
【事業所名　地区別】

この名簿は令和4年9月7日現在で作成しており、その後、店舗の事情によりで取扱店でなくなる場合があります。

ウッピー商品券の使用についてのみ、御利用下さい。

内容に関するお問い合わせは宇陀商工会（0745-82-2211）までお願い致します。　　　

☏0745-82-2211

商品券取扱店名



商品券利用期間

発行日より、令和５年１２月３１日まで
　　　　　　※利用期間を過ぎますと利用できません。

商品券利用にあたっての注意事項

・上記、利用期間内に限りご利用いただけます。（期間を過ぎた場合は無効となります。）

・本件の交換または売買、現金との引換えはできません。またつり銭はでません。

・盗難、紛失、減失または、偽造、変造、模造に対して、宇陀市は責任を負いません。

・宇陀市で登録した参加店舗のみ利用可能です。（店頭に取扱店ステッカー表示）

・商品券のオークション等での転売は禁止します。

商品券で以下のものは利用対象になりません。

・出資や債務の支払い（税金、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など）

・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの

・たばこ事業法（昭和５９年８月１０日法律第６８号）第２条第１項第３号に規定する製造たばこ

・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等

・土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預かりを除く）等の不動産に関わる支払い

・現金との換金、金融機関への預け入れ

・「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」（昭和２３年法律第１２２号）第２条

　に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び食事

　の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等への支払い

・特定の政治団体との関わるものや公序良俗に反するもの

・商品の交換又は売買など

udaadmin
長方形

udaadmin
タイプライターテキスト
商品券記載の利用期間内にご利用ください。



 2022　ウッピー商品券取扱店名簿

肉のよしだ 精肉店 梅澤銘木 磨丸太

中尾石油店 ガソリンスタンド イマニシ食料品店 食料品店

中西綿布団店 寝具製造販売 おきなか衣料 衣料・身の回り品取扱店

福本電業 家電販売・電気工事店 富永商店 醤油製造・酒類、調味料販売

宇陀食肉 食肉・食肉の加工販売 ㈱天下堂　菟田野店 ギフト用品

㈱うたの電気工事 家電販売・電気工事店 おこのみおばちゃんの店 飲食店

旭屋呉服雑貨店 呉服・衣料品店 田中機械工業所 住宅設備工事

菟田野モータース 自動車修理販売 読売センター菟田野 新聞販売店

山村米穀燃料店 米穀店 ㈱森野 建築金物・建材・福祉用具

森本米穀燃料店 米穀・燃料・ガス器具等販売 丸宮設備工業所 住宅設備工事

有山堂　施術院 整体 井西印刷所 印刷業

印傳工房　南都 印傳袋物販売 岩井クリーニング店 クリーニング

谷岡呉服店 呉服・衣料品店 白銀セルフセンター 文具・事務用品

西昭和堂 和洋菓子製造販売 宇陀カエデの郷ひらら（カフェ） 飲食店

藤井モータース バイク・自転車修理販売 宇陀山繁 精肉店

㈱春日 毛皮革製造販売 松田建具店 建具・襖・サッシ

ニイ化粧品店 化粧品店 日吉自動車工業 自動車整備、車検

西井木材㈱ 製材 ㈱古宮タクシー タクシー事業

㈱マスダ 羊毛皮革製造販売 グランソール奈良 人間ドッグ

菟田野アグリマート企業組合 農産物・特産品直売所 鈴鹿セーム工業㈱ 毛皮、毛皮革　その他

創和住建 瓦屋根修理 デイリーショップ タナカ スーパー

森庄銘木㈱ 銘木・木材小物販売・林業 ヘアーサロン　ナカガワ 理容・美容店

宇陀観光㈱ 旅行業 古民家　やまおか 飲食店

小谷酒タバコ店 飲食料品店 辻本朝日堂 飲食料品店

大　宇　陀

㈱浦岡設備技研 住宅設備工事 松本自動車 自動車修理販売

㈱岡野土木建材石油部　阿騎野S・S ガソリンスタンド 茶房　あゆみ 飲食店

