutique TAKE-1（ブティック テイクワン） イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
ブティック　エルモア ユキ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
レディースファッションヒルタ駅前店 イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服・学生服
レディーズランド コ.コ イトーヨーカドー日立店２Ｆ 婦人服
サンタ日立店 イトーヨーカドー日立店４Ｆ 子供服・大人服
ワン・ステップ 平和町１－１７－１６ メンズ・レディス・カジュアルウェア
斉藤都世子作品ルーム日立サロン 助川町１－８－１５ 婦人物ニット
㈲森山商店 神峰町１－８－１１ 市内（市立・県立・私立）中学・高校制服
洋服の青山　日立北店 田尻町５－２－１ 紳士服・レディス商品
大丸 川尻町1－22－3 学生衣料・婦人服・雑貨
おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 衣類
松之屋 十王町友部東２－３－６ 衣料品
ファミリーショップ カミヤ 十王町友部１７ 衣料品・雑貨
寝具・バッグ・靴・インテリア用品
ふとんのねもと　大みか店 大みか町３－２３－４ 寝装品全般
スミヤカバン店 千石町１－１１－２３ 鞄（ハンドバッグ・ショッピング・紳士用）
ふとんのねもと　 鮎川町１－１１－５ 寝装品全般
細井ふとん店 西成沢町１－３３－１５ 綿の打ち直し・布団・寝具・カーテン
ワシントン靴店 弁天町１－１０－２ 靴
ニットー靴店　平和通り店 幸町１－７－１０ 紳士靴・スニーカー
ニットー靴店　パティオモール店 幸町１－１２－３ 紳士靴・スニーカー
家電品（家電修理・工事等）
三栄電機商会 石名坂店 石名坂町１－６－３ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
モリカワ電器 久慈町２－１０－４ 家電品
志賀電器 久慈町５－１－１３ 電機器具
でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 家電品
ダイワでんき 水木町２－７－２９ 家電品・修理・リフォーム・電気工事
マルナガ電機 金沢町２－１５－１６ 家電品（日立）・一般家電品・太陽光・リフォーム
永井電器 東金沢町５－４－２０ 家電品
わたべ電機 東金沢町５－１７－９ 家電品
太陽電機 東大沼町２－３３－１５ 家電品
石川電器 大沼町２－１－２２ 家電品
新光社 鮎川町１－１０－１９ 家電品
ヒノデデンキＫ．Ｋ． 桜川町１－３－２０ 家電品・サービス
ライフアップスワ 桜川町３－５－４ テレビ・冷蔵庫・エアコン
ササキ商事 末広町４－４－８ 家電
三栄電機商会 本店 中成沢町２－８－１４ 家電品・住宅リフォーム・エコキュート・太陽光発電システム
エジリデンキ 東成沢町２－１－１５ 家電品
ミシンのヨシダ 鹿島町１－４－１０ 家庭用・工業用ミシン・縫製付帯器機
㈲大部無線 弁天町１－７－１３ 家電品
栗原電気商会 神峰町２－４－１５ 家電品
㈲川瀬電機商会 滑川本町２－８－２９ 家電品・空調機器・電気工事

茨城ハセ電化 日高町４－１－１３ 家電品全般・工事・修理
オオモリデンキ 川尻町７－１－７ 家電品
㈲光電社 十王町友部東１－１－４ 家電品・住宅リフォーム
でんきのゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 家電品
㈱モンマデンキ 十王町友部１６５０－８ 家電品
眼鏡・補聴器・宝飾・時計
メガネのナリタ 大みか店 大みか町２－２７－５ 眼鏡
こばやしメガネ補聴器 千石町１－５－１１ メガネ・補聴器
メガネのナリタ 多賀店 多賀町１－２－２ 眼鏡
大和田時計眼鏡店 多賀町１－１３－２０ 時計・メガネ・貴金属
アイ・ジュエリーツボタ 東多賀町５－１１－２３ メガネ・宝石・時計
宏実屋時計店 幸町１－５－１０ 時計・メガネ・宝石・補聴器
リオネットセンター日立 幸町１－８－１５ベルメゾンひたち101 補聴器・難聴用補助商品
㈲メガネの東港堂 幸町２－８－１５ 眼鏡
