
令和4年11月17日現在の取扱い一覧となります。最新情報は、長柄町商工会ホームページでご確認ください。

取扱店名 商品・サービス 地域 電話番号 取扱店名 商品・サービス 地域 電話番号

レストラン　スポール（リソルの森） 健康に配慮したイートウェルランチ 上野 35-3333 サチ美容室 美容一般 味庄 35-4533

和食処　翠州亭（リソルの森） 外房の地魚や地元の野菜を使った会席料理 上野 35-3333 ビューティーサロン マキ 美容 山根 35-4404

トリニティショップ（リソルの森） 飲食、お土産等 上野 35-3333 ヘアーハウスウィズ 美容施術代、ヘア製品 立鳥 35-5890

一番らーめんがんこや ラーメン、餃子、定食、チャーシュー等 山根 35-0141 うざわ理容店 理容一般 針ケ谷 35-4169

ながら長生庵 天ぷらそば・せいろ他 山根 35-0500 ウザキ理容 調髪、カット 刑部 35-3083

夏庭　natuniwa 飲食、古民家ギャラリー 榎本 070-3121-5031 美容室セレンディピティ 美容 金谷 35-4678

ニュームラカミ 飲食 立鳥 35-2037 髪倶楽部　ＫＵＢＯＫＩ 理容 皿木 35-4476

食事　橙季 飲食 立鳥 35-0035

お食事処 しばた 飲食 刑部 35-4735 茂原プリンス自動車㈲ 車検整備・点検・修理等 国府里 35-2396

ｅｙ食堂 飲食 山之郷 36-2728 Ｋ２ガレージ 車検、鈑金、オイル交換、タイヤ交換、新車・中古車販売 山根 35-1387

カッフェ　マキネッタ 飲食 山之郷 47-4486 ㈲村上自動車 車検、定期点検、鈑金塗装、新車・中古車販売修理 立鳥 35-2083

太陽ファームカフェ 飲食 山之郷 35-0066 中部興産㈱　日吉ＳＳ ガソリン、軽油、灯油、アドブルー、２サイクルオイル 立鳥 35-3328

太陽ファームキッチン 飲食 山之郷 35-0066 ＮＳ ＯＮＥ 車検、オイル交換、中古自動車販売修理 針ケ谷 080-2266-8098

だるま亭 定食、弁当、オードブル 六地蔵 35-4337

大地の恵み 飲食、キャンプ、ドッグラン 長柄山 ゴーシュ音楽院 月謝、ＣＤ、ＤＶＤ、コンサートチケット 味庄 36-3774

ミシン屋　フォルテ ミシン販売、修理等（教室）Brother・タジマ・ジャノメ 皿木 35-1811

ＭＴＣショップ（リソルの森） スポーツ用品、アパレル用品など 上野 35-3333

御園生商店 酒、食品、雑貨 味庄 35-3034 丸の内倶楽部 プレー代 力丸 35-3111

たかはし薬局 医薬品、雑貨、大人おむつ 国府里 080-5961-9668 ミルフィーユゴルフクラブ プレー代、飲食代 長柄山 35-1110

コメリハードアンドグリーン長柄店 日用品、農薬、土農具 国府里 30-6435

産直広場　太陽 野菜・農林産物加工品販売 山根 47-3711 森の鍼灸院 はり、きゅう 上野 35-5383

山田商店 食料品、酒、日用雑貨、野菜果物 長富 35-2011 フォレストアドベンチャー 子供も大人も楽しめるアウトドア

長生農業協同組合　西部営農購買センター 肥料、農薬、生産資材、食品等 長富 35-3001 　ターザニア（リソルの森） アドベンチャースポーツ

ながランテラス お惣菜、お弁当、雑貨、農産物 立鳥 グラベルリンク（リソルの森） マウンテンバイクでトレイルライドが楽しめるオフロードコース 上野 36-2550

神﨑商店 酒類、雑貨 針ケ谷 35-2068 ロングジップスライド（リソルの森） 全長445ｍを一気に滑り降りるアクティビティ 上野 36-2550

アンデルセン 自家製ハム・ソーセージ 針ケ谷 35-1061 ㈱美善　デイサービスうたし苑 デイサービス 榎本 36-3974

魚安商店 鮮魚、食品 刑部 35-2020 池田環境・エネルギー研究所 樹木枝払い等、遊休地草刈 山之郷 090-4024-3376

川上本店 食料品、酒類、雑貨 刑部 35-2006 ホテルスワンレイク長柄 宿泊、日帰り温泉、レストラン等 皿木 44-6014

ふなばしや洋品店 衣料品、化粧品 刑部 35-2033

斉藤食品 食料品 山之郷 35-4246 ㈲川商アルミ建材 アルミサッシ・網戸・硝子・住設 山根 35-5567

ながら太陽ファーム 農林産物加工品（みそ・とうぞ等） 山之郷 36-5305 長柄造園 造園工事、庭木管理・移植・伐採など 山根 35-5516

道の駅ながら 生鮮食品、加工品、米、花、肥料 六地蔵 35-4741 ㈲石井総合設備 給排水衛生・浄化槽・空調電気工事他 徳増 35-4158

ながら夢工房 手作り味噌、加工品作り体験 六地蔵 ㈱三橋土木 土木・解体・舗装工事 立鳥 35-3331

焼締陶　六地蔵窯 陶器 六地蔵 35-0501 中部興産㈱ 建設工事請負（土木工事・運送） 立鳥 35-3328

パティシエール　ナオ 洋菓子 皿木 35-1412 ㈲吉橋建設 建築全般 針ケ谷 35-4170

㈲友次製材所 木材・住宅建材等 桜谷 35-4235

ママズベリー いちご 上野 080-1122-1150 大岩建設工業 建設資材（土・砕石等）、建設工事 刑部 35-3021

きのこランド きのこ（舞茸） 長柄山 35-5656 ㈱白木電気工事 家電、電気工事 刑部 35-3007

㈲小高木材商会 木材・製材 刑部 35-2009

セブンイレブン　長柄国府里店 食料品、雑貨、加工食品等 国府里 35-1123 鶴岡工務店 建築全般 金谷 35-4188

セブンイレブン　長柄立鳥店 食料品、雑貨、加工食品等 立鳥 35-5858 神﨑硝子店 硝子、サッシ、網戸、住宅設備機器販売 金谷 35-3096

◆小売店

長柄町地域応援券　取扱店一覧

◆飲食店 ◆理美容

◆自動車関係

◆教室・体験

◆コンビニエンスストア

◆ゴルフ

◆その他サービス

上野 35-0071

◆建設・建築

◆農産物


