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80 カスミ南町店　5/14オープン
☎ 029-302-0560 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-5　営 10:00～21:00　休 日曜　 HP  http://www.kasumi.co.jp/

カスミ南町店は、以前ミーモ店があった商業施設が新しくマンションに生まれ
変わったのに伴い、その 1 階に 5 年ぶりに再オープンいたしました。買い回
りしやすい広さの店内では、「健康」「即食」「安全・安心」をコンセプトに、
毎日の食卓に必要な生鮮食料品から和洋日配品、弁当や惣菜、加工食品
や飲料など幅広く品揃えしております。また、イートインコーナーは24席と充実。
憩いとくつろぎの空間としてお気軽にご利用ください。

南町連合商店会  プレミアム商品券
10,000 円の商品券を購入すると、11,000 円分のお買い物ができるプレミアム商品券を発売中 !
先着 500 セット限定。商品券の有効期限は 9 月30 日（土）まで。

南町一丁目商店会
・フローリスト珠利
・フジタ文具店
・コスメティックサカエヤ
・ジュエリー小林
・木村屋本店
・八百徳本店
・Wine&café M'z
・ブティック フォークローバー
南町二丁目商店街振興組合
・ミナミ食堂
・OibibiO
・よしみや
・ドンピッポ
・カスミ南町店
・ローソン水戸南町二丁目店
・うどん屋 ふ和ら
・ビッグエコー
・あんこう料理魚誠
・メガネのクロサワ
・バー・ミルウッド
・あんず
・アットワーク各店
・FLOWER
・沖縄料理 かなでち
・陶器のしのざき
・とれび庵
・一司堂印店
・コヤマスポーツ本店
・はんこや横山
・焼肉レストラン新月苑
・ブティックシマダ
・ショスールブティックフタカワ
・花きゃべつ

南町三丁目商店街振興組合
・銚子屋果実店
・フルーツバスケット
・よこすか花店
・工芸デパート
・吉見屋茶店
・貴金属・時計イシカワ
・水戸入船堂
・おむすびや八助
・平本花園
・常陸屋茶舗
・COLOR LAB
・食事処 小島
・ヒコウセンカーラ
・竹脇かばん店
・CHIGIRI
・井熊総本家
・三浦の文具
・梨花ブティック
・メンズショップ DON
・美容室ライブトレア
・食と農のギャラリー・葵
・YOCICOTAN Cafe
・白牡丹美容院
・自家焙煎珈琲遊人
・栗原 写真館
・山大
・レストラン・ラ・プルミエール
・ビバップ・ドロップ
・セブンイレブン水戸南町 3 丁目店
南町四丁目商店会
・木村屋パン店
・釜人 鉢の木
・らーめんはうす 千代美
・good's オーハシ
・ブラッスリー レオン

加盟店一覧
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1 フジタ　万年筆・画材・書道

☎ 029-231-3331 
南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町1-3-6
営 9:30～18:30
土曜・日曜・祝日10:00～18:30

休 第1・3日曜、年始、GW
夏季休業有

創業明治 18年。「書く・描く・創る」文化を創造す
る文具店です。1階は万年筆をはじめ高級筆記具や
事務用品、
2階は画材・
書道・紙類・
デザイン用
品等を取扱
中です。万
年筆は限定
品や大型の
カスタムウル
シも取扱い
しています。
修理も承りま
す。

3 コスメティック サカエヤ
☎ 029-225-3091 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町1-3-10
営 10:00～19:30
日曜・祝日10:00～19:00

休 第2・3木曜、12/31～1/2

はじめての方でも大歓迎です。お肌診断から、お客様
のご要望に合わせてスキンケアやメークをご紹介致しま
す。30分位でお肌の実感体験も無料でできますので
お気軽にお越し下さいませ。

9 はんこや横山
☎ 029-221-4514 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-6-6
営 8:30～19:30
休 無休

夏の恒例♪お祭り木札に更なる逸品登場 ! 虎・龍・
桜などの粋な和柄を複雑に3D彫刻。その名も『武
蔵野彫り』。お客様のオーダーメイドで世界に唯一 !の
スペシャル木札を作製いたします。他には無いあなた
だけの逸品を創ろう!

15 一司堂印店
☎ 029-221-4473 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-6-16
営 平日9:00～19:00
土曜・日曜・祝日
10:30～19:00

休 不定休
HP  http://www.isshido.co.jp

【篆刻・落款印】書・絵画・蔵書・手紙・魚拓などの作
品に捺印し、印材は青田石・寿山石が多く使用されます。
創業明治17年の老舗ならではの高度な技術と品揃え。
水戸市優秀技能賞を受賞した店主が丁寧に手仕上げし
ます。お急ぎの印鑑・ゴム印・名刺印刷などすぐに対応
いたします。当店は特急料金をいただきません。
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21 よこすか花店
☎ 029-221-3489 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-4
営 9:30～19:30
休 日曜不定休

ひまわり、バラ、ユリなど、
玄関やお部屋に飾って季節
を感じませんか ? 2・3 階には生け花教室と着付教室
があり、生け花の器やはさみ、針山などの小物も充実。
コチョウランなどの鉢物はご相談いただければ、店頭
になくても予算に合った商品をご用意します。

22 工芸デパート
☎ 029-224-2317 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-5
営 10:00～18:30
休 日曜・第3土曜

工芸品や茶道具を取
り扱っています。みと
ちゃんグッズ・水戸黒
商品など水戸の土産
品にいかがですか。
また、カップ・トロフィ・
賞状筆耕・記念品な
どの作成も当店にお
任せください。

27 平本花園
☎ 029-221-5709 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-18
営 9:00～18:30
休 不定休

季節の草花から山野草などの珍しい植物まで多種類を
取り揃えている園芸店です。お店の中を抜けると裏庭
が広がり、そこには盆栽や鉢植え、大きな植木まで様々
なものが置いてあります。ご自宅の庭に合った植物が
見つかると思いますよ!

