
茂原ショッピングプラザアスモ ショッピングセンター 珈琲工房 カフェ・コーヒー ウエルシア茂原ライフガーデン店 ドラッグストア 有限会社　東タクシー タクシー

茂原市高師1735 25-5511 茂原市高師1083-2　　　 26-3313 茂原市六ツ野2785-1茂原ライフガーデン内　　 20-0550 茂原市東郷1398-1　　　 22-5225

カスミフードスクエア茂原店 スーパーマーケット PEACE COFFEE茂原店 カフェ・コーヒー ウエルシア茂原六ツ野店 ドラッグストア 都自動車株式会社 タクシー

茂原市高師台3-１-１２ 22-2130 茂原市茂原15-5　 25-4377 茂原市六ツ野4081番地1　　 27-7090 茂原市茂原644-1　　　 22-3545

スーパーマーケット PEACE COFFEEネッツタウン茂原店 カフェ・コーヒー petit madoca茂原高師店 ドラッグストア 旅館鈴木屋 旅館

茂原市六ツ野2785-1ライフガーデン内　　 27-1231 茂原市小林1735　　　 26-6500 茂原市小林1619-11　　　 26-3520 茂原市茂原133　　　 24-2151

カスミ大芝店 スーパーマーケット コーヒーセカンド カフェ petit madoca茂原中の島店 ドラッグストア

茂原市大芝588-1　　　 25-7971 茂原市八千代2-1-1　　　 47-3131 茂原市下永吉357　　　 25-8005

カスミ東郷店 スーパーマーケット マツモトキヨシ茂原マーケットプレイス店 ドラッグストア EQWELチャイルドアカデミー茂原教室 幼児教室

茂原市谷本2122 26-6280 茂原市茂原10マーケットプレイス内　　　 22-3310 茂原市木崎284-1　　　 25-7222

カスミ茂原マーケットプレイス店 スーパーマーケット 白井園本町店 茶のり・茶道具 マツモトキヨシアルカード茂原店 ドラッグストア カラースタジオ　ワック 色彩スクール

茂原市茂原10-1 36-5080 茂原市茂原144 24-2341 茂原市町保1アルカード茂原駅ビル内　　　 26-2685 茂原市小林2574　　　 22-1688

スーパーガッツ茂原店 スーパーマーケット ヤックスドラッグ上茂原店 ドラッグストア 学習塾・音楽・英語・幼児教室

茂原市上茂原423-1　　 27-7730 茂原市上茂原388-4　　　 25-5215 茂原市町保3-7茂原駅前東口エイブル内　　　 22-8601

ビッグハウス茂原店 スーパーマーケット 茂原　黒船 洋菓子 ヤックスドラッグ茂原早野店 ドラッグストア

茂原市東茂原16-3 27-8777 茂原市早野2357　　　 23-6626 茂原市早野1046-1　　　 27-3300

ベイシア茂原店 スーパーマーケット パティスリー　プチ・ベルジェ 洋菓子 サンドラッグ茂原店 ドラッグストア 蔦屋書店茂原店 書籍・文具

茂原市腰当7 27-1105 茂原市町保12-100 23-3260 茂原市谷本2122 20-0710 茂原市六ツ野八貫野2785-1 27-2332

せんどう茂原店 スーパーマーケット もばら煎餅 せんべい 鈴木薬局 薬局

茂原市早野1051　　　 26-2331 茂原市町保7　　　 22-5354 茂原市町保35　　　 22-2818

せんどう茂原緑ケ丘店 スーパーマーケット 創作スイーツ＆フレンチ　レーヴ 洋菓子 ドラッグ京都屋 薬局・化粧品 セブンイレブン茂原緑ケ丘店 コンビニエンスストア

茂原市緑ケ丘1-41-5　　　 27-7211 茂原市八千代1-8-9　　　 25-3818 茂原市千代田1-6　　　 25-6519 茂原市山崎818-1　　　 22-0022