メガネのナリタ ヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店３Ｆ 眼鏡・コンタクト
メガネのナリタ 本店 助川町１－７－１３ 眼鏡
化粧品・医薬品・生活用品・雑貨・ドラッグストア（1000㎡未満）
マルトパワードラッグ森山店 森山町５－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
コトブキ薬品 金沢町１－４－１６ 100円で１ポイント・５０ポイントで割引
ノエビア ホワイト プレインズ 大沼町３－１９－１４ ノエビア化粧品・フェイシャルエステ
池上薬局 千石町１－３－３ 医薬品・漢方薬・健康食品・ホワイトリリー化粧品
セキネ薬局 千石町２－１－９ 医薬品
マルトパワードラッグ千石店 千石町３－４－１０ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
クレストショップＴＡＭＵＲＡ 多賀町１－１３－２１ コスメデコルテ・ＳＫ-Ⅱ・カシー・キリョウ・ポールスチュワート
白雪姫 多賀町１－１４－４ 化粧品・エステ
ノエビア ビューティースタジオ エヌズ 多賀町２－１４－１０ 化粧品
厚生薬局 東多賀町５－１０－１２ 一般医薬品・化粧品・処方調剤
くすりのマルト鮎川店 鮎川町３－１－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
ノエビアビューティスタジオ～ブラン～ 諏訪町２－４－２９ 化粧品
マルトパワードラッグ諏訪店 諏訪町４－５３４－２ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
マルトパワードラッグ成沢店 中成沢町２－３７－１１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
サンドラッグ日立会瀬店 会瀬町４－１４－１ ドラッグストア
みどりや 鹿島町１－１－８ 家庭用品・業務用品
化粧品店ぱふ 鹿島町１－４－１０ 化粧品（資生堂・カネボウ・アルビオン）
コスメティックサロン Marumiya 鹿島町１－９－２ 化粧品（アルビオン・コーセーデコルテ・資生堂ベネフィーク）
趣味の店　あいざわ 弁天町１－１５－１２ 雑貨・袋物
メナードフェイシャルサロン日立店 本宮町４－１４－２ 化粧品・フェイシャルエステ
一仙堂荒友薬局 神峰町２－１４－３ 医薬品・化粧品・漢方薬
亀甲堂薬局 神峰町４－２－１ 健康相談・漢方薬　など
大曽根薬局 高鈴町３－１－２８ 医薬品・化粧品
マルトパワードラッグ滑川店 滑川本町５－３－３５ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 医薬品・化粧品・雑貨・食品
あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 化粧品
マツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１ 医薬品・化粧品・健康食品・日用品
十王薬局 十王町友部東１－２－１ 医薬品・処方箋調剤
ＹＳよしのや 十王町友部東２－６－１２ 化粧品
菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 薬品・化粧品
ギフト・生花・仏壇・冠婚葬祭用具
花の店 あかつ 久慈町３－１２－３０ 生花・観葉鉢・花鉢
ベルフローリスト 大久保町３－１８－４ 生花・鉢植え・プリザードフラワー
花の鈴廣 千石町１－３－４ 生花・造花・仏具
ウエサカ花店 多賀町２－１９－５ 生花（生け花・ブーケ・花束・アレンジメント・仏花）
鈴廣 合掌堂 鮎川町１－１０－９ 仏壇・仏具
陽光堂 東成沢町１－１－３ 仏具・線香・ローソク
シャディサラダ館日立平和通り店 鹿島町１－４－１０ カタログギフト・ギフト用品
花の春秋舎 鹿島町１－１２－６ 生花・造花・プリザ・花束・アレンジ・鉢物他
仏壇仏具のショウルーム大知 鹿島町１－１５－７ 仏壇・仏具・神具・提灯
パークス㈱日立営業所 若葉町１－１７－５前野ビル1F お中元ギフト・内祝等のカタログ贈答品
フラワーハウス ワタナベ 日高町１－３１－５ 切花・鉢物
文具・事務用品・書籍・ＤＶＤ・ＣＤ・カメラ・写真・印章・玩具
ＯＳＡ・書房 久慈町２－２８－１４ 書籍・文具