24 イシカワ
☎ 029-225-3939 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-8
営 10:00～18:30
休 水曜
HP  http://www.gold-ishikawa.co.jp
金とプラチナのブランド「田
中貴金属」の県内唯一の特
約店として、安心と信頼の適正価格での取り扱いを行
います。また、金やジュエリーを指輪やブレスレットなど
に再加工も可能なので、自宅に眠るジュエリーに新た
な価値を創出します。一生の価値を持つあなただけの
オリジナルを。
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50 新井金物店
☎ 029-231-3386 
住 水戸市南町3-3-44
営 各店の営業時間に順ずる
休 各店の定休日に順ずる

「街に来る人がたく
さんのお店を楽しめ
るように」というオー
ナーの想いが込め
られた新井ビルで
は、呉服と和装小
物の販売や着物の
修理までを行う「絹
絵屋水戸店」、ラ
ンチもディナーも楽
しめるイタリアン家
庭料理「トラットリ
ア・アルノ」、 一
昨年にオープンし、
カラオケも楽しめる

「and ber」 の 3
店舗が営業してい
ます。

53 三浦の文具
☎ 029-221-2390 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-47
営 9:30～19:00
土日祝日10:00～／木～18:30

休 不定休
HP  http://www.
miurabun.sakura.ne.jp

南町三丁目にある「夢結びみとちゃん」知っています
か？あなたの夢を叶えましょう。夢に向かってがんばろう！
みとちゃんも三浦の文具も応援します。

「みとちゃんボールペン」ジェットストリームで書き心地
なめらか !!（1 本￥300+ 税）好評発売中！

60 陶器のしのざき
☎ 029-221-4459 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-32
営 10:00～19:00
休 不定休

手にすると微笑ましくなるような
ムーミン谷に住むかわいらしい
妖精達が食器となり、毎日の生活を楽しませてくれます。
木箱入りマグやイニシャルマグ・飯碗は贈り物にも喜ば
れます。他にスヌーピー食器も取扱っております。

69 メガネのクロサワ
☎ 029-224-9630 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-37
営 10:00～19:00
休 1月1日・2日
HP  http://www.9630.co.jp

創業 112 年のメガネのクロサワでは、ラインアート、
フォーナインズといった人気フレームを取り揃え秋の
セールを開催致します。レンズも特別価格で提供しま
すので、お誘い合わせの上、ご来店をお待ちしており
ます。また、視力検査、聴力検査はいつでも無料で承っ
ておりますのでどうぞご利用ください。
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78 よしみや
☎ 029-221-2630 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-45
営 10:00～19:00
日曜・祝日10:00～18:00

休 不定休

日本の夏を涼しく感じる!そ
んな楽しみ方をして昔ながらの季節感を大事にしたい。
本染の手拭は柄も豊富でかわいい柄、粋な柄を見つ
けるのが楽しいです。上下に棒を付けると和風タペスト
リーに変身 ! 毎月5日・15日・25日は感謝デー5%
引きの日（対象外有）。ご来店をお待ちしております。

89 good’sオーハシ
☎ 029-228-9290 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市宮町2-2-33
営 10:00～17:00
休 不定休

水戸駅北口から200mほどの所にある、女性向けカ
ジュアル用品のお店。ハンカチなどの小物からエプロ
ン、ブラウスなど、女性の心が浮き立つ商品を取り揃
えております。店内の小さな休憩スペースで気兼ねな
く休憩やおしゃべりを楽しみながら、まちなかの情報を
ご案内します。

5 ショスールブティックフタカワ
☎ 029-221-3660 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-5-1
営 平日10:30～19:00
土曜・日曜・祝日
10:30～18:00

休 祝日
HP  http://www.
futakawa-shoestore.com

“足に合った質の高い靴をおすすめする”をモットーに、
フランス、イタリアを中心としたヨーロピアンシューズか
らナショナルブランドの売れ筋まで、幅広いアイテムか
らご提案致します。（取扱品：婦人靴、婦人バッグ・
小物、紳士靴、ケアアイテム等）

6 ブティックシマダ
☎ 029-221-3730 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-5-1
営 10:00～19:00
休 不定休

30 歳代以上の女性の方にさりげない着こなしと今のト
レンドのテイストを取り入れたご提案をしています。品
質、デザインの良さを追求した高いクオリティーなのに、
良心的価格帯の商品を品揃えし、大人カワイイ服など
たくさんあります。
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14 コヤマスポーツ
☎ 029-231-5177 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-6-15
営 10:00～20:00

（日曜は19:00まで）
休 無休

足圧測定器「フットビュー」
を新たに導入し、立位時の
足圧分布や重心バランス、歩行時の体重移動や歩
き方の癖などをチェックし、お客様一人一人に合った
スポーツシューズやコンフォートシューズのご提案、イン
ソールの製作等を行っております。腰や膝の痛み、外
反母趾などでお悩みの方はぜひご相談ください。

49 イワマ洋品店
☎ 029-221-3651 
住 水戸市南町3-3-42
営 10:00～18:00
休 木曜

県内でもここでしか取り扱っていないブランドの上質で
高級感のある装いを揃えるイワマ洋服店。カジュアル
アイテムも多く取り扱っており、タイトなシルエットを残し
ながらゆったりと着られるスラックスなど、着やすくて飽
きのこない一着をお客様に心を込めてお勧めします。

38 B’BOP DROP
☎ 029-231-8139 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-30
営 10:30～19:30
休 不定休

 Twitter @bbopdrop
ameblo.jp/bbopdrop/

ストリートロック、ゴシックをモードに昇華させたユニ
セックスなセレクトを提案しています。人気ブランド
CIVARIZE、Roger&Rawが新たに加わり、進化し
た大人系ロックコーデを演出 !! 個性的なアクセサリー、
ネコキャラグッズが充実し、お得なメンバーズカードの
特典もあります。