すし処マルヒロ 飲食店 れすとらん甘羅 飲食店

大和電池サービス 自動車バッテリー・タイヤ・電装用品 大宇陀温泉　あきののゆ 温泉・物販・レストラン

㈱日浦モータース 自動車修理販売 藤田カーサービス 自動車修理販売

大宇陀モータース 自動車修理販売 片岡サッシ工業 サッシ・エクステリア

共立産業㈱ ガソリンスタンド あきののゆ　ＵＤＡＳＵＮ 宇陀の土産品・バーベキュー

スーパーもりかわ スーパー 藤田製材所 製材

阿騎野ゴルフ倶楽部 ゴルフ場 中尾畳商店 畳

しみず洋品店 衣料・身の回り品取扱店 ㈱材新 製材

山田米穀店 米穀店 弘文舎印刷所 印刷業

道の駅　宇陀路大宇陀 宇陀市内の特産品販売 ㈱辻亀設備 住宅設備工事

吉岡呉服店 呉服・衣料品店 総合設備峯 リフォーム業・家電

平五薬局 薬局 ㈱ナカムラレーシングファクトリー 自動車修理販売

さらや 食料品店 藤本モータース 自動車修理販売

関戸木材 製材 ㈲シンボウ 事務機器・事務用品

菟　田　野
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 2022　ウッピー商品券取扱店名簿

大　宇　陀

森田塗装 建築塗装 松月堂 和菓子製造販売

椿寿荘 旅館 松尾食料品店 食料品店

野口昇栄堂 和菓子製造販売 大都モータース 自動車修理販売

瓦屋垣内 瓦施工 芳村酒造㈱ 清酒製造販売

字廻石油㈱ ガソリンスタンド 松電舎 家電販売・電気工事店

㈲高岡電気 家電販売・電気工事店 阿騎野新鮮野菜直売所 地元産野菜、花他小売

上田電器店 家電販売・電気工事店 レストランすぃーと 飲食

お食事処　堂々久 飲食店 ログキャビン　オゴポゴ 飲食店

清水スポーツ スポーツ用品店 川島製材 製材業、建築用材一式

㈲サッポロラーメン奈良 飲食店 西岡木材 製材業

㈱ナガサワぷらす 住宅設備工事・介護用品 奥大和ビール 飲食店

山岡万晟舎 酒類販売 奥窪電気商会 家電販売店

舶来屋タナカ 婦人服店 奈良—奈良漬　いせ弥 奈良漬

㈱スーパーヨシムラ　大宇陀店 スーパー ㈲山本石油 ガソリン・灯油・軽油

栗林工務店 建築工務店 ㈱コメリハード＆グリーン大宇陀店 ホームセンター

ローソン大宇陀店 コンビニ ローソン大宇陀かぎろひ店 コンビニ

㈱芳岡 素麺製造販売 奈美秀照 精進料理

紅た屋 宝飾・衣料・身の回り品取扱店 ㈱久保本家酒造 日本酒販売

竹田設備工業 住宅設備工事

榛　　原

中井時計店 メガネ・補聴器・時計・宝飾 山根製材 製材

レディース　おかもと 衣料・身の回り品取扱店 岩井金物建材店 金物・荒物・陶器・建築材料

粉川木材㈱ 製材 寿美屋 酒類・食品・灯油販売

進晃自動車整備工場 自動車修理販売 吉田設備工業 住宅設備工事

的場商店 酒類小売 Ａコ―プ　榛原店 スーパー

御菓子司　昇栄堂 和菓子製造販売 ㈲ララコーポレーション 靴・履物販売

髙岡モータース 自動車修理販売 スイートガーデン 洋菓子店

㈱岡野土木建材石油部　天満台S・S ガソリンスタンド ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ココア ペット美容

㈱岡野土木建材石油部　伊那佐S・S ガソリンスタンド パソコン教室ホップ パソコンレッスン

染織きもの　やまおか 呉服・衣料品店 ㈱粟子石材店 墓石

ユキ美容室 美容店 ナチュラルハート 飲食料品店

たつ屋　サンクシティー店 精肉店　 エネライフコミュニティ㈱ ガソリンスタンド・住宅設備全般・ガス・水道・電気工事

焼肉　たつ屋　 飲食店 粉もん処　吉 飲食店

井上衣裳店 貸衣装 阪奈サービス㈱ 家電販売・電気工事店

バイク＆サイクル　モリワキ バイク・自転車修理販売 ㈱池田モータース 自動車修理販売

うし源本店 精肉店 あたらし商店 乳飲料販売

シエル　エスポワール 美容店 ひとし鍼灸院 鍼灸院

福寿館本店 精肉店 玉岡商店 青果店

酒食市場エポック　榛原店 酒類全般・飲食料品店 ㈲玉岡設備工業 住宅設備工事

家具卸センター　ナカニシ 家具 ㈱天下堂　榛原店 ギフト用品

プライスカット榛原福地店 スーパー オークワ　サンクシティ榛原店 スーパー
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 2022　ウッピー商品券取扱店名簿