おもちゃ・ホビーのキング 大みか町１－１－５ 玩具
ＢＩＧＢＥＮ　大みか店 大みか町４－２２－５ ＤＶＤレンタル
エイトスタジオ本店 大久保町１－２－１２ 写真撮影・レンタル衣装・美容
堀之内文具店 千石町１－３－７ 文具・事務機・スチール製品
フタバ写真 千石町３－４－６ スタジオ撮影・レンタル衣装
イナダスタヂオ 千石町４－７－９ スタジオ写真・写真全般
カメラのオリオン 多賀町１－１２－２４ カメラ・写真材料・デジカメプリント
一誠堂書店 多賀町１－１３－７ 書籍・雑誌
ブックエース　日立鮎川店 鮎川町５－１－１ 書籍・ＤＶＤ・ＣＤとＤＶＤ・ＣＤレンタル
㈱田所書店 鹿島町１－１２－９ 書籍・雑誌・文具
㈱助川カメラ 弁天町１－１０－１６ カメラ・カメラ用品・写真プリント加工・化粧品
㈲スタンプナメカワ 幸町１－５－９ 印章・ゴム印・印刷（名刺・ハガキ）
ＮＯＶＡ茨城日立駅前校 幸町１－１２－４　Ｐｍビル1F ＮＯＶＡオリジナルグッズ（ぬいぐるみ・文房具）
㈱北書房 助川町１－９－１６ 書籍・雑誌・文具
ヘリオス写真スタジオ 神峰町１－１０－７ 写真撮影
レインボースタジオ 神峰町２－１－５ 写真全般
㈲木村書店 日高町１－２－３ 書籍・雑誌・事務用品・文具・雑貨

エイトスタジオ日立北店　　　 日高町３－１２－１３ 写真撮影・レンタル衣装・美容
スポーツ・レジャー施設・自転車・旅行
ドレミ　大みか店 大みか町２－２８－６ カラオケ
川﨑サイクルモータース 大沼町１－１６－１ 自転車・電動アシスト自転車・バイク
㈲シノハラ 千石町１－３－２ スポーツ用品全般
スポーツエス 千石町３－２－１０ 登山・スキー・カヌー・アウトドアウェア・ＭＢＴ
宮田商会 多賀町５－７－１７ 自転車・バイク販売・修理
平和台スポーツセンター 諏訪町４－２８－１ ゴルフ練習場
サイクルショップイマイ 鮎川町６－４－２２ 自転車・サイクル関連商品・修理
㈱小泉スポーツ 鹿島町１－９－５ スポーツ用品・スポーツウェア
並木スポーツ 鹿島町１－１６－１５ スポーツ用品
㈱ＪＴＢ関東　イトーヨーカドー店 イトーヨーカドー日立店１Ｆ 旅行
山内鉄砲火薬店 宮田町２－６－１３ 銃・射撃用品・玩具花火
ドレミ　日立滑川店 滑川町１－１－３ カラオケ
日立ゴルフクラブ 滑川町３０３３ ゴルフプレー・レストラン・山内ゴルフショップ
ゴルフ５ 日立店 相田町２－１－５ ゴルフ用品
日立電鉄交通サービス日立南営業所 留町字前川１２７０－５５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス多賀駅前店 千石町１－１－８ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
日立電鉄交通サービス神峰営業所 滑川町２－１１－５ 四季の旅商品・団体旅行・（対象外：定期券／高速バス代・チケット）
自動車・オートバイ関連・自動車整備・燃料
大一商事㈱日立港ＳＳ 久慈町３－７－１２ ガソリン
澤畑モータース 森山町３－７－２１ オートバイ（部品用品・車検・修理）
オートバックス　日立金沢店 金沢町３－２０－１ カー用品・車検・車販売
ミスタータイヤマン　フットワーク２４５ 東金沢町１－１３－４０ タイヤ修理・販売
大畑自動車工業所　　 大久保町１－４－５ 自動車板金・塗装
㈱宮本石油店　多賀給油所 大久保町３－１０－２０ 車輌燃料・灯油
大一商事㈱多賀ＳＳ 多賀町２－１９－３ ガソリン
㈲山永自動車整備工場 中成沢町１－９－１１ 自動車整備・オイル交換・車検
ギャロップ 鹿島町２－１６－１０ 二輪車（用品・部品・修理・車検）
㈱宮内石油 平和町１－１３－３ ガソリン・洗車
カーオーディオショップ　ヨシナリ 東町１－１１－１７ カーオーディオ・ナビ・カー用品・販売・取付
㈱大畠自動車商会 本宮町４－２８－５ 新車・中古車・その他
㈲日工自動車サービス 滑川町１－１３－８ 車検整備・板金・新車・中古車／諸費用は除く
㈲日立電池商会 滑川町２－２－１２ カーエアコン・カーナビ・ＥＴＣ・修理・販売・取付
カーショップ秀 折笠町９１０－６ 新車・中古車販売
増井石油店 日高町３－１１－１ 燃料（ガソリン）
住宅関連・ガス関連・設備・リフォーム・工具
黒沢燃料㈱ 石名坂町１－５０－２２ ガス器具・住宅設備品
㈱和田塗装工業 森山町４－１０－１０ 塗装・防水工事