48 men’s shop DON
☎ 029-221-4969 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-41
営 10:00～19:00
休 木曜

オーダースーツはこだわりの一着。沢山のオプションか
ら大人の遊びを試してみませんか?人とは違う“1ラン
ク”上の男を目指しましょう。オーダーシャツなど、他の
アイテムもおまかせ下さい。またレディースアイテムも
好評展開中です !
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51 絹絵屋水戸店
☎ 029-227-2642 
住 水戸市南町3-3-44
営 10:30～19:00
休 火曜

色鮮やかな振袖から黒留袖といった着物全般や和雑
貨を幅広く取り揃えている呉服専門店です。壁には古
典と斬新、そして可愛い色柄の着物が並んでおり、広
い畳敷きの店内でごゆっくりとお選びいただけます。ま
た、お手入れの仕方についても丁寧にアドバイスして
います。タンスにしまったままの着物の修理やリメイクな
どのご相談もお気軽にどうぞ。

56 竹脇かばん店
☎ 029-221-3933 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-50
営 10:00～19:00
休 第2・第4木曜

今年も「Dakota」「BASARA TYO」の軽くて華
やかなバッグをお買い物や旅行などにお供させてくだ
さい。
ビジネス用リュック等も充実しております。

「CARA」はラテン語
で「笑顔」という意
味。人の手しごとで
つくる CARA にしか
ないアイテム。あな
たが笑顔になれる楽
しいねこグッズを毎月
お届けいたします。こ
のページをスタッフに
見せて頂くと「定価
より10％ OFF」に
なります。（水戸店
限定）

57 HIKOSEN CARA水戸店
☎ 029-231-3338 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-51
営 10:30～19:00（平日）
11:00～19:00（土曜・祝日）
11:00～18:00（日曜）

休 元旦・二・三日休
（その他毎月不定休あり）

HP  http://www.hikosen-cara.co.jp/jp

58 CHIGIRI
☎ 029-225-4367 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-50
営 11:00～20:00
休 第2・第4木曜
HP  http://www.chigiri.net

全国展開している当店オリジ
ナル和柄ブランド「CHIGIRI」とアメカジブランド「NGF」
を筆頭に、バイヤーの店長がセレクトしたアイテムを多
く取り揃えています。県内でもここにしかないアイテム
がズラリ! WEB ページ（http://chigiri.net）もチェック!

CHIGIRI×デビルマンコラボ 
浮世絵写楽風 インクジェットT
シャツ￥7,020（税込）

CHIGIRI×キューティーハニー
コラボ 後見美人 インクジェット
Tシャツ ￥7,020（税込）
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82 OibibiO
☎ 029-228-9839 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-2
営 10:30～19:30
休 不定休
HP  http://www.rakuten.ne.jp/
gold/oibibio

大人ガーリー&トレンドミック
スの絶妙なバランスが楽しめるOibibio。カラーリング
やコンパクトなサイズ感が人気のHASHIBAMI のミニ
ウォレットが充実！実用性と隅々までの心配りも含めた
今時女子の心を満たすミニウォレットです。

7 水戸コイン
☎ 029-231-7003 
住 水戸市南町2-5-15
営 10:00～18:00
休 日曜・祝日

コイン以外の金券買取りの店です。
ギフト券、商品券、ビール券などJR券以外は1枚か
ら買取ります。
買取り額 1万円以上は100 円未満の端数は切り上
げ、サービスいたします。
在庫があれば、お売りしますのでお待ちしています。

10 水戸証券水戸支店
☎ 0120-310-273 
住 水戸市南町2-6-10
営 9:00～15:00
休 土曜・日曜・祝日
HP  http://www.mito.co.jp/

「お客さまからの信頼度NO.1」を目指す南町の水戸
証券では、話題のペッパー君が皆さまのご来店をお待
ちしています。資産運用に役立つセミナーや各種キャ
ンペーンを
随時開催し
ております
ので、お気
軽にご来店
くださいま
せ。

11 茨城新聞みと・まち・情報館
☎ 029-306-9500 
住 水戸市南町2-6-10
水戸証券ビル1F

営 10:00～17:00
休 土曜・日曜・祝日、年末年始

中心市街地の取材活動の拠点、地域に密着した情
報発信の場、地域の皆様との交流の拠点です。
館内では、茨城新聞をはじめ隣県の地方新聞の閲覧
ができ、大型テレビでのニュース速報や、動画ニュー
スの放映、ミニ講演会「この人に聞く」をはじめ情報
発信する様々な企画を開催しています。
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18 JOYSOUND水戸南町店
☎ 029-300-1310
住 水戸市南町3-4-2
営 月曜～木曜・日曜・祝日
11:00～翌1:00
金曜・土曜・祝前日
11:00～翌5:00

歌って食べて盛り上が
ろう♪友人や仲間た
ちと集まるときはパー
ティーコースがおすす
めです ! 定番の“宴カ
ラコース”は、ピッツァ
やシーザーサラダ、フ
ライドポテトなどの人気
メニュー全 9品と【カ
ラオケ 3 時間無料】
でお一人様 3,000 円
（税抜）です !さらに、
プラス1,500 円（税
抜）で飲み放題プラン
もご用意 !ご予約お待
ちしております。

29 COLOR LAB
☎ 029-350-6950 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-20
営 11:00～19:00
休 日曜・祝日

オトナのためのカラー専門店。
女性のための白髪染め専門
店です。【傷みやすい髪の方におすすめ】サプリカラー
3,500 円 : 国際特許製法によるデトックスカラーです。
シリカ（ケイ素）による肌や髪への働きで髪を健康的な
状態に戻すだけでなく、若 し々い髪へ導きます。ヘル
シーカラー2,500 円。予約優先。

