
おおたわら応援チケット取扱店一覧 （令和２年９月１７日現在）
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！利用期間
１ 令和２年１０月１日 （木） ～

　

令和３年２月２８日 （日） ； ご注意ください

　

・おおたわら応援チケットを使用する際にはおつりは出ません。

　

・利用期間をよく確認してください。１． 一

大田原地区１７６店舗 セブンイレブン本町一丁目店 山本靴鞄店 ハーブ＆カフェＦＵＴＡＭＩ 森島油店
鳶郷功刀±・ヌー／「一・その麓燐亮± セブンイレブン中田原工業団地南店 ヨークベニマル大田原住吉店 －寿し ヤマグチ金丸給油所

あずまカメラ店 セブンイレブン野崎店 ヨークベニマル大田原店 ｈｉｋａｒｉｎｏｃａｆｅ大田原市庁舎店 霧容・美容
あわや生花店 セブンイレブン南大通り店 横山リビングマイス ｈｉｋａｒｉｎｏｃａｆｅ本店 サ□ンＮ

泉ふとん店 セブンイレブン美原店 吉田時計店 ビッグボーイ大田原店 ｄｅ‐ｔａｉｌ

和泉屋商店 五月女牛乳店 和光メガネ大田原店 まつ坂 ディライトサ□ン中村
糸染屋 ダイユー野崎店 和光メガネ大田原本店 まるまつ大田原店 ｎａｔｕｒｅＺａ

ウェルシアアク□スプラザ大田原店 太陽スポーツ ＷｏｎｄｅｒＧｏｏ大田原店 三倉カフェ リブ美容室大田原店
ウエルシア大田原本町店 たいらや大田原店 飲食業・虜堂 麺家幸乃鶏 理容シャーレンＫ
魚鶴 たいらや大田原本町店 味の民芸大田原店 焼肉バンバン本店 謹製劫・土不ｒ・る次煙管

ヱビス屋 タカダ大田原店 荒喜家 雪ノ下那須大田原 槍工務店
大田原温泉ホテル龍城苑・太陽の湯 たぐちや あらしの鮫子 ラーメンたんぽぽ 那須土木
岡田屋 ＴＳＵＴＡＹＡ大田原店 あらまち酒場神楽 レストランＣｏｐａ－ｎ 家壕販売・修理
カインズ大田原店 東京靴流通センター大田原店 応竜 ＷｉｎｅｎｏｉｚａｋａｙａＢｏｉｓＶｅｒｔ アドバンサポート
菓子づくり松月 東武百貨店大田原店 岡繁商店 わくわくラーメン オリオン電気商会

菓子処木材 トコトコマルシェ （トコトコ大田原内） 片岡屋 呉口髭好・衣磐メ。尾花ぢ 花菱電機
カメヤ とべや銘品館 かつや大田原店 アベイル大田原店 ヒ□タ電化
亀屋酒店 ドン・キホーテ大田原店 キッチンパーラはな いかりや京染店 ベイシア電器大田原店
カメラの山□ 並木園 きよみず ータ狂ヰ 前沢電機商会
カワチ薬品大田原南店 奈良スポーツ ＫｕｍａｎｅｋｏＤｉｎｅｒ イナダ洋品店 ヤマダ電機テックランド大田原店
カンセキ大田原南店 ナルミヤスポーツ ク□－バーポヌール 学生服リサイクル捧 自動壁・自衛－軍
記憶に刻め 西田ふとん店 ＳｕｎｎｙＳｍｉｌｅ食堂 菊地百貨店 猪瀬サイクルセンター