㈱明治商会 日立支店 千石町４－４－５ ＬＰガス・住宅設備品
エネスタ多賀 多賀町１－１５－１１ リフォーム・設備機器・ガス機器
梅原材木店 東多賀町２－１２－６ 一般住宅新築・リフォーム
㈲塚田燃料商事 東多賀町２－１５－２ プロパンガス・ガス器具・システムバス・システムキッチン
㈱山森 末広町２－１－３０ 一般住宅新築・リフォーム
ＭＡＤＯショップ日立店 国分町３－１０－１２ アルミサッシ・窓・玄関改修・硝子工事
多賀燃料 永山商店 諏訪町１－１１－３ ガス・石油・住宅設備器機
㈲緑川塗装店 諏訪町３－８－１９ 住宅塗装
㈱日興 会瀬町４－１－４３ 家庭用塗料・業務用塗料・塗装用具・消火器
㈱高橋宗四郎商店 助川町２－４－１５ 畳
㈲ますや 鹿島町２－６－４ 鍵の取付交換・ガラス修理・リフォーム
エネフィット㈱ミナカワ 弁天町１－８－７ ガス機器
㈱日立塗工店 弁天町２－２－３ リフォーム工事・塗装工事・防水工事
エネスタ日立 幸町１－２２－２ リフォーム・設備機器・ガス機器
菊地サッシ工業 川尻町６－４９－１８ ガラス・網戸・アルミサッシ・エクステリア
増子建窓 十王町友部１６０１－５ ガラス・網戸　他
ヤマザキショップ ヒロセ 十王町友部２７２３－１ 灯油・ガス・ガス器具・食品・雑貨
大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 金物・刃物・工具・せともの・雑貨
理容・美容・エステ・整体
理容オカモト 石名坂町１－２１－６ 理容全般・他
ファミリーヘアーサロンうの 石名坂町１－４０－１２ 理容全般・他
安掛　理容 石名坂町２－４４－１４ 理容全般・他
ミチコ理容 南高野町１－５－１１ 理容全般・他
ヘアーサロンおのせ 南高野町３－１１－５ 理容全般・他
理容キムラ 久慈町３－２９－１３ 理容全般・他
メンズサロン　ササキ 久慈町３－３４－３ 理容全般・他
カワノ美容室 久慈町４－１０－１６ 美容全般
高根理容室 久慈町７－１４－８ 理容全般・他
オリジナルヘアーサロンやまがた 大みか町１－５－１２ 理容全般・他
バーバー＆ビューティ三容 大みか町１－１７－１７ 理容・美容全般・まつ毛美容・訪問理美容
美容室えるもあ 大みか町２－２５－１ 美容全般
美容室アレンジ 大みか町２－２６－９ カット・カラー・パーマ
理容シマザキ 大みか町３－２１－５ 理容全般・他
ヘアーサロン大畑 水木町１－１４－１３ 理容全般・他
理容　海老沢 水木町２－２４－８ 理容全般・他
ヘアーサロンきよし 水木町２－３７－２２ 理容全般
小島療術院 東大沼町２－１２－２６ 整体・リンパマッサージ・健康グッズ
ヘアーステーション　オアシス 東大沼町２－１５－３ 理容全般・他
サロンド ヒロシ 東大沼店 東大沼町２－３０－１３ パーマ・ヘアカラー・カット・トリートメント 他

タドコロ理容所 東大沼町４－２４－５ 理容全般・他
理容やまがた 大沼町２－１７－１７ 理容全般・他
千葉理容室 大沼町３－２－１１ 理容全般・他
鈴木理容所 森山町２－２８－７ 理容全般・他
ＢＡＲＢＥＲ　Ｍ２ 森山町３－４－１９ 理容全般・他
ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 東金沢町２－１９－３ 女性お顔そりエステ・メンズフェイシャル
関根理容室 東金沢町５－３０－３ 理容全般・他
理容 冨士 大久保町２－５－１１ 理容全般・他
オオクボ理容 大久保町２－１１－７ 理容全般・他
あたまスタイルＳＥＫＩＮＥ 千石町１－３－５ 理容全般・他
ミリオン美容室 多賀町１－２０－６ 美容全般
Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｋaminaga(ヘアー＆フェイス カミナガ) 多賀町３－１－２３ 理容全般・レディスシェーブ
ヘアーサロン はぎわら 多賀町５－５－２ 理容全般・他
ヘアーサロンつばめ 多賀町５－１５－５ 理容全般・他
理容プリンス 東多賀町２－５－２５ 理容全般・他
ヘアーサロン　モトジマ 東多賀町２－１０－４ 理容全般・他
美容室ココワ 東多賀町２－１１－１５ 美容全般・着付け
ビューティーサロン フェミニン 鮎川町３－８－７ カット・パーマ・カラー・着付・貸衣装
メンズカット アユカワ 鮎川町４－３－２３ カット・パーマ・カラー・シェービング
