
NO. 店舗名 業種 住所 TEL
1 ブックエース 茨大前店 書籍販売 水戸市堀町1094-7 0294-28-5300
2 ブックエース 酒門店 書籍販売 水戸市酒門1929-1 029-246-9311
3 ブックエース 見和店 書籍販売 水戸市見和1-317-2 029-231-6400
4 ブックエース 勝田東石川店 書籍販売 ひたちなか市東石川3614-1 029-354-8811
5 ブックエース 東海店 書籍販売 那珂郡東海村舟石川駅西3-14-14 029-283-3113
6 ブックエース 日立鮎川店 書籍販売 日立市鮎川町5-1-1 0294-28-5300
7 川又書店 県庁店 書籍販売 水戸市笠原町978-25 029-301-1811
8 川又書店 エクセル店 書籍販売 水戸市宮町1-1 029-231-1073 
9 川又書店 プラムストリート店 書籍販売 水戸市宮町1-1 029-231-1073
10 川又書店 笠間店 書籍販売 笠間市赤坂8番地 0296-70-1812 
11 兎乃家 飲食店 ひたちなか市表町3-10 029-352-2651
12 とんかつレストラン クックファン 飲食店 水戸市酒門町3322-1 029-246-4847
13 う女川 飲食店 水戸市島田町4151-2 029-267-0577
14 大黒鮨 飲食店 水戸市元吉田町321-2 029-247-7107
15 出張バーベキュー満福茨城 飲食（その他） ひたちなか市中根3337-324-1 080-3575-2929
16 内山家具 小川本店 インテリア/寝具 小美玉市小川1441 0299-58-3161
17 ホームシック 水戸店 インテリア/寝具 水戸市杉崎町1761-1 029-259-6881
18 ホームシックスタイルショップ ひたちなか店 インテリア/寝具 ひたちなか市東石川2-16-2 029-219-7180
19 Peau deL'ange エステ 水戸市元吉田町1249-25 H.C BLD 2F 029-247-8779
20 勝田パークボウル カラオケ/ボウリング/アミューズ ひたちなか市田彦二本松1600 029-272-7221
21 海野ドライクリーニング店 クリーニング 水戸市五軒町1-2-24 029-221-0120
22 海野クリーニング 外商部 クリーニング 水戸市五軒町1-2-24 029-221-0120
23 クリーニングのシルキー 本店 クリーニング 水戸市笠原町245-2 029-241-6225
24 せんたく王国 県庁前店 クリーニング 水戸市笠原町975-16 岩崎ビル 1F 029-244-6681
25 東野ジャンボゴルフレンジ ゴルフ場/ゴルフ練習場 水戸市東野町257-4 029-247-1463
26 桜の宮ゴルフ倶楽部 ゴルフ場/ゴルフ練習場 笠間市小原2811 0296-77-1155
27 酒出ゴルフセンター ゴルフ場/ゴルフ練習場 那珂市南酒出2504-3 029-295-1111
28 メガネのアイガン イオンモール水戸内原店 コンタクト/メガネ/補聴器 水戸市中原町字西135 イオンモール水戸内原 3F 029-259-1312
29 メガネのクロサワ 水戸本店 コンタクト/メガネ/補聴器 水戸市南町2丁目4番地37号 029-224-9630
30 メガネのクロサワ 水戸見和店 コンタクト/メガネ/補聴器 水戸市見和3丁目571-2 029-253-9630
31 メガネのクロサワ 水戸笠原店 コンタクト/メガネ/補聴器 水戸市笠原町1191-11 029-241-9630
32 メガネのクロサワ 水戸下市店 コンタクト/メガネ/補聴器 水戸市本町3丁目2-26 029-225-9630
33 メガネのクロサワ ひたちなか店 コンタクト/メガネ/補聴器 ひたちなか市笹野町1丁目11-12 029-212-9630
34 メガネのクロサワ 那珂店 コンタクト/メガネ/補聴器 那珂市菅谷2653-1 029-295-4824
35 めぐみや 笠原店 手芸店 水戸市笠原町600-87 029-241-8118
36 めぐみや 茨城町長岡店 手芸店 東茨城郡茨城町長岡3317-20 029-240-7766
37 めぐみや ひたちなか 東大島店 手芸店 ひたちなか市東大島2-9-7 029-273-0909
38 めぐみや 見川店 手芸店 水戸市見川2-108-26 一周館ビル1階 029-252-0678