木下商店 ＢＩＧＯＮＥＢＯＯＫＳＴＯＲＥ若草店 自家燈煎幼０班コトリ しまむら大田原店 オートアールズ大田原バイパス店
ギフトプラザ大田原店 ファミリーマート大田原南金丸店 志′ぶ家 シャンブル大田原店 三和自動車工業
クスリのアオキ末広店 伏見屋菓子店 ステーキ宮大田原店 紳士服のコナカ大田原店 清水モータース
クスリのアオキ山の手店 古内勇商店 Ｓ１ｏｗＬｉｆｅ バースデイ大田原店 スズキサイクル
グリーンアクアリウムマルヤマ フ□－ズン・磯 仙台牛タンけやき大田原店 はせ川京染店 タイヤガーデン大田原
コメリハードアンドグリーン小滝店 ベイシア大田原店 大良寿司 ホソカワヤ トータルリペア田辺商事
サトーカメラ大田原浅香店 益子印刻所 たわら寿 みやこや京染店 ハヤシ自動車工業
サンドラック大田原住吉店 まえむろ 中国料理大慶 やなきや 松本自動車鍍金工業
塩原屋中田原店 マツモトキヨシ大田原店 道とん堀大田原店 ヤマトヤ洋品店 その他
ジュエルキクチ 道の駅那須与一の郷 ドトールコーヒーショップ大田原若草店 力【ソリンスタンド あさかクリニック
スーパーセンタートライアル大田原店 武藤酒店 鳥よし 浅井砿油 アングラ‐ズパークキングフィッシャー

スワストア元町店 焼菓子ｍｉｚｕ とんかつとんくん 大高油店 王冠ボウル
セブンイレブン上奥沢店 焼きたて焼き菓子工房Ｋａｂａｃｏ とんかつれすとらんたち，ばな 加藤石油 １央整体院

回

取扱店２３９店舗

　　　

お問い合わせ

　　

大田原市商工観光課
宜 ０２８７一２３一８７０９



回
快生堂薬局 黒羽観光やな 大江自動車
高安産業 茶房城山 カーセンターメカドッ
たちばな薬局 すし源 高木自動車
ナガモリ整骨院 東龍 吉成モータース
パインズ ｈｉｋａｒｉｎｏｃａｆｅ蜂巣小劫０王非店 理容癖・弐
まつや薬局 ひつじ劫略Ｅ 理容きむら

間庭薬局 呉服・衣瑠鼠店 鷲繁・土水
実取整骨院 しおざわ その魚
薬局戸山のクスリ屋さん 弓座呉服店 トラベル加藤
薬局美原ファーマシー 力［ソリンヌタンド 那須スポーツパーク
山の手鋤灸整骨院 協和商事
黒羽地区４６店舗 自動車・自蛎塗

鳶榔肋死±・ヌーノｆ一・その他厳亮± 協栄自動車

ＥＮＥＯＳ須佐木ＳＳかなめ店 清水自動車
カワチ薬品黒羽店 長自動車整備工場

杏林堂 理容・妻容
グルメハラダ ヘアーサ□ン三森

黒崎酒店 ／所デＺ沙・脆鷲

コメリハードアンドグリーン黒羽店 ホテル花月

サワヤ金物建材店 その虐
商美社 池浬クリーニング

セブンイレブン黒羽田町店 滝観光
大丸屋硝子店 タキザワ印刷
ダイユー黒羽店 さとう薬局
富田屋商店 人見カメラ店

トランプベーカリー 湯津上地区１７店舗

那須夢工房 寛容功刀士・ヌー／「一・その他廠勿±

人見釣具店 阿部縦店

ファミリーマート大田原黒羽店 越沼商店
星田屋酒店 ジヨセフィンファーム

松坂屋商店 セブンイレブン蛭田店
松本屋酒店 天鷹酒造
三田時計店 飲食業・鳶堂
ヤナセ釣具店 ごちそうや江戸っ子
吉成燃料 湯津上村民食堂
リオンドール黒羽店 料苑山′ぶき
Ｙショップ須佐木かなめ店 呉ｏ溺厚・衣料＝。尾花写
渡辺酒店 久保田呉服店
和知時計店 力［ソリンヌタンド

皮鷺業・食堂 林屋油店
華園 自動室・自転車