理容トモベ 鮎川町６－２－２４ 理容全般・他
理容クロサワ 鮎川町６－５－１ 理容全般・他
総健創美館　日立鮎川店 鮎川町６－５－１６ カイロプラクティック（肩こり・腰痛・膝痛等）
ヘアーサロン　うめはら 河原子町３－１５－６ 理容全般・他
理容シーク 諏訪町３－３－８ 理容全般
小咲台 理容 諏訪町５－１６－７ 理容全般・他
理容 若葉 桜川町３－４－１４ 理容全般・他
ヘアーサロン コムロ 桜川町３－４－２２ 理容全般・他
理容ますこ 桜川町４－１９－７ 理容全般・他
ヘアーサロン　ボン 西成沢町１－３４－３８ 理容全般・他
カットルーム ナルサワ 西成沢町３－２－１２ カット・ヘアカラー・パーマ等　
理髪　茂木 中成沢町２－３１－１１ 理容全般・他
美容室コトブキ 会瀬町２－１５－１５ カット・パーマ・毛染・着付
秋山理容所 助川町２－４－２ 理容全般・他
Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＭａｒＣｉａｎ 助川町２－６－１１ 理容全般・他
エメロード美容室２１ 鹿島町１－６－９ 美容全般
ミツワ理容 弁天町１－１－９ 理容全般・他
Ａｓ－ｏｎ　ｈａｉｒ　（アズオン ヘアー） 弁天町１－９－７ カット・パーマ・メイク・ヘアセット・ヘッドスパ
理容マツザキ 弁天町２－５－１３ 理容全般
リラクゼーションスペースＨｕｇ 幸町１－７－１打手屋第２ビル203 もみほぐしリラクゼーションエステ・フェイシャルリンパオイルマッサージ
ウェーブアジャート Wave-agiato 幸町１－１３－１１ カット・パーマ・ヘアカラー・エクステ・ヘッドスパ
ヘアーサロン　プラネット 幸町２－１１－１１ カット・パーマ・カラー
理容かわさき 幸町２－４－５ 理容全般・他
常陽　理容院 平和町１－１４－９ 理容全般・他
理容しいな 若葉町３－６－１２ 理容全般・他
美容室ラ・ティエラ 本宮町２－１０－７ 美容全般
カットハウス・テルウチ 神峰町３－８－８ 理容
ヘアー　ナカノ 東町１－１１－１３ 理容全般・他
ヘアーサロン　サンクス 東町１－１５－９ 理容全般・他
ヘア・ケア・イオス 東町３－５－７ カット・パーマ・カラー・ヘアケア等
ヨツクラ　理容所 高鈴町３－１－２９ 理容全般・他
理容 大洋 宮田町３－５－１７ 理容全般・他
カットサロンいちかわ 宮田町３－１２－６ 理容全般・他
サロン・ド・ピア 滑川本町１－１１－１５ パーマ・ヘアカラー・カット等
Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔeｓ美容室　（レ・コケット） 田尻町１－４４－２８ 美容全般
美容室 髪ing (ビヨウシツ　カミング) 田尻町３－２６－３ 美容全般
ヘアースタイリスト・サロン エルム 小木津町１－２９－３０ カット・パーマ・カラーなど
カットルーム サトシ 日高町１－２３－１０ カット（男性・女性）・カラー・パーマ
ビューティサロンＫ 日高町４－７－３２ 美容全般
カットハウスフレンド 砂沢町１－９ 介護カット・理容全般
理容トビタ 十王町友部１８６－１ 理容全般
ヘアーサロンワタナベ 十王町友部２７３１－１ カット＆パーマ
各種サービス・スクール・宿泊・タクシー・その他
日立南部タクシー 石名坂町１－１２－３４ タクシー
里見タクシー 久慈町１－１３－６ タクシー
海づくしの湯 はぎ屋旅館 水木町１－１－１５ 宿泊・売店・食事処・立ち寄り湯
日立常陽タクシー 水木町１－３２－８ タクシー
極真会館　茨城県常総支部 日立道場 大みか町３－１７－１３ 青少年育成+空手の指導
五来タクシー 大みか町４－６－１６ タクシー
グレースティアラ みかの原町２－２－７ ガラス・クリスタル２Ｄ加工・赤ちゃんの足・手型等
辰巳タクシー 千石町３－２－１３ タクシー
青葉台サロン 西成沢町４－２３－５ 団地のお茶の間
ペットショップあんあん 城南町１－１１－３０ 犬のトリミング・ペットホテル・仔犬仔猫販売
ハトタクシー 助川町２－４－１３ タクシー
街なか交流スポット よって家fm 鹿島町１－１１－１４ 手作り品・カレー・定食・野菜販売・他
ホテル網元 鹿島町１－１５－１３ 宿泊
昭和ハイヤー 弁天町２－１－１０ タクシー
新星自動車 幸町２－１－３１ タクシー
