
プレミアム付商品券販売は、無くなり次第終了します。

令和
４年度 販売!

0240-25-3292
0240-25-3655
0240-23-6090
0240-25-2331

0240-25-2161
0120-43-3148
0240-25-2216
0240-25-2165
0240-25-2026

0240-25-1643
090-8258-5379
0240-25-3121
0240-25-4790
0240-25-4722
0240-25-2532
0246-34-7192
090-2270-1856
080-1699-0284
090-8610-5054
090-6684-0168

0240-25-3145
090-3640-0324

0240-25-1277／090-7063-9412
0240-25-2419／090-3980-6593

0240-25-3870
090-3756-3167

0240-23-7585
0240-25-2358
0240-23-6077
0240-23-6771
0240-25-3165
0240-25-5188
0240-23-7116
0240-26-1010
0240-23-5557
0240-23-6864

0240-25-5726
0240-25-3113
0240-25-3113
0240-25-3113
0240-25-3113
0240-26-1126
0240-23-6969
0240-25-8883

090-7518-9532
0240-25-1310
0240-25-2253
0240-23-5121
090-6223-4043
090-4542-4616
0240-25-4992
0240-25-2450
0240-23-5966
090-9039-0200
0240-25-2935
0240-25-2577
0240-25-2318
0240-25-2054
0240-26-0111

0240-25-5098
070-8966-0515
0240-25-2028
0240-23-6228
080-6014-6044
0240-25-2022
0240-25-3560
0240-26-0228
0240-25-2404
0240-25-1505
090-7953-2932
0240-23-7183

0240-26-1323
0240-25-5610
0240-23-7336
090-5830-1323
0240-23-5320
0240-23-5413
0240-23-7966
0240-25-2125
090-1936-6668
0240-23-5735
0120-442-113
0240-25-2131
0240-25-2103
0240-25-4840
0246-51-6150
0240-25-5095
0240-25-3414
090-4319-2313
0240-25-4785
0240-27-1173
0240-25-3131

090-1064-4341

ビューティサロンポエム
美容室YOU
Hair Design ciel
ワイズ ヘアー ワークス

■
(資)佐野屋商店
常磐共同ガス（株）
(有)永山プロパン
(有)楢葉プロパン
(有)結城

■
飯島建築合同会社
インテリア秋元
草野建設（株）
（株）佐藤興業
楢葉設備
山内電気商会
林サッシ工業（株）
（株）MATSUMOTO
根本工務店
関根技建
熊野建築

■
（株）芦口石材店
小野家具店
塩井木工所
根本畳店
森本電気商会
遠藤畳店

■
麺joyなごみ家
光洋舎クリーニング
食楽処おらほや
ならはCANvas
ブイチェーンネモト
ベーカリーハウス アルジャーノン
焼肉 ならは亭
（株）コメリ ハードアンドグリーン楢葉店
ピザ＆パスタ Fusion
熟成とんかつまる兵衛 ならは店

■
天神岬温泉しおかぜ荘
楢葉町サイクリングターミナル
レストラン岬
レストランオリーブ
ウィンディランド
道の駅ならは
道の駅物産館
木戸新聞

■
知床屋
豚壱
海・鮮・料理よしだ
すずみや
スナックやすらぎ
だいこんの花
大衆居酒屋一平
武ちゃん食堂
なら福
陽なたぼっこ
(有)ふくのや
やぶそば
レストラン Wood Stove
海鮮四季工房 きむらや楢葉本店
（株）Ｊヴィレッジ

■
大友農機商会
おかしなお菓子屋さん Liebe
かんの家菓子工房
小麦の奴隷福島楢葉店
竜田新聞店
玉屋菓子店
浜屋金物店
ファミリーマート楢葉町上繁岡店
マルミ衣料品店
セブンイレブン楢葉下小塙店
木戸の交民家co-minka
ならは薬局

■
(有)ウィンズトラベル
　  ♦ウインズタクシー
　  ♦ぞうさんレンタカー
　  ♦ぞうさん代行
㈱M・S  Auto Trading
共栄自動車（株）
ならはスカイアリーナ
鈴木自工（株）
デザインスタジオGAＬI
東北技研工業（株） 楢葉営業所
おそうじ本舗 楢葉町店
(有)楢葉タクシー
(有)南双鈑金
(有)ハヤカワオートサービス
（株）Five Star
（株）ヘルシージャパン
木戸川漁業協同組合
（株）メディアウイング
ボデーショップ ナラハ（株）
総合サポートワタナベ
福島さくら農業協同組合 楢葉支店

■
サカモト理美容院

楢葉町商工会 〒979-0603 楢葉町大字井出字浄光西8-3
TEL:0240-25-2256／FAX:0240-25-2888

【小売業】

【飲食・旅館・ホテル】

【燃料】

【理容・美容】

【サービス業】

【建設業】

【笑ふるタウンならは】

【振興公社関連店舗】

【製造業】

私どもの店で商品券をぜひご利用ください。 （令和4年5月31日現在）

ならはプレミアム付商品券取扱店一覧
【楢葉町内の以下の取扱店でご利用できます。】
【ご利用期間内に使い切ってください。】
【現金との引換えはできません。】　【おつりは出ません。】
【次の商品・サービス等には使用できません。】

順不同
公共料金支払い、有価証券、商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等換金性が高いものの購入、たばこ、土
地・家屋購入、駐車料等不動産に係る支払い、事業活動に伴う原材料・機器類・仕入れ商品等の購入、医療機関から発行された処方・薬剤の支払い

このマークの付いた
お店が目印です。

楢葉町に住民登録している方 楢葉町に住民登録がない方

販　　売　　会　　場　　と　　日　　程

販売期間

利用期間

楢葉町に就労している方 楢葉町に住んでいる方
楢葉町に住民登録している方住民登録している方 住民登録がない方楢葉町に

令和４年　　　　　　　       令和４年

7月30日(土)～11月29日(火)
令和４年　　　　　　　       令和５年

7月30日(土)～1月8日(日)

令和４年　　　　　　  令和４年

7月9日(土)～11月29日(火)
令和４年　　　　　　　 令和５年

7月9日(土)～1月8日(日)

楢葉町商工会

「福島県事業再開・帰還促進事業」を活用しています。「福島県事業再開・帰還促進事業」を活用しています。

特設販売会
３密を避けるため
一人又は少人数で
ご来場ください。

●楢葉町役場又は楢葉町商工会
のHPをご確認ください。

通常販売
(水・土・日祝祭日は除く)

[日時] ７月9日(土)／７月10日(日)
[販売時間] 10:00～15:00
[会場] 楢葉町保健福祉会館

[日時] ８月1日(月)～11月29日(火)
[販売時間] 10:00～15:00
[会場] 楢葉町商工会館

[日時] ７月11日(月)～11月29日(火)
[販売時間] 10:00～15:00
[会場] 楢葉町商工会館

[日時] 7月30日(土)／7月31日(日)／9月3日(土)／10月2日(日)
[販売時間] 10:00～15:00
[会場] 楢葉町商工会館

1セット 現金10,000円で販売
(商品券額面15，000円分)

一人当たり5セットまで
(20,000セット限定)

お買い求めいただいた商品券は必ずご利用期間内に使い切ってください。

※水曜日は商品券の販売は行いません。　※商品券の在庫状況によって開催しない場合があります。
※楢葉町外の事業所(店舗事務所等)が提供する商品・サービスのご利用はできません。
※同一世帯以外の代理購入はできません。
※詳細は、楢葉町商工会へお問い合わせください。(☎0240-25-2256)

ならはプレミアム付
商品券取扱店

令和４年度




