
ゴー ゴーゴー蒲郡GoGo商品券を
購入された皆様へ

商品券の有効期限は商品券の有効期限は商品券の有効期限は

蒲郡GoGo商品券を購入された皆様は

1月31日　までに裏面の取扱店一覧表
の店舗で使用してください。

ゴー ゴーゴー

月

早めにご使用
ください！！

令和4年令和4年令和4年

令和4年2月1日火令和4年2月1日火以降は商品券が無効となり
使用することができません。

商品券の払戻しに応じることはできませんのでご注意ください

共通券…すべての取扱店で使用できます。専用券…中小規模の取扱店で使用できます。



ゴー ゴーゴー蒲郡GoGo商品券

大塚　ラグーナ フェスティバルマーケット
三谷　ドミー 三谷店
蒲郡　アピタ 蒲郡店
　　　サンヨネ 蒲郡店
　　　バロー 蒲郡店
　　　フィール 蒲郡店
塩津　イオン 蒲郡店
　　　カインズ 蒲郡店
　　　ＤＣＭカーマ 新蒲郡店
　　　ベイシア 蒲郡店
　　　 ＭＥＧＡドン・キホーテ クラスポ蒲郡店
形原　ＪＡ蒲郡市 Ａコープかたはら
　　　ヤマナカ 形原店

三谷　学生衣料のフジタ 三谷店
　　　靴のミツウマヤ
　　　縞治㈱
　　　ジュエルサロンすいとう
　　　洋装のやまもと
蒲郡　アンテナショップ夢織人
　　　安藤帽子店
　　　学生服・体操服 スクールヤード
　　　学生服ベンテン
　　　傘・靴のサンキュー
　　　ＳＵＳＣＯＮ
　　　さわだや蒲郡店
　　　Ｓｈｏｐｓ Ｐａｉ
　　　すゞやふとん店
　　　多美屋洋品店
　　　にしむら
　　　ブティック すぎや
　　　ホンダふとん店
　　　茉莉簪 まりかんざし
　　　メガネ赤札堂 蒲郡店
　　　めがねのエフ・バイ・ジー
　　　メガネ・宝石・時計の河合
塩津　㈲アポネポ
　　　キクチメガネ 蒲郡店
　　　ショップ カネハラ
　　　東京靴流通センター クラスポ蒲郡店
　　　メガワールド 蒲郡本館
　　　洋服の青山 蒲郡店
　　　ＲＵＳＴＩＣ ＨＯＵＳＥ
形原　学生衣料のフジタ
　　　カネモふとん
　　　ファッションセンターしまむら 蒲郡店
　　　藤田カバン店
　　　ブティック コバヤシ
　　　ブティック ツルヤ
　　　㈲宝石・メガネ・時計 あまの
西浦　きものサロン 中甚

大塚　海鮮焼工房
　　　カネゲン
　　　酒のやまけん
　　　ファミリーマート 蒲郡大塚店
　　　ヤマサちくわ ラグーナ店
三谷　是蔵
　　　肉の小林
　　　㈲西九商店
　　　ファミリーマート 蒲郡諏訪東店
　　　フレッシュマート マルイチ 三谷店
　　　丸京商店
　　　ミニストップ 三谷北通店
　　　ミフク酒店
　　　㈲三谷食肉
　　　Ｙｕｍｍｙ
蒲郡　アオキーズピザ 蒲郡店
　　　一色屋 えびせん工房
　　　一色屋 本店
　　　伊藤茶舗
　　　海老萬 蒲郡本店
　　　大森商店
　　　御菓子司 梅月園六花
　　　菓子司 新月
　　　ガトウ 福寿軒
　　　カネキチ 蒲郡店
　　　金トビめん ギフトショップ
　　　酒屋のまん天や