日立タクシー 幸町２－９－７ タクシー

日立電鉄タクシー 幸町３－４－６ タクシー
㈱昭和活版所 旭町２－１－４ 名刺・挨拶状・暑中見舞い・年賀はがき
㈲日立観光ハイヤー 神峰町２－９－８ タクシー
㈱増子看板店 小木津町４－３－８ 看板・名刺
旭タクシー 日高町１－２６－１２ タクシー
Ｄog　Ｐ・サロンＩＢＵ（ドッグプリンセスサロンイブ） 十王町友部東１－９－６ ワンちゃんのシャンプー・カット・アロママッサージ 他
飲食店・宴会・ファストフード等
マクドナルド日立カインズホーム店 留町字前川１２７０－２ ハンバーガー等、ファーストフード
東屋 久慈町３－１０－１０ 鮨
ｃａｆｅ　Ｍｉｚｕｋｉｎｏｓｈｏ 水木町１－１２－１６ 創作みそ料理・みそスイーツ
中国料理ふじよし 水木町２－３２－１３ 中華料理（ラーメン・チャーハン・ランチ等）
ココス水木店 水木町２－４３－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
大みか次郎長 大みか町１－３－１４ 地魚（今日の水揚げ）刺身
中華食堂　天海 大みか町１－５－１７ 中華料理・ランチ
串とんぼ日立店 大みか町１－６－３ 串揚げ・刺身・酒
いづみや 大みか町１－１７－９ 海鮮料理
我やが家 大みか町１－２６－１ 居酒屋
味道楽いけだ 大みか町２－２０－１２ 地魚・和食・刺身・一品料理・大小宴会・飲み放題コース有
玉の井 大みか町２－２２－１ 和食・魚料理・お酒
つぼ八　大みか店 大みか町２－２３－７ 料理・アルコール・ソフトドリンク
はんじょう 大みか町２－２３－８ 芋焼酎・森伊蔵 他　清酒 獺祭 他
はなの舞　大みか店 大みか町２－２３－１１ 単品飲み放題１，６８０円など
和食みさと 大みか町２－２５－９ 和食・洋食
アンブロッシェ 大みか町２－２８－１０ 洋食
とん亭 大みか町３－１－１９ とんかつ定食・アルコール飲料　他
スタミナラーメン三四郎 大みか町４－４－１２ スタミナラーメン
レストラン清海 大みか町４－１４－１３ 洋食
Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｃ　ＴＳＵＢＡＫＩ 大みか町４－１６－１０ オーガニックスイーツ・ランチ・コーヒー・自然食品
大阪王将　日立大みか店 大みか町４－２３－２４ 中華料理
Ｌａ Taverna（ラ タヴェルナ） 大みか町６－９－１ イタリア料理
居酒屋　大将 大みか町６－１２－１ 新鮮魚介・手仕込み串焼き・エクストラコールド生ビール
マクドナルド日立金沢店 金沢町４－１－１６ ハンバーガー等、ファーストフード
割烹　いな橋 東金沢町３－１４－２８ 割烹料理
ココス多賀店 大久保町３－１９８７－１ ビーフハンバーグ・バースディサービス
中日軒　じゅん菜　じゅん 千石町１－２－１３ 中華料理・フェアトレード（皮製品）バッグ・小物
串焼ふくろう 千石町１－４－２４ 串焼・刺身・和食・お酒
鮨さ 㐂ゝ 千石町１－４－８ 寿し・和食・一般
白山 千石町１－１５－１６ 日本料理
ステーキ＆ワイン 白耳蟻館 千石町２－７－７ オムライス・ハンバーグ・ステーキ・ビーフシチュー
お食事処 天力 千石町２－１０－７ 刺身・煮魚・焼魚・とんかつ・ホルモン焼
魚鮮水産多賀駅前店 多賀町１－１３－１ 海鮮料理
新富鮨 多賀町１－１９－９ 寿司・和食・仕出し
うおまさ 多賀町２－１５－１０ 刺身・寿司・季節の物など・日替わりランチ
喫茶店ＷＯＯＤＹ 多賀町２－１８－３ スパゲッティ・ピラフ・ドリンク・パフェ等
しゃぶしゃぶ温野菜　日立多賀店 鮎川町１－４－３ しゃぶしゃぶ食べ放題
ビーチバーガー９ 河原子町１－６－６ ハンバーガー・スムージー
釜めし処 みなみ 河原子町３－２９－２４ 釜めし・季節限定釜めし・アルコール類・おつまみ
和風れすとらん　はくせん 桜川町３－４－１９ お食事・宴会・ご法事等
ラーメン屋 たんぽぽの詩 桜川町３－４－２３ ごまみそラーメン・たんぽぽラーメン
グリルさくま 中成沢町２－７－１３ とんかつ・ハンバーグ
れすとらん幹　日立総合病院店 日立総合病院内 売店棟２Ｆ 天ざる・茨城尽くしの「茨定」・野菜ラーメン
ブレッドバイキング　サンマルク日立店 城南町１－１０－３ 洋食
お好み村どんどん 鹿島町１－１－３ お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き