カインズ茂原店 ホームセンター 医療法人社団三恵会　育生医院 産婦人科（保険適用外のみ） セブンイレブン茂原早野店 コンビニエンスストア

茂原市腰当653-1　　 20-1111 茂原市八千代2-12-14　　　 25-1251 茂原市早野1077-2　 25-2003

ドン・キホーテ茂原店 総合ディスカウントストア カットハウスオレンジ 美容室 作永産婦人科 産婦人科（保険適用外のみ） セブンイレブン茂原下太田店 コンビニエンスストア

茂原市茂原1575-2　　　 27-5411 茂原市長尾2319-3　　　 25-9606 茂原市高師町1-5-5 24-8822 茂原市下太田182-1　　　 34-2709

スキガラ理容店 理髪店 アスモまるだい整体院 整体 セブンイレブン茂原南吉田店 コンビニエンスストア

茂原市茂原128　　　 22-3824 茂原市高師1735ショッピングプラザアスモ内　　　36-3639 茂原市南吉田2980　　　 36-6068

味の民芸茂原店 和食レストラン フレンド美容室本店 美容室 整体カイロオステ楽楽屋 カイロプラクティック施術 セブンイレブン茂原上永吉店 コンビニエンスストア

茂原市八千代1-18-5　　　 23-4205 茂原市茂原566　　　 22-3652 茂原市高師183-2　　　 22-7147 茂原市上永吉513-5　　　 22-7110

日本料理　きよせ 日本料理 ヘアーサロン・タカシ 理・美容業 リフレッシュゆーらく リラクゼーション・アロマ セブンイレブン茂原高師店 コンビニエンスストア

茂原市東郷2277-1 24-1637 茂原市高師849　　　 22-3238 茂原市千代田町1-6サンヴェルプラザ内　　　 26-6325 茂原市高師268-2　　　 25-0207

日本料理　竹りん 日本料理 HEART LAND 美容室 なのはな鍼灸院 鍼灸院

茂原市八千代3-13-9 24-5522 茂原市茂原1596-9　　　 44-7810 茂原市小林2724-10　　 23-6569

お食事処　みねしま 和食 Fana　Uru- 美容室 森のもみの木養生院 リラク・エステ 有限会社ヤベめがね メガネ・補聴器

茂原市六ツ野1904-7　　　 27-3400 茂原市高師688-10　　　 47-4662 茂原市町保11-150　　 22-6788 茂原市茂原514　　　 25-0345

鈴木屋そば店 蕎麦 LUNA　hair 美容室 茂原ひまわり整骨院 整骨院 メガネのオダ メガネ・時計

茂原市早野1217-6　　 23-0808 茂原市東茂原12-94　 36-3220 茂原市道表8-19　　　 36-2830 茂原市高師826　　　 22-3604

蕎麦ダイニング　Ryu庵 蕎麦 リラクゼーションサロン　オハナ マッサージ メガネハット茂原セントラルモール店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

茂原市小林2006　　 22-6659 茂原市本納2994-3 A棟　　　 34-2786 茂原市小林1606-10　　　 22-7758

玉寿司 寿司 大阪屋呉服店 呉服・洋品・寝装品 シャンティー茂原 エステ・整体・マッサージ 晶光堂 時計・宝飾・メガネ

茂原市高師411-1 22-2962 茂原市本納2905 34-2023 茂原市茂原536-2　　　 37-9239 茂原市高師822 24-3787

海鮮屋　もびと 海鮮丼 オカベ靴店 靴販売 脱毛エステ・フェアリー 脱毛・エステ

茂原市高師町3-12-11 38-7032 茂原市茂原517 22-4319 茂原市長谷969-13　 26-6030

炭火焼肉　美味 焼肉 コナカ茂原店 スーツ BeautySalonCrystal マツエク・ネイル ASA朝日新聞サービスアンカー茂原 新聞販売業

茂原市高師1-1 25-5298 茂原市高師1708　　　 24-1927 茂原市本小轡1145-1 47-3324 茂原市八千代3-7-10　　 24-1686