39 めぐみや 下市店 手芸店 水戸市本町1-10 029-221-9768
40 めぐみや 泉町店 手芸店 水戸市泉町2-2-42 029-241-3441
41 河野酒店 酒店 水戸市見和3丁目663番地17 029-257-2585
42 河野酒店 酒店 那珂郡東海村舟石川駅西2-16-3 029-282-2585
43 酒出いなだや 酒店 那珂市南酒出708-1 029-298-1331
44 EH 峰崎店舗（21703） その他物販（生活） 水戸市元吉田町1012-17 029-247-0083
45 サイバック 那珂店 ネットカフェ/コミック喫茶 那珂市菅谷5384-4 029-295-4510
46 アイ・カフェ水戸若宮店 ネットカフェ/コミック喫茶 水戸市若宮1-3 029-291-3990
47 ビックベンカフェ 勝田店 ネットカフェ/コミック喫茶 ひたちなか市馬渡2565 029-272-2720
48 OASI コムボックス水戸店 ネットカフェ/コミック喫茶 水戸市宮町1丁目7-44 コムボックス310 1F 029-222-5588
49 みまつホテル ホテル/旅館 水戸市宮町2丁目4-26 029-224-3005
50 みまつアネックス ホテル/旅館 水戸市宮町3丁目2-14 029-231-8110
51 ホテルレイクビュー水戸 ホテル/旅館 水戸市宮町1-6-1 029-224-2727
52 ホテル クリスタルプラザ ホテル/旅館 ひたちなか市勝田中央3-4 029-275-1111
53 大洗ホテル ホテル/旅館 東茨城郡大洗町磯浜町6881 029-267-2151
54 水戸京成ホテル ホテル/旅館 水戸市三の丸１丁目４番７３号 029-226-3111
55 割烹旅館 肴屋本店 (3/2スタート) ホテル/旅館 東茨城郡大洗町磯浜町715 029-267-2211
56 茨城青写真製本株式会社 印刷サービス/看板 水戸市北見町6-31 029-225-3951
57 株式会社 川又感光社 印刷サービス/看板 水戸市五軒町1-5-48 029-221-7781
58 Flower＆Arrangement Shop 花葵 花/ガーデニング 笠間市笠間1621-10 0296-72-0924
59 ララ イングリッシュスクール 学校/教室/学習塾 水戸市天王町2-32 Village310 2F 029-239-3775
60 御茶園通り歯科クリニック 歯科医院/歯科クリニック 水戸市千波町462-6 029-291-8884
61 有限会社 イシイ 時計店 水戸市千波町299-36 029-241-8866
62 有限会社 中田バイパス自動車 自動車販売/整備/車検 水戸市住吉町159-2 029-247-4714
63 KeePer LABO 水戸内原店 自動車販売/整備/車検 水戸市内原1-201 029-215-9470
64 モーターエナジー 自動車販売/整備/車検 那珂市菅谷3034 029-229-2880
65 有限会社 西野自動車工業 自動車販売/整備/車検 ひたちなか市大字中根4451番地8 029-272-8484
66 株式会社 K.N.S 自動車販売/整備/車検 小美玉市堅倉1345 0299-48-0412

  

水戸ホーリーホック勝利でTポイント2倍！　実施店舗



NO. 店舗名 業種 住所 TEL

水戸ホーリーホック勝利でTポイント2倍！　実施店舗
67 カーコンビニ倶楽部 縁雅自動車 水戸店 自動車販売/整備/車検 水戸市見川町2131-741 029-357-9150
68 株式会社クリーン自動車 自動車販売/整備/車検 ひたちなか市はしかべ1-2-15 029-354-4121
69 OAKホールディングス 自動車販売/整備/車検 水戸市大塚町1559-8 029-306-7141
70 カークイック倶楽部 那珂車検センター 自動車販売/整備/車検 那珂市後台3044-7 029-352-0040
71 アップル車検 佐和店 自動車販売/整備/車検 ひたちなか市高野477-5 029-285-0057
72 有限会社 ファーストオート 自動車販売/整備/車検 水戸市酒門町1076-1 029-248-7555
73 常盤自動車工業 自動車販売/整備/車検 水戸市元吉田町1629-1 029-247-5347
74 池田輪業 株式会社 自動車販売/整備/車検 小美玉市中野谷484-1 0299-47-0036
75 瀬谷モータース 自動車販売/整備/車検 那珂市菅谷658-30 029-298-0244