酒彩ダイニング 陽　ｓｏｌａｎａ 鹿島町１－２－６ 欧風・洋風・ダイニングバー
２　（セコンド） 鹿島町１－２－７ アルコール類
アルベアーレ 鹿島町１－４－１７ アルコール類
百番食堂　銀座店 鹿島町１－９－８ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・かつどん
中華飯店 来々軒 鹿島町１－１０－１石井ビル1F ラーメン・ギョーザ
網元別館 鹿島町１－２０－１２ 和洋食
網元蟹海楽 鹿島町１－２０－１３ 和洋食
マクドナルド６号線日立店 鹿島町３－４－６ ビッグマック等・セットメニュー・ハッピーセット
割烹 寿々木 弁天町１－１－２１ 大小宴会・仕出し料理
肉のレストラン　くらた 弁天町１－２－６ 常陸牛
餃子ＢＡＲ　Ｇ－ＢＲＯＳ 弁天町１－２－１５ ４種類の生ビールと手作り餃子
カフェダイニング・ピンチョス 弁天町１－３－１１ ボロネーゼスパゲティ等
Ｍｏｏｎ　Ｂｏｗ 弁天町１－８－１７ 洋風居酒屋
ラウンジ・ビーナス 弁天町１－８－１７ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル
やきとりの名門 鳥太郎 弁天町１－９－１１ 焼きとり大皿盛・桜ダコのうす造り、90分飲み放題
弁天横丁ハイボール酒場　ハイカラ 弁天町１－１０－１１ ひたちハイボール・トリカラ
クラブ・ルビー 弁天町１－１０－１２ ウィスキー・ビール・焼酎・ワイン・オードブル類
Ｂｅｌｉeｖｅ 弁天町１－１１－１ スナック
Ｂａｒ　ＦＬＡＳＨ 弁天町１－１１－３ お酒・ソフトドリンク・おつまみ
百番食堂　弁天町店 弁天町１－１１－６ ラーメン・チャーハン・ギョーザ・とんかつ定食
和食屋　まんぼう 弁天町１－１１－１０ 日本食・定食物・コース料理
父屋 弁天町１－１１－１２ 居酒屋
スナック サントヒロ 弁天町１－１２－１ 酒・料理・おつまみ全般
カオスダイニング５２５ 弁天町１－１５－８－２Ｆ 居酒屋（和食・洋食）
セカンドアース 弁天町１－１６－１１ ひたちモヒート・ひたちハイボール・久慈浜産しらすピザ

ＳＮＡＣＫ　ＩＲＩＥ 弁天町１－２１－１４ ビール・焼酎・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク
American Diner cotton's 弁天町２－４－１０ ハンバーガー・洋食・各種アルコール
はなの舞　日立駅前店 幸町１－４－１０ 各種のみ放題コース　他
ダイニングバー 幸町１－１２－１ ランチ：さしみ・天ぷら定食・寿司　夜：串揚げ・宴会等
カクテルと食彩の店　とらんたん 幸町１－１２－４　Ｐｍビル5Ｆ ウィスキー・ビール・焼酎・カクテル・フード類
ドトールコーヒーショップ日立店 幸町１－１５－４ コーヒー・軽食
ベイカナーズ 幸町１－１５－６ スズキビル２Ｆ イタリア家庭料理（パスタ・ピザ）
さくらカフェひたち 幸町１－１５－９ キッズスペース付き、ワンデイシェフの食事・小箱ショップ
ホテル テラスザスクエア日立 幸町１－２０－３ レストラン（ランチ・ディナー）・宿泊
じぇんとる麺 幸町２－６－１２ ラーメン
旬菜喰楽ぶ　ＴＯＭＯ 幸町２－７－４ 刺身・魚料理・焼酎・日本酒
珍竹林　日立店 幸町２－９－１５ 和食
ホテル天地閣 旭町２－６－１３ レストラン
韓伊ダイニングちゃんぽん市場 平和町１－１７－３ チヂミ・酒類・マッコリ・ビール
味工房　美味小家 平和町１－１７－４ 創作料理
日本料理 つる伴 平和町１－１７－４ 会席料理
食彩酒家じゅまる 平和町１－１７－６－１０３ 洋風居酒屋・ワイン・日本酒
らくみ玉の井 平和町１－１８－２ 和食・魚料理・お酒・ランチ
八方寿司 助川町１－７－１３ 寿司（押し寿司）弁当
おもてなし料理　響 神峰町１－１０－４ 和食が中心のおもてなし料理
門部屋　本店 旭町２－３－２ 寿司・ランチ
ココス滑川店　 滑川町１－１２－６ ファミリーレストラン
マクドナルド日立小木津店 相田町１－８－５ ハンバーガー等、ファーストフード
ロマン亭 日高町４－７－２３ 洋食（オムライス・ハンバーグ等）ケーキ・スコーン
マクドナルド日立豊浦カスミ店 川尻町５－３－１７ ハンバーガー等、ファーストフード
中華　萬福 川尻町６－５０－３ 五目焼きそば・担々麺