スーパー・総合小売

身回品小売

飲食料品小売

蒲郡　㈲サンダイ酒店
　　　スズキプランタン
　　　鈴木平吉商店
　　　せつや青果
　　　竹内七五三司米穀
　　　つるや製菓
　　　魚々の里とまりん
　　　ファミリーマート 蒲郡上本町店
　　　ファミリーマート 蒲郡栄町店
　　　㈲フジベーカリー
　　　フルーツハウスオダ
　　　ＨＯＳＨＩＮＯ
　　　むぎの蔵
　　　モン・ラパン
　　　八百富珈琲
　　　八百秀商店
　　　リングの酒屋 大升屋酒店
塩津　蒲郡海鮮市場
　　　千賀屋 拾石工場 直売店
　　　㈱大国屋
　　　ファミリーマート 蒲郡自動車学校店
　　　ファミリーマート 蒲郡竹谷店
　　　ミシマパン
形原　味のヤマスイ 山本水産㈱
　　　御菓子所 とらや
　　　菓子工房 栄軒
　　　カネキチ 形原店
　　　惣菜のあさひ
　　　肉の田中屋
　　　宝栄堂本舗
　　　名物屋本舗
　　　ヤマヤマ酒店
西浦　岡田屋製菓舗
　　　おとうふショップ まるき
　　　カネツ小笠原米穀販売店
　　　カネリ尾崎食品㈲
　　　鳥倉精肉店
　　　肉のマル利
　　　松屋
　　　フレッシュフーズ ママの店

大塚　飛田畳店
　　　㈲フジタデンキ
三谷　㈲大澤モータース
　　　額縁工房 ぶわん
　　　㈲片岡自動車
　　　㈲木村畳店
　　　自転車まるなか
　　　杉山畳店
　　　ホンダカーズ蒲郡 三谷北通店
　　　ＭＯＲＥＣＲＥＳＴ
　　　ラ・ヴィ ヨコヤマ
蒲郡　エディオン 蒲郡店
　　　エディオン きょうばし店
　　　オーディオショップスギウラ
　　　尾﨑モータース
　　　ガマデン
　　　サイクルショップあだち
　　　中川自転車商店
　　　ナガシマテレビ
　　　パナステージ やまぐち （山口電器）
　　　パナステージ ヨコヤマ
　　　プラスでんき いしぐろ
　　　プラスでんき おだ
　　　㈲細川モータース
　　　ホンダカーズ蒲郡 緑店
　　　㈲村田自動車
　　　Ｌｉｏｓ オカダ
塩津　㈱千賀自動車
　　　東海自動車工業㈱
　　　パナステージ ヤマダ
　　　ヤマダデンキ テックランド蒲郡店
形原　イナヨシモーターサイクル
　　　コモダ電機
　　　土屋たたみ店
　　　でんきのお店 マツシタ
　　　プラスでんき ミウラ
　　　ホシノモーターサイクルショップ
　　　ミキヤ家具店
西浦　エディオン 西浦店
　　　森自転車店
その他　ＢＥＡＭＳ

家電・家具・車両小売

大塚　㈲松井電気 大塚オフィス
三谷　エンジュ堂薬局
　　　コスメサロンまきや
　　　スギウラ化粧品店
　　　スギ薬局 三谷北店
　　　フタバヤ
　　　マツバ調剤薬局
　　　メナード化粧品 アンジェロ三谷 
　　　メナードフェイシャルサロン コムシェヴ三谷
蒲郡　㈲市川薬局
　　　ウエルシア 蒲郡平田町店　
　　　梅田屋化粧品店
　　　クスリのアオキ 豊岡店
　　　ココカラファイン 府相店
　　　新光堂薬局
　　　スギ薬局 蒲郡北店
　　　スギ薬局 蒲郡店
　　　スギ薬局 竹島店
　　　ディスカウントドラッグコスモス 八百富店
　　　ドラッグスギヤマ 宝店
　　　㈲松井電気 水竹オフィス
　　　マルエー薬局
　　　メナード化粧品 蒲郡御幸代行店
　　　薬局ジョイン
塩津　ウエルシア 蒲郡竹谷町店
　　　スギ薬局  蒲郡西店
　　　スギ薬局  竹谷店
形原　クスリのアオキ 形原店
　　　ココカラファイン 形原店
　　　だいち薬局
　　　田中薬局
　　　ドラッグスギヤマ 形原店
　　　ファミリードラッグすずき 形原店
　　　メナードフェイシャルサロン アクア