30 センチュリー21㈱エムズ・エステート水戸本店
☎ 029-303-0021
住 水戸市南町3-4-20
営 10:00～19:00
休 水曜

土地やマンション、戸建てな
どの不動産販売の仲介や宅
地分譲などを行っています。全国で900店舗あるセン
チュリー21の千葉・茨城地区での制約件数がナン
バー1。
スタッフがお客様の立場に立ち、将来的なライフスタイ
ルに合わせたマイホーム探しをお手伝いします。
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41 栗原写真館
☎ 029-221-3463 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-35
営 10:00～19:00
休 火曜

南町三丁目バス停前にある栗原写真館では、卒業・
卒園式や節句などの四季の祝い事や家族での記念写
真まで、大切な人との思い出を記録に残します。撮影
前の打合せを入念に行い、背景選びやデジタルフォト
メイクなどのきめ細かいサービスを行い、笑顔があふれ
る一枚をお届けします。

43 白牡丹美容室
☎ 029-221-4469 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-36
営 9:00～18:00
休 火曜・第3水曜

居心地の良い接客を大切に、確かな技術でミセスの
心をつかむ白牡丹。通常の施術プラス2,000 円で頭
皮と毛髪に栄養を与えるヘッドスパ、自然なストレート
ヘアーをダメージを抑えて行うストレートパーマ（10,000
円）、そしてサービスで行う心地よいマッサージがあなた
を癒します。

46 LIVE TOREA
☎ 029-231-8642 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-39
営 平日10:00～19:30
土曜・日曜10:00～18:30

休 火曜
HP  http://www.facebook.com/
qualia.live

オススメは、お客様と丁寧なカウンセリングを行った上
で、数種類の薬剤からチョイスするトリートメント（1,500
円～）。店名がタヒチ語に由来することもあり、店内
のテーマは「南国風テイスト」。温もりのある空間が醸
し出す雰囲気が、リラックスできるひとときを演出しま
す。

55 家計の見直し堂 水戸南町店

☎ 0120-642-659 
住 水戸市南町3-3-48
横須賀ビル1F

営 10:30～19:30
休 年末年始
HP  https://kakeiminaoshi.jp/

家計の見直し堂は、家計全体をしっかり見直して無理
のない節約方法をご提案するお店です。保険代をはじ
め、スマホ代などの通信費、光熱費や住宅費まです
べての支出をトータルで診断し、あなたに合った「見直
し」方法を無料でアドバイスいたします。人生のライフ
ステージごとに変わる家計のあり方を、その時その時
の最適プランをご案内いたします。
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71 美容プラージュ
☎ 029-233-1357
住 水戸市南町2-4-40
営 8:30～19:00
休 1/1～1/3

「 親 切・丁 寧・待た
ずにできる」が大好
評の美容プラージュ。
カット 1,500 円、 カ
ラー 3,000 円、パー
マ 3,000 円～とお財
布にも易しく、お客様
の納得のいく価格でキ
レイを提案させて頂い
ております。ご予約は
頂いておりませんので、
急なお出かけにも安心
してご利用できます !!
ご家族皆さんでのご来
店を心よりお待ちして
おります。

61 香陵住販
☎ 029-221-2110 
住 水戸市南町2-4-33
営 9:00～19:00
休 無休

（お盆・年末年始は休み）

香陵住販ではこれからも変わらずに「お客様満足度
NO.1 企業」を目指して営業していきます。不動産に
関してお困りごとがございましたら、お気軽にご相談くだ
さい。ご来店の際は、近隣にある「ONE'S PARK」
駐車場を無料でご利用いただけます。

75 カルチャースタジオ Muguet 
☎ 029-297-9100 
住 水戸市南町2-3-32

西洋倶楽部3F
営 10:00～21:00
HP  http://www.

studio-muguet.jp/

77 女性限定フィットネス  B-line
☎ 029-221-1030 
住 水戸市南町2-3-32　西洋倶楽部3F
営 平日10:00～20:00／土曜10:00～14:00
休 日曜・祝日

会社帰りやちょっとした空き時間にも気軽に来れるフィッ
トネススタジオです。体力の衰えを感じたり、最近疲
れやすい、ストレスを発散したいなど、様々な目的をこ
の場所で解決してみませんか。まずは、無料体験に
参加してみてください。お電話にて随時受付中です。
中学生～ 90 代まで OK。

新感覚のカルチャースタジオ ミュゲ
〈ヨガ、ピラティス、骨 盤スリム、スラックライン、
ZUMBA®、バレエ、フラダンス、英会話など〉
健康維持、趣味を
楽しむ、専門的に
学ぶなど、目的に
合わせた講座が選
べます。
正しく体を動かすこ
とで、運動機能が
向上、腰痛予防、
若返り、ダイエット
効果が期待できる。
体験できます!
子ども講座あり。
お気軽にお問合せ
ください。
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81 シーボン水戸店
☎ 0120-136-184(会員) / 0120-257-211(新規)

住 水戸市南町2-4-2
水戸読売会館5F

営 会員10:00～18:30
新規10:00～18:00

休 年末年始
HP  http://www.cbon.co.jp

美を創造し、演出する会社シーボンは、六本木に本
店、全国に100 店舗以上ある株式一部上場の化粧
品会社です。化粧品をご購入いただいた方にサロンケ
アを無料サービス。プロによるオリジナル美顔ケアと肌
チェックであなた様のお肌に合うケア法をご提案します。
まずは1,500 円のトライアルプランでお試し下さい。