76 磯崎自動車工業株式会社 自動車販売/整備/車検 ひたちなか市柳沢236-2 029-243-3245
77 スズキアリーナ水戸桜の牧 自動車販売/整備/車検 水戸市見川町2138-67 029-291-5001
78 アップル新車館 勝田店 自動車販売/整備/車検 ひたちなか市東石川2-14-8 029-212-7350
79 株式会社小田倉建設 住宅/建築/リフォーム 東茨城郡城里町石塚1365-1 029-291-5164
80 ハウジングギャラリー 水戸 住宅/建築/リフォーム 水戸市笠原町561-1 029-305-3061
81 すまいりんぐ ひたちなか 住宅/建築/リフォーム ひたちなか市新光町22 029-265-5586
82 サラサホーム 水戸中央 住宅/建築/リフォーム 水戸市元吉田町1560-1 029-309-8878
83 塗装・リフォームのヨシカワ 住宅/建築/リフォーム ひたちなか市稲田1254-12 029-202-6227
84 株式会社 いわぺんグループ 岩上塗装工業 住宅/建築/リフォーム 東茨城郡城里町大字上阿野沢825番地の8 029-289-4380
85 アサヒハウジング 住宅/建築/リフォーム 笠間市旭町122-4 0296-77-8624
86 雨漏り.Dr リフォーム.Dr 住宅/建築/リフォーム 水戸市千波町2498-1 029-305-6004
87 川井瓦工業株式会社 住宅/建築/リフォーム 笠間市稲田2207 0296-73-4228
88 株式会社 ペイントリー 住宅/建築/リフォーム 東茨城郡大洗町港中央26-31 029-267-3141
89 「我流生活 リフォーム夢造くん」茨城那珂店 住宅/建築/リフォーム 那珂市菅谷517-1 029-295-1130
90 澤畑畳店 住宅/建築/リフォーム 水戸市五軒町2-3-33 029-225-2944
91 株式会社イサカホーム 住宅/建築/リフォーム 水戸市笠原町682-13 029-305-3118
92 有限会社オカザキ 住宅/建築/リフォーム 小美玉市江戸1番地78 0299-46-5164
93 株式会社匠の化粧屋 住宅/建築/リフォーム ひたちなか市津田2616-4 CASA TSUDA 1-B 029-229-3900
94 有限会社 ファインサーヴィス 人材派遣 ひたちなか市堀口697-2 029-275-1377
95 株式会社 ウォーターライフケア 設備工事/修理 ひたちなか市高場15-3 シャンロジ 101 029-285-7172
96 株式会社 ホソダ美装 設備工事/修理 那珂市杉682-5 029-353-1641
97 洋服リフォームはんど。水戸平須店 着物/貸衣装/リメイク 水戸市平須町1820-73 029-305-8810
98 大洗常澄ガス協同組合 電気/ガス販売 水戸市栗崎町1839番地の1 029-269-5000
99 株式会社 NEXT・カワシマ（本社） 電気/ガス販売 ひたちなか市津田2941番地 029-273-8751
100 水戸電力 電気/ガス販売 水戸市赤塚1-16 エスコート赤塚ウエストA202 029-291-5905
101 大洗まいわい市場 特産物/お土産物 東茨城郡大洗町港中央9-2 029-266-1147
102 有限会社 プライムクリエイト 廃棄物/解体 水戸市大塚町247番1 029-255-3335
103 ROOTS HairDesign (3/2スタート) 美容院/理容室 水戸市千波町1289-4 029-239-5464
104 美容室 Foglia 美容院/理容室 水戸市元吉田町1549-1 029-248-7339
105 ヘアーズ・Ｔ・プレミアム 美容院/理容室 水戸市河和田町3766-4 029-255-3655
106 Hair Design Amor 美容院/理容室 ひたちなか市松戸町3-2-4 松戸マンション B102 029-229-3937
107 はせがわ 勝田店 仏壇/仏具/石材 ひたちなか市中根深谷津3319-12 029-276-2381
108 はせがわ 水戸バイパス店 仏壇/仏具/石材 水戸市笠原町1189-2 グリーンヒル西野ビル 029-305-3801
109 光雲堂 水戸店 仏壇/仏具/石材 水戸市河和田町3842-1 029-255-5525
110 パティスリー ブローニュ 和菓子/洋菓子 東茨城郡茨城町大戸1847-6 029-246-6026