ワーウ焼肉 焼肉 シューズヨシヤ茂原マーケットプレイス店 靴販売 (有)相京商店サラダ館茂原本納店 ギフト

茂原市茂原593-1　　　 26-2902 茂原市茂原10マーケットプレイス内　　　 25-4488 茂原市本納2789　　　 34-3821

焼肉レストラン　太陽 焼肉 制服のリユースSHOPつながーRU 制服・学用品リユース 株式会社オートサービス向後 新車・中古車販売・板金塗装・修理 あざみ手芸店 手芸材料販売

茂原市腰当1182-5　　　 24-4129 茂原市東部台2-25-15 070-8445-6261 茂原市木崎620-2　　　 22-5581 茂原市茂原519　　 22-4986

焼肉きんぐ茂原店 焼肉 (有)オカザキヤ ファッション、衣類 オートバックス茂原高師店 カー用品販売 アタック５茂原店 アウトドア

茂原市茂原4-1 20-2299 茂原市本納1838　　　 34-3120 茂原市高師1685　　 26-2727 茂原市東茂原1-41　　 26-3371

焼肉　すずや 焼肉 きもの館まるへい 呉服 タイヤパラダイス タイヤ販売 人形のおかざわ 際物

茂原市北塚947-7　　　 36-3929 茂原市茂原117-3　　 25-2617 茂原市六ツ野1850-1　　　 47-4972 茂原市茂原468-1 22-2108

Dining＆Bar　LA CUNA 居酒屋・バー・創作料理 バースデイ　茂原店 ベビー・子供用品 株式会社アップステージ 中古車販売 株式会社マルユウデンキ 家電販売・修理

茂原市道表8-4 22-3588 茂原市茂原西9-1 20-2515 茂原市押日370-3　　 44-4564 茂原市下永吉344-3　　　 23-1947

ボングー 和牛ステーキ・ハンバーグ 窓屋(株)共栄アルミ アルミサッシ

茂原市八千代1-2-6 22-8429 茂原市下永吉190-4　　 25-2138

とんかつ串揚げ優膳 とんかつ・串揚げ アトリエオクダフォトスタジオ 写真館・貸衣裳 LaCRAS　小沢工務店 住宅

茂原市東部台3-26-10 24-4577 茂原市東部台3-7-4　　　 22-2545 茂原市茂原1047-9　　 26-6636

イタリアン 河野写真館 写真館 リフォーム工房いまい 設備機器

茂原市町保4-86-102 26-4120 茂原市茂原547　　　 23-2101 茂原市高師台3-6-16　　　 20-1233

和伊ダイニングやどりぎ イタリアン 千葉スタヂオ 写真館 長生郡市温水センター　スポーツプラザイースト スポーツクラブ及びスイミングスクール

茂原市茂原1172-3　　　　 44-7188 茂原市高師852　　　 22-2278 茂原市下永吉1815 25-2181

麺処らふてる ラーメン シニアと親子のお片付け窓口 家事代行・片付けサービス

茂原市早野2654-1 茂原市緑ケ丘4-27-21 090-8432-6707

ラーメンと中国料理　味来 中華料理、ラーメン、餃子

茂原市八千代2-12-9　　　 26-3375

中国料理　香　xiang 中華料理

茂原市早野1344-13 25-6812

ほっともっと茂原八千代店 弁当販売

茂原市八千代1-1-13 20-0058

写真、カメラ

美味しいパスタ専門店　ペッシェアズーロ

自動車

ファッション、衣料、靴

その他一般店舗

美容、理容、ビューティー

飲食店

メガネ、コンタクト、補聴器

カスミフードスクエアライフガーデン茂原店

塾、スクール

食料品、その他

キューオングループ茂原駅前センター和菓子、洋菓子

書籍、文具

コンビニエンスストア

茂原市子育て応援チケット　取扱店舗一覧

大型店 飲食店 医療、健康 観光、タクシー

令和5年4月1日現在

最新の登録店舗情報は茂原市の

公式ウェブサイトで確認できます！