83 ヴィクトワール
☎ 029-232-0811 
住 水戸市南町2-4-55
営 10:00～18:00
休 火曜

美容歴40年の神崎オーナー
がこだわってきたのは正確な
カット技術と髪質美 ! 炭酸マイクロバブル温水を導入し
ています。炭酸マイクロバブル4つの効果①パーマ
やカラーでアルカリ性に傾いた髪や頭皮を弱酸性に②
キューティクルが引き締まり髪の傷みも回復③マイクロ
バブルの洗浄、消臭効果④炭酸ガスで血行促進。

90 バンビ薬局 梅香店
☎ 029-306-9939 
住 水戸市梅香1-2-50
水戸ビル1F

営 平日9:00～19:00
土曜9:00～17:00

休 祝日
HP  http://www.
bambi-pharmacy.com

水戸協同病院や新井耳鼻咽喉科をはじめ地域の医療
機関の処方せんを受け付けています。待合室にはソ
ファの他カウンター席、テーブル席があってゆっくりお
待ちいただけます。協同病院駐車場提携あり。ぜひ
ご利用ください。

86 ほけんの窓口 水戸店
☎ 029-302-7510 
住 水戸市南町1-4-22
シンヤ寒梅館1F

営 10:00～19:00
HP  http://www.
hokennomadoguchi.com

保障を見直して節約を
結婚や出産、お子さまの独立、退職等、ライフプラン
に変化がある時は、保険を見直す良い機会です。ラ
イフプランに合った保険にすることで、保険料の節約
になることもあります。
この機会に、ご自身の保障内容を確認してみては。
無料相談のご予約は、お電話またはHPから!

募集代理店
ほけんの窓口グループ㈱
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19 銚子屋果実店
☎ 029-221-2398 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-3
営 8:00～19:00
（土曜・日曜・祝日10:30～19:00）

休 第2・第3日曜

果実屋の生ジュースがおすすめです。季節の果実を絞っ
た生ジュースは1杯 100円～あります。特に、みかん・
りんご・イチジクが入った「元気な黄門さまジュース」は
黄門様にちなんで392（ミツクニ）円でご提供 !また、6
～ 7種類の旬の果実が入った「ごろごろカットフルーツ」
350円もOLさん達に人気です。（プラス50円でミックス
ジュースになります）果物・缶詰の篭盛りも承ります。

23 吉見屋茶店
☎ 029-221-3965 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-7
営 9:00～19:00
休 不定休
HP  http://www.yoshimiya.com

お茶といえば「やぶきた」品種が有名ですが、昨今マ
スコミ等で取り上げられている「ゆたかみどり」（免疫力
向上）、「さえみどり」（リラックス効果）のように高機能
品種茶として注目されているお茶も取り揃えています。
日本茶インストラクターが、お客様の要望にあったお茶
をおすすめさせていただきます。

25 水戸入船堂
☎ 029-221-4513 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-14
営 9:30～19:00
（日曜・祝日10:00～18:00）

休 第2・第4日曜

昭和 10年創業、現在地南
町に移転し煎餅一筋 70 年に至っております。炭火
で一枚一枚丹念に焼き上げております。雑誌等に取
り上げられたことがある「千両」が一番のおすすめです
が、水戸の梅まつりの時季には、白梅と紅梅を表した
煎餅の詰め合わせ（1,000 円）が人気です。ご贈答な
どにぜひどうぞ。

28 常陸屋茶舗
☎ 029-221-4477 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-19
営 9:00～19:00
休 日曜

おいしいお茶を飲んでます
か?
お茶は急須でいれたお茶でしか味わえないおいしさがあ
ります。お茶本来の香りを楽しんだり、お湯の温度や、
いれ方によっても味のバランスが変わってきますので、
詳しいことは、日本茶インストラクターの店主に聞いてく
ださい。
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32 木村屋パン店
☎ 029-221-4470 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-5-3
営 平日8:00～18:00

土曜10:00～18:00
かき氷10:00～

休 日曜・祝日

水戸の老舗のパン屋さんが、本気で『かき氷』をはじめ
ました ! 特に、茨城産の食材にこだわった手作りソー
スが自慢です。オススメは、自家製の濃厚なピーナッ
ツ味の氷をふわふわに削って作る、新感覚の台湾

風かき氷（税込
900 円）です。
とろけるような
食感で口の中
にピーナッツの
甘い風味が広
がります。店内
のカフェスペー
スでぜひお召し
上がりください。

35 鉢の木
☎ 029-221-5874 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-6-28
営 9:30～18:30
休 木曜（祝日は営業）

37 セブンイレブン水戸南町三丁目店
☎ 029-224-2223 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-28
営 24時間営業
休 年中無休

お客様のニーズに応えるため店舗を拡張しリニューアル
しました。店内や通路の広さは全国有数で、車椅子
やベビーカーでもラクラク通れます。100 円で挽き立
てを味わえるセブンカフェや、24時間利用可能なイー
トインスペースも完備し、さらに地域に親しまれるお店
に生まれ変わりました。

北海道産の小豆を丁寧に炊き上げたこし餡の最中と
岩間の栗をじっくりと煮上げた栗餡の最中です。季節
の和菓子として6月から水羊羹、9月からは新栗むし
羊羹を販売します。三つ目のぼた餅も御予約の注文
になりますが好評でございます。

40 山大
☎ 029-221-5489 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-32
営 8:00～22:00
休 日曜・祝日
HP  http://www.

yamadai-fi sh.com

築地で仕入れた新鮮な魚介が店内を賑わせる山大は、
買って自宅で味わうもよし、2階の「佳鱗亭」で旬の美
味をご飯や酒と共に味わうもよし、宅配セットでお世話
になった方に贈るもよし。茨城の冬の味覚を代表する
鮟鱇料理も、常磐から北海道で水揚げした極上の大
型鮟鱇を使用しています。
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45 丸二海苔店
☎ 029-227-0202 
住 水戸市南町3-3-39
営 9:00～19:00
休 日曜・祝日