医薬品・化粧品小売

大塚　ＪＡ蒲郡市 大塚営農事業所
　　　ＪＡ蒲郡市 Ｊセルフ大塚ＳＳ
三谷　蒲郡園芸ガーデン
　　　精文館書店 蒲郡三谷店
　　　㈱タカハシ 三谷東ＳＳ
　　　トラサ商店
　　　㈱堀井商店
　　　㈲マサスケ文具
蒲郡　荒島屋
　　　㈲榎本プロパン
　　　お仏壇の佛源
　　　おもちゃ・ホビーの永井
　　　楽器の幸林堂
　　　㈲花木土
　　　㈲金原書店
　　　きんばらスポーツ
　　　サーラプラザ蒲郡
　　　サラダ館 蒲郡府相店
　　　サンレジャン 蒲郡店
　　　Ｓｅａ Ｓｔｏｎｅ 天然石ショップ
　　　ＪＡ蒲郡市 グリーンセンター蒲郡
　　　ＪＡ蒲郡市 Ｊセルフ平田ＳＳ
　　　ＪＡ蒲郡市 本店営農事業所
　　　十貫堂
　　　趣味のおみやげ みむら
　　　精文館書店 蒲郡店
　　　㈱大丸 とよおかアートフラワー
　　　人形・トレカ ひな庄
　　　花豊
　　　花萠
　　　丸山印判店
　　　まんいち絲店
　　　森石油㈱
　　　㈱山崎屋仏壇店
　　　吉見ふとん店
塩津　オートバックス 蒲郡店
　　　ＪＡ蒲郡市 Ｊセルフ塩津ＳＳ
形原　㈱生田タイヤ商会
　　　カジェルの森
　　　ＪＡ蒲郡市 Ｊセルフ形原ＳＳ
　　　ＪＡ蒲郡市 西部営農事業所
　　　セリア生活良品 形原店
　　　㈲テルテックサービス
　　　フラワーガーデンはなぐみ
　　　星野生花店
　　　モクヤ書店
　　　ランドマーク蒲郡
西浦　山平商店㈲

その他小売

大塚　隠れの宮あさごろも
　　　ｃａｆｅ ｃｏｎｎｅ
　　　Ｃａｆé ＷＡＳＨＡＧＡＮＣＨＩ ＋ シェアーズ店
　　　蒲郡オレンジペンション
　　　三海 大塚店
　　　地中海レストラン バル ｃａｓａ
　　　変なホテル ラグーナテンボス
　　　シェフズ トライ テーブル（変なホテル内レストラン）
　　　ピノキオ（ラグナシア内レストラン）
　　　ブルーラグーン（ラグナシア内レストラン）
　　　ラグーナの森（ラグナシア内カフェ）
　　　ＷＡＳＨＡＧＡＮＣＨＩ ラグーナ店
　　　ＷＡＦＦＬＥ ＳＴＡＮＤ ＷＡＳＨＡ ＷＡＳＨＡ
三谷　あみやき亭 蒲郡店
　　　生魚料理 辰巳
　　　居酒屋みふく
　　　魚六
　　　うなぎ かねひ
　　　お好み焼き 花林
　　　割烹千賀
　　　Ｃａｆｅ さかゑや
　　　カフェテラス . メルヘン
　　　蒲郡ホテル
　　　カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋 蒲郡三谷北通店
　　　キッチン千賀
　　　餃子の王将 蒲郡三谷北店
　　　京都コーヒーショップ
　　　金華
　　　コメダ珈琲 蒲郡三谷店
　　　松風園
　　　寿司八
　　　手打ち 主水庵
　　　とんちゃん北通り店
　　　とんちゃん本店
　　　菜めし田楽 ままや
　　　ビストロバル オーブ
　　　平野屋
　　　ホテル三河 海陽閣
　　　ホテル明山荘
　　　まるまるすぎるパン屋・じばカフェ
　　　三河雑魚肴房 やま六
　　　みね寿し
　　　三谷温泉ひがきホテル
　　　三谷 大東園
　　　焼肉 大倖
　　　和食 麦
蒲郡　味のがんこ炎 蒲郡店
　　　あぢゃ
　　　一松
　　　欧風料理オンディーナ
　　　お好み焼き ＺＵＢＯＲＡ 御幸店
　　　海鮮亭
　　　Ｇａｍａ Ｃａｆｅ ＆ Ｂａｋｅｒｙ
　　　蒲郡うどん得盛
　　　蒲郡クラシックホテル
　　　喫茶ｈｉｒａｙａ
　　　小松
　　　ｃｏｒｉｎ
　　　酒味浪漫 笹や
　　　寿司・鰻・食事処 松本
　　　寿司よし
　　　大東園 蒲郡店
　　　台湾料理 周東記
　　　㈲だるま寿し
　　　中華味彩 北京
　　　中国料理 蘭華
　　　手打うどん やをよし
　　　ＴＯＰＰＥＲ’Ｓ ＣＡＦＥ
　　　とり料理 とり朝
　　　波瀬
　　　にっこにこ食堂
　　　日本料理 常磐（和食レストラン）
　　　ｎｏｈａ菜
　　　ばんびーな
　　　ビジネスホテル 王将
　　　Ｂｉｓｔｒｏ Ｃａｆｅ ＵＭＥＣＨＩ
　　　ふぐ料理 東
　　　ホテル竹島
　　　松下肉之助
　　　マルナカ
　　　三河湾魚貝料理 福善
　　　美濃路 蒲郡店
　　　めんるい食堂 清田庵
　　　焼肉 丸金
　　　宵処 ぐらんまｎｉｇｈｔ
　　　楽食家ほろほろ 蒲郡店