榛　　原

クリノ電化 家電販売・電気工事店 中山電気商会 家電販売・電気工事店

山口金物店 建築・土木金物 ㈱水野設備 住宅設備工事

メガネセンター　フジモリ 眼鏡 ㈲サッポロラーメン榛原店 飲食店

明光義塾榛原駅前 学習塾 テンマ電気 家電販売・電気工事店

街の家 住宅リフォーム 松塚建設㈱ 土木・建築設計施工

㈱福忠　　 建築資材 ルビアン美容室 美容店

吉岡生花店 生花店 和カフェ＆ダイニング　きえん 飲食店

三和自動車㈱ 自動車修理販売 三和サービス㈲ リフォーム業

シャトレーゼ奈良はいばら店 菓子類販売 らぴゅた宇陀 旅館

林石油商事 灯油・軽油・米販売 稲森建具店 木製建具製造販売

喫茶　蘇生 飲食店 たつみ呉服店 呉服・衣料品店

ＳＴＹＬＥ　ＨＯＵＳＥ　ＴＫＭ・建築 建築工事一式 田窪建築 建築業

戸浦電機 家電販売・電気工事店 株式会社桑原建築工務店 建築業

宇陀市森林組合 製材 ファミリーマート榛原駅前店 コンビニエンスストア

㈲福田水道設備 住宅設備工事 おたべ 菓子

明治牛乳販売所 乳飲料販売 サカタ企画印刷 印刷物

おたふく 飲食店 町家盆栽Ｃａｆｅコトノハ 飲食店

ウラタニふとん店 寝具店 メガネサロンヤマグチ メガネ・時計・補聴器

上田電器 家電販売・電気工事店 オーガニックカフェレストラン小春日和 健康食品・治療院

マイウィル 衣料・身の回り品取扱店 セブン-イレブン宇陀篠楽店 食品

杉屋 和菓子製造販売 ㈱コメリハード＆グリーン榛原店 ホームセンター

㈲東和技研工業 一般建設業 ファミリーマート榛原萩原店 コンビニエンスストア

ブテイック　ウイズ　ニコル 婦人服店 オカザキ 水道設備業

パワーウッドファクトリー 家具・雑貨・椅子 美榛苑 宿泊、レストラン、日帰り入浴、売店

はいばら肉　まつ屋 食肉販売・焼き肉店 ハイバラクリーニング クリーニング

晃成建装 塗装・防水 マクドナルド 榛原サンクシティ店 ハンバーガー類

キュアラ 衣類・身の回り品取扱店 ㈲ヤマタ水産 飲食料品店

植清　東和園 造園・土木業 榛原らーめん　こうや 飲食店

㈱橋本工務店 建築工務店 ㈱福角兄弟農園 野菜作農業

奈良交通㈱　榛原営業所 デマンド型乗合タクシー・乗用タクシー ㈱アノイエト 飲食店

エステサロン　whiteberry エステサロン ペルシャの庭園 ペルシャじゅうたん

おしどり　SSOOK よもぎ蒸し(美容) 旭亭 飲食店

リラクゼーションサロン　u.d.a マッサージ やまぐち薬局 薬局

トマト＆オニオン 奈良榛原店 飲食店 カフェ　ラ・ココ 飲食店

栄輪モータース 自動車整備、販売 パソコンの駅　さんでんき パソコンサポート・設定・販売

カフェ　ふれんど　幸 お食事・雑貨 お食事処　かおるちゃん 飲食料品店

やたきや 飲食店・旅館 中華レストラン　とっきん亭 中華料理店

みーちゃん寿し 寿し・うどん・仕出し料理 MAIDO　FUNATSU 文具・事務用品

近畿日本鉄道株式会社 乗車券・特急券・定期券 手づくりそうざい ふない 惣菜・弁当

ごはんcafé SOU 飲食店
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 2022　ウッピー商品券取扱店名簿

室　　生

㈱ドリーム 自動車修理販売 畑工房　気まま屋 農産加工ジュース販売

峯田電機 家電販売・電気工事店 呉服やまおか 呉服・衣料品店

小澤工務店 建築工務店 粉川家 加工食品製造販売

ｃａｆｅ　Ｍ’ｓ 飲食店 きもの座　服部 呉服・宝飾・悉皆

魚六　竹岡商店 食料品店 サカモトガス㈱【近畿灯油】 灯油、設備商品、電化製品

多山酒造合名会社 酒類販売 カマダ無線電機商会 液晶ＴＶ・エアコン・石油暖房器・冷蔵庫

たたみ工房・インテリア　たなか 畳・インテリア 青木自動車 自動車修理販売

道の駅　宇陀路室生 宇陀市内の特産品販売 ささゆり庵　蔵王・小角 旅館・ホテル

うだ夢創の里 飲食店 福井化粧品店 化粧品店

福井商店 ガス器具、雑貨、灯油販売 AYA工房 リフォーム、建築業

むろうはちみつ（ふくさきわう） はちみつ、はちみつ加工品 奈良・無想窯 陶器製造、販売

室生村森林組合 製材品、木材加工・販売 他
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