北は気仙沼、南は瀬戸内海や九州と幅広い地域から
厳選する丸二海苔店。オススメの塩海苔は品質の良
い有明産の海苔に塩加減が絶妙で、ご飯のお供や
酒のアテにもなります（420 円）。専門店ならではの風
味や香り、歯ごたえの柔らかさをお試しください。贈答
品としても喜ばれますよ。

47 食と農のギャラリー葵
☎ 029-231-8331 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-40
営 10:30～17:30
休 土曜・日曜
HP  http://gallery-aoi.com/

旬な果物と野菜をブレンドしその場でスロージューサー
でしぼりたてをご案内！皆様より飲みやすい！美味しい
と大好評です！
産地から直送の新鮮野菜夕市も毎日開催中です！
地域に密着したお店づくり、ホッとできる場所がありま
す。

54 井熊總本家
☎ 029-221-2605 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-48
営 10:00～18:00
休 第3日曜（不定期）
HP  http://ikuma.jp/

『元祖 水戸の梅』明治時代
の県令安田定則の奨めにより、井熊總本家初代・小
林熊次郎が、偕楽園の梅の実を精選し創製いたしまし
た。白小豆餡を求肥で包み、さらに蜜漬にした、しそ
の葉で包み仕上げてあります。

『梅はごろも』梅肉ゼリーを程よく乾燥させ、グラニュー
糖をまぶして仕上げました。

元祖 水戸の梅 梅はごろも

72 ローソン水戸南町二丁目店
☎ 029-303-5852 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-41
営 24時間営業
休 年中無休

今年 2 月に新規オープンしました ! お弁当やサラダ、
サンドイッチ、からあげクンなどのホットフーズが充実し
ています。MACHI cafe のおいしいコーヒーを注文し
てカフェスペースでホッと一息。30 台の大駐車場完
備で車利用者に大変ご好評いただいています。ご来
店お待ちしております !
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Food
88 木村屋本店
☎ 029-221-3418 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町1-2-21
営 平日9:00～18:30
土曜・祝日9:00～18:00

休 日曜

【水戸の梅】水戸を代表する銘菓。小豆のこしあんを
求肥で包み、しその葉の蜜漬けを巻いたお菓子です。
水戸藩九代藩主斉昭公が好まれた「星の梅」という菓
子を基にして菓子職人が考案したとも、明治初期に初
代県知事が県都に名物がないので水戸の菓子屋に
依頼して作ったのがはじまりともいわれています。

94 お菓子夢工場 亀印本店
☎ 029-305-0310
住 水戸市見川町2139-5
営 9:00～19:00
休 年中無休
HP  http://www.kamejirushi.co.jp

季節素材を生か
した旬のお菓子
や、地元素材を
使用したこだわり
のお菓子・おみ
やげ 菓 子 など、
豊富に取り揃え
ております。 ま
た、和菓子厨房・
洋菓子厨房も設
置しておりますの
で、作りたてのお
菓子も味わってい
ただけます。

4 VIBES
☎ 029-291-7100 
住 水戸市南町1-3-11
営 火曜18:00～
土曜22:00～5:00

休 不定休
HP  http://www.vibes310.club/

音楽イベント・ライブ・結婚式二次会・各種PARTYなど
多目的イベントスペースとしてご利用いただけます。

2 Ola Munchies cafe
☎ 029-210-1760 
住 水戸市南町1-3-7
営 17:30～24:00
休 日曜

ME X ICO  & TE X -
MEX料理を提供するカ
フェ&バー。
週末には音楽イベント
も開催され、お食事、お
酒、音楽を同時に楽し
める、広 と々したオシャレ
な空間です。
2Fは、ダンスレッスンや
カルチャー教室、展示
販売会等にご利用でき
るレンタルスペース。

YUMIE 
DANCE LESSON
 （supported by
WHITECAPS&VIBES）
毎週火曜18:00～
お問合せ・お申込み
☎029-291-7100
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17 花きゃべつ
☎ 029-306-6850 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-6-31
営 10:00～21:00
休 日曜・祝日

南町で36 年愛された洋食店
が場所を変えてリニューアル
オープン ! オムライスやドリアなどの懐かしのメニューや
店内のレトロな雰囲気はそのままで、さらに夜は各地の
クラフトビールが楽しめるなどパワーアップしました !

［写真］人気 No.1 のチーズハヤシオムライス 本日の
パスタ・サラダ・カップスープ付 900 円

12 すずはる
☎ 029-224-1663 
住 水戸市南町2-6-12
営 16:00～23:00（LO21:30）
休 日曜・祝日

仕事帰りのサラリーマンが多く集う大衆酒場。旬の刺
身、旬の食材を使った一品料理が低価格で楽しめま
す。お食事だけでも、お気軽に。

16 とれび庵
☎ 029-303-8555 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 南町2-6-21フェリア南町
営 11:30～14:00
17:30～23:30

休 不定休
お一人様でも OK の 40 分
1,000 円の飲み放題と、と
ても美味しいお料理でお出迎えさせていたただきます。
毎日、市場や漁師直接仕入れの新鮮な刺身など生物
や料理には高い自信があります。

8 新月苑
☎ 029-221-7253 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-6-49
営 11:30～23:00
（Lunch11:30～15:00）

休 12/31、1/1

厳選した食材を使用した焼き肉と本場韓国の家庭料
理が人気のお店です。宴会コースは、Ａコース（2,800
円）、Ｂコース（3,300円）、Ｃコース（3,800円）、Ｄコース

（4,800円）、さらに＋2,100円で飲み放題になります。
暑気払いなどのご予約お待ちしております!!
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26 おむすびや八助
☎ 029-233-7158 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-17
コロムビアビル1F