ストーンビーチ 十王町伊師６５６－４ パスタ・ピザ・洋食
コンビニ・スーパーマーケット（１０００㎡未満）
サンユーストアー若葉店 若葉町３－１－１８ 食料品・日用品
セイブ十王店 十王町友部１６３５ 食料品・日用品
セイブ大みか店 大みか町４－２－８ 食料品・日用品
セイブ桜川店 桜川町２－１９－７ 食料品・日用品
かわねや　南高野店 南高野町２－１－１ 生鮮食品・一般食品
セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立大みか店 大みか町１－２６－１７ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立東大沼町２丁目店 東大沼町２－２－７ おにぎり・サンドイッチ・菓子・飲料
セブンイレブン日立塙山店 金沢町２－６－１０ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立鮎川町一丁目店 鮎川町１－１０－２２ コンビニエンスストア
セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ ７プレミアム・７カフェ・セブンミールサービス
セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 弁当・おにぎり
セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－７ 弁当・おにぎり
セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 食料品・雑貨
セイコーマート日立南店 大和田町８５８－６ 食料品・雑貨
セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 食料品・雑貨
セイコーマートしもむら店 滑川本町５－１２－２８ 食料品・雑貨
セイコーマート日立台原店 台原町２－１３－１ 食料品・雑貨
セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 食料品・雑貨
フードスクエア日立神峰店移動スーパー 神峰町１－７－７ 食料品の移動販売

イトーヨーカドー日立店 幸町１－１６－１
ヨークベニマル日立会瀬店 会瀬町４－１４－１
セイブ小木津店 日高町１－２４－７
サンユーストアー東町店 東町４－５－１
サンユーストアー東多賀店 東多賀町４－１－２３
サンユーストアー新鮎川店 鮎川町１－４－２
カスミ東大沼店 東大沼町３－２６－２０
カスミ鮎川店 鮎川町４－１－５４
カスミ　フードスクエア日立神峰店 神峰町１－７－７
カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７
フードオフストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３
マルトＳＣ森山 森山町５－９－１
マルト東金沢店 東金沢町５－５－１５
マルト諏訪店 諏訪町４－１１－１６
マルトＳＣ平沢 高鈴町１－３－１

マルトＳＣ滑川 滑川本町５－３－３０
マルトＳＣ田尻 田尻町５－１４－１
カワチ薬品 大沼店 大沼町２－２０－６
カワチ薬品 鮎川店 鮎川町４－７－２１
カワチ薬品 田尻店 田尻町４－３６－１０
カワチ薬品 川尻店 川尻町５－５７－１０
ホームセンター山新多賀店 千石町４－５－１３
ホームセンター山新神峰店 本宮町４－２６－１１
インテリアショップ山新日立店 諏訪町１－２－２０
ケーズデンキ日立店 鮎川町１－３－１
ケーズデンキ日立北店 東滑川町４－１２－２３
カインズホーム日立店 留町字前川１２７０－２
㈱オートアールズ日立店 留町字前川１２７０－２
ＤＣＭホーマック日立店 田尻町５－６－１
ヤマダデンキ テックランド日立店 滑川町２－４－１

大型店　（共通券のみご利用できます）

実 施 機 関
TEL 0294-22-0128日立市幸町1-21-2日立商工会議所
TEL 0294-39-2086日立市十王町友部1596-3日立市十王商工会
TEL 050-5528-5104日立市商工振興課

ホームページ
http://www.hitachicci.or.jp/premium/

最新情報はこちらから