飲食店・宿泊業
蒲郡　料理 うえむら
　　　レストラン リヴァージュ（洋食レストラン）
　　　和ｃａｆｅ 千草
　　　和牛焼肉 三階松
　　　和心創作料理 つるはら
　　　和さび
　　　和食 美波
塩津　カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 蒲郡拾石町店
　　　コメダ珈琲 蒲郡競艇場前店
　　　三州亭
　　　台湾ラーメン宴友夜
　　　中国家庭料理 京華
　　　彦寿し
　　　ＷＡＳＯＢＡ ＣＡＦＥ  ＪＩＮＧＥＲ（ワソバカフェジンジャー）
形原　うしお
　　　ＯＰＵＳ
　　　お食事処 いと
　　　かねかわ
　　　カルピネット
　　　茶房お花
　　　三海 形原店
　　　ＪＪ Ｃａｆｅ
　　　松月
　　　鈴岡
　　　すずやはなれ
　　　だるま寿し 形原店
　　　松寿し
　　　山田館
西浦　喜多
　　　グリル茶茶
　　　旬景浪漫 銀波荘
　　　【女性専用旅館】姫宿花かざし
　　　天空海遊の宿 末広
　　　西浦温泉 和のリゾート はづ
　　　西浦グランドホテル 吉慶
　　　ホテルたつき（龍城）
　　　ホテル東海園
その他　天の丸

大塚　ラグナシア（テーマパーク）
三谷　エステティックサロン Ｂｉ－ｚｅｎ
　　　蒲郡観光㈱
　　　サロンドヘアー ミツクリ
　　　ダスキン サービスマスター ジャック
蒲郡　ｅｙｅｌａｓｈ＆ｈａｉｒｓｅｔ 　ｍｉｌｉｍｉｌｉ
　　　アイラッシュ まつ毛エクステサロン ルピエ ＬＵＰＩＥ
　　　安加比古窯
　　　ア・ビヤント
　　　㈱今泉カメラ
　　　㈱オカダ写真
　　　カイロプラクティック シンケアー 蒲郡店
　　　蒲郡オレンジパーク
　　　蒲郡ファミリー整骨院
　　　健康エステ空間心ロリ
　　　小林優一税理士事務所
　　　ＳＨＡＰＥＳ
　　　写真館タジマ
　　　竹島ファンタジー館
　　　ｈａｉｒ ＆ ｎａｉｌ らぷち
　　　ヘアーサロン グレープ
　　　みうら鍼灸マッサージ
　　　三河鍼灸マッサージセンター
　　　吉倉理容館
塩津　㈲鈴木塗装所
　　　整え体～ととのえたい～
　　　豊鉄タクシー㈱ 蒲郡営業所
　　　理容 ながしま
形原　稲吉美容室
　　　カットハウス フクダ
　　　㈱かね一自動車
　　　ダスキン蒲郡
　　　美容室ミナ
　　　みらくる美手
　　　理容・美容 フランセ
その他　みとゴルフ倶楽部

サービス業

蒲郡　岡田住宅設備㈱
　　　伴ハウジング㈱
形原　㈱庭重造園

その他

以外

商品券取扱店情報はホームページでもご確認できます。

https://www.gamagoricci.or.jp/r03shouhinken