営 11:00～14:00
休 土曜・日曜・祝日
（ご注文があれば休日の営業も致します）

羽釜で炊く茨城県産コシヒカリ
100％のおむすびとお弁当を販売。弾力と甘みがあり冷めて
もなお美味しいお米。日替わりのお惣菜 5品を詰めたお弁
当は￥500。おむすび2コ入のお弁当は￥550（大盛りは無
料）毎日の配達には割引有、栄養のバランスのとれたお弁当
を是非どうぞ。その他サイドメニューも併せてご注文で割引有。

20 フルーツバスケット
☎ 029-226-5787 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-3
銚子屋ビル2F

営 月曜～金曜11:00～21:00
　　　　　（LO20 :00）
土曜・祝日11:00～20:00
　　　　　（LO19 :00）

休 日曜

銚子屋果実店の2階にある喫茶店で新鮮なフルーツを
使った13種類のパフェやデザートが人気のお店です。
昼は（11時～15時迄）（A）サンドウィッチ（B）スパ
ゲティ（C）具だくさんHotスープの3種類の日替りラ
ンチが好評です。

31 食事処小島
☎ 029-221-4356 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-4-29
営 11:30～14:30/17:30～22:00
休 日曜・祝日

暑い夏のおすすめは、
冷やし坦々麺（750円
写真上）。冷たい麺の
上にのったピリ辛味の
肉味噌が食欲をそそり
ます。じゃじゃ麺（750
円写真下）も人気で、
つるつるとした麺にとろ
みのあるたれでのど越
しよく食べれます。奥に
はお座敷もあり、ご宴
会や会食にも対応で
きます。人数や予算な
どお気軽にご相談下さ
い。（ビール550円、角
ハイ350円他）

33 BRASSERIE LEON
☎ 029-224-6250 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-5-3
営 12:00～22:00
（LO21:00）

休 火曜・第1・第3水曜

本場のガレット専門店が水戸
にOPEN!常陸秋蕎麦を使った生地を、専用の焼き台
で絶妙の焼き加減で仕上げるガレットは、そばの風味

と香りが楽しめます。
ロースハムや卵、グ
リュイエールチーズな
どを乗せたスタンダー
ドなガレットがおすす
め。はちみつやレモン、
オレンジなどを使った
本格的なクレープも女
性に大人気です。休
憩なしの通し営業なの
でゆっくりおくつろぎい
ただけます。12:00～
15:00はお得なワンド
リンク付き（ガレットご
注文の方）。
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34 千代美
☎ 029-221-5877 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-6-27
営 11:00～22:00
休 不定休

創業昭和28年。先代より受け継いだ昔ながらの懐かし
い味と㊕高級小麦粉を使用した自家製麺が売りです。
スープは豚骨鶏ガラに野菜・海産物が数種入った本格
スープです。至福の一杯をぜひ味わってください。又、お
帰りには餃子のテイクアウトも人気です。

39 ビストロ ラ・プルミエール
☎ 029-225-5085 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-31
営 11:00～14:30

17:00～22:00
休 月曜
HP  http://sites.google.com/site/

bistrolapremiere/
本格派フレンチがリーズナブルに味わえる、ソースが自
慢のお店です。国産自家挽肉にこだわって作るハン
バーグステーキは、当店の人気No.1ランチⒶメニュー
です。スープ、サラダ、ライス、コーヒー付 950 円。
下記写真はランチⒷ
各種宴会、結婚式二次会等ご予約承っております。
お気軽にご相談下さい。

42 遊人
☎ 029-350-1023 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-36
営 11:00～19:00
休 火曜・第3水曜
HP  http://mitoshi.

web.fc2.com/you-jinn/

好評ランチセット（830円）も、曜日限定でハンバーグ
（金）・豚ヒレカツランチ（水）も登場。世界のコーヒー
生産国の中から選びぬいたスペシャルティコーヒーを自
家焙煎し販売しています。100g540円から。雑貨・レン
タルボックスコーナーにも新作多数入荷中！

36 OPEN TERRACE ME-EAT
☎ 029-302-0530
住 水戸市南町3-6
営 Lunch 11:30～15:00

Dinner 17:00～22:00
Cafe   11:30～22:30

気軽に楽しめるアメリカンフードにイタリアンをベースと
した多国籍のエッセンスを取り入れて、ヘルシーかつボ
リューミーにアレンジ。
地産や旬の素材にこだわった食材をBBQやレストラン
スタイルで楽しめます。
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44 YOCICOTAN Cafe 水戸南町なか店

☎ 029-291-8177 
南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町3-3-37
営 11:00～19:00
休 月曜
HP  http://www.yocicotan.com/
水戸芸術館そばにあったお店
が南町に移転OPEN!焼き立
てのアップルパイを食べていただきたくて新たにカフェを
開きました。ご注文後に焼き始めるので15分ほどお時
間をいただきます。みんなが笑顔で元気になれるように、
素材を生かし、身体にやさしい味わいで、懐かしさを感じ
ていただける焼き菓子を作っています。

52 ヴェトラータ
☎ 029-303-5825 
住 水戸市南町3-3-46
営 平日11:30～14:00
18:00～23:00
土曜・祝日18:00～23:00

休 日曜

東京青山で経験を積んだシェフが作るメニューは、パス
タやピッツァからひと手間加えた創作料理まで幅広く揃
います。写真は、牛ハラミと野菜のグリル1,458 円、
温野菜のサラダ918円。2時間飲み放題付きコース
4,000 円（7品）～、グラスワイン540 円～など。ラ
ンチは800円～。

59 マルニコーヒー
☎ 029-228-0282 
住 水戸市南町2-4-32
営 10:00～19:00
（喫茶は18:00まで）

休 第1・3水曜・木曜

喫茶メニューはコーヒーのみ！
産地別、ブレンド、すべて250円。
フード類の持ち込みOK！
良質な豆を仕入れ、店内で焙煎、一杯ずつ丁寧にハ
ンドドリップで提供いたします。
食後のコーヒーはマルニで！

62 沖縄料理かなでち
☎ 029-232-1310 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-35
LEO参拾番館2F

営 17:00～24:00
休 無休

オリオンビールをはじめ数十
種類の泡盛、サワーやノンアルコールなど充実したドリ
ンクと、チャンプルー・ソーキそば・ラフテーなどの沖
縄ソウルフードをほっこりとした雰囲気の店内でお楽し
み下さい。忘年会・新年会など各種宴会のご予約も
お待ちしております !!

【夏のカフェセット】お好きなアップルパイ+シャリシャリアップル+ドリンク990円
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67 バー・ミルウッド
☎ 029-228-6466 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-37
マサヤビル2F

営 17:30～深夜3:00
休 日曜・祝日
HP  http://r.gnavi.co.jp/a000400/

今夏のオススメの逸品は、
「宮崎産完熟マンゴーの
フレッシュフルーツカクテ
ル」（税抜1,500円）です。
1/2カットフルーツもお楽し
み下さい（税抜3,000円）。
もちろん、茨城産のスイカ
やアンデスメロンのカクテ
ルは人気の定番です（税
抜1,200円）。他に、オレ
ンジ、キウイ、パイナップル
など常に10種類以上ござ
います。パーティは、料理7
品+フリードリンク2時間付

（税込5,000円～）。ご予
約お待ち申し上げます。

68 あんず
☎ 029-350-5571 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-37
営 11:30～14:00/17:30～23:30
休 日曜

73 Vegan cafe terra
☎ 029-228-3731 
住 水戸市南町2-3-32
西洋倶楽部1F

営 11:00～21:00
休 土曜・日曜

当店は、肉や魚などの動物
性の食材を一切使わないヴィーガン料理を楽しめるお
店です。ヴィーガンは卵や牛乳、はちみつなども使わな

い「完全菜食主義」
という考え方です。
当店では、ヴィーガ
ンをもっと気軽に、
もっと身近なものとし
て食べてもらえるメ
ニュー創りに力を入
れています。鮮やか
な色彩、一口ごとに
食感の楽しい具だく
さんのプレート。胃腸
に負担のかからない
野菜中心のヴィーガ
ン料理は良いことが
いっぱい !

70 あんこう料理 魚誠
☎ 029-221-0150 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-38
営 11:00～14:00/17:00～21:00
休 日曜

水戸名物あんこう料理が味わ
えるお店「魚誠」。昼は海の
幸がたっぷりと入った「魚誠定食」900円（税別）がお
すすめ。日替りでその時季の旬のものが楽しめます。夜
は地魚料理にワンドリンク、さらにおつまみが付く「とりあ
えずセット」1,800円（税別）で仕事帰りにちょっと一杯
を味わってください。

こだわりの特製麺や自家製
チャーシューが自慢のラーメン
店です。あっさり味で懐かしさを感じさせる「昔風中華そ
ば」や、鶏ガラと煮干しのコクのあるダブルスープの「つ
け麺」、豚骨ベースのスープに濃厚な海老エキスが入っ
た「海老塩ラーメン」がおすすめです。ディナータイムで
は居酒屋として、お酒も楽しみながらゆっくりお寛ぎいた
だけます。

【店長イチオシ ! 海老塩ラーメン】
税込850円

【夏のおすすめ ! つけ麺】
税込850円
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84 ミナミ食堂
☎ 029-221-5726 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-56
営 11:00～18:00
休 不定休

79 うどん家　ふ和ら
☎ 029-303-7900 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-4-45
　 吉見屋ビル1F
営 11:30～15:00（LO14:00）

17:30～23:00（LO22:00）
休 日曜・年始

今年1月にオープンした手打ちうどん屋です。昼はサラ
ダバー付きのメニューでお得になっています。夜はおい
しいお酒が飲めるうどん店として、天ぷら単品200円～
など単品メニューも多数取り揃えています。宴会コース
3,800円～（2時間飲み放題付き）を受け賜っておりま
すのでお気軽にお問合わせ下さい。写真は、冷かけ柚
子梅うどんサラダバー付き900円（税別）。

74 ドンピッポ
☎ 029-225-1400 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町2-3-32
西洋倶楽部1F

営 AM11:30～21:00
休 月曜（祝日の時火曜）
HP  http://www.

donpippo-mito.com

薪焼きピッツァ、自家
製生パスタはもちろん !
イタリア全州のワイン
約 36種、イタリアビー
ルも充実。マンマの味
オードブルと共にイタリ
アの夜を過ごしてね !
お米のコロッケ 540
円、ミラノ風カツレツ
540円、ズッキーニ肉
はさみ焼 270 円、カ
ポナータ100g378円

スクランブル交差点角にある
創業73年の食堂です。夏の
定番･冷し中華（730円）は、自家製チャーシューをはじ
め彩り豊かな具材がのって昔ながらのさっぱりとした味
わい。姉妹店の「酒肴食みなみ」（TEL.221-7346）もど
うぞよろしく。

87 M’s by MINATOYA
☎ 029-224-3743 

南町連合商店会
プレミアム商品券

住 水戸市南町1-4-24
営 14:00～24:00（LO23:00）
休 火曜

美味しいワインとチーズが自
慢のお店。奥のワインセラー
には常時300種類以上のワインが保管されており、自
分好みのワインを見つけるのも楽しい。
【ただいまワインビュッフェ開催中!】120分飲み放題で
お一人様2,000円!（30分延長+500円）甘口、辛口、
スパークリングなど店主が日替わりでおすすめする10～
15種類のワインをどうぞご堪能ください。
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rollin'
茨城県水戸市南町 2-3-25
AT WORK BLDG.1F
☎029-303-1122
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南町連合商店会
プレミアム商品券
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