
店舗名称 店頭チャージ 店舗郵便番号 店舗住所 店舗電話番号 業種形態
1 有限会社 みなとや 不可 519-2181 三重県多気郡多気町相可179 0598-38-2007 その他: 贈答品販売・製造販売
2 グッディ多気店 可 519-2181 三重県多気郡多気町相可字下原1057‐1 0598-38-7110 スーパーマーケット
3 うな金 不可 519-2181 三重県多気郡多気町相可1002-1 0598-38-3174 和食・寿司
4 川武酒店 可 519-2215 三重県多気郡多気町朝柄2672 0598-49-2061 その他: 酒店
5 マックスバリュ多気店 不可 519-2179 三重県多気郡多気町仁田 0598-38-3611 スーパーマーケット
6 キャンプ&ロッジ ふれあいの森「勢山荘」 不可 519-2211 三重県多気郡多気町丹生4867-1 0598-49-3881 その他: キャンプ&ロッジ
7 CAFE1735 不可 519-2211 三重県多気郡多気町丹生1735 0598-67-4968 洋食
8 ふれあいの館 不可 519-2211 三重県多気郡多気町丹生4894 0598-49-4005 その他: 喫茶スペース有
9 CafeMarae 不可 519-2181 三重県多気郡多気町相可1365-1アドバンスタウンテナント1-1号 0598-38-3676 カフェ･スイーツ

10 やまちゃんち 可 519-2181 三重県多気郡多気町相可603-3 0598-38-3438 洋食
11 NIUサイクリングステーション 不可 519-2211 三重県多気郡多気町丹生1718-1 0598-49-4800 その他: 観光・スポーツ・コンサルティング
12 居酒屋 ひょうたん 不可 519-2201 三重県多気郡多気町上出江406-3 0598-49-2170 居酒屋
13 月Luna 可 519-2203 三重県多気郡多気町片野24-6 0598-67-9668
14 五桂池　ふるさと村 可 519-2174 三重県多気郡多気町五桂956 0598-67-6196
15 多気ブックセンター 不可 519-2179 三重県多気郡多気町仁田750　多気クリスタルタウンショッピングセンター内 0598-38-7766
16 和食処 大山 不可 515-0325 三重県多気郡明和町竹川33-5 0596-52-2333 和食・寿司
17 トーア自動車学校 不可 515-0322 三重県多気郡明和町上村131 0596-52-2111 自動車教習
18 ぎゅーとらラブリー明和店 不可 515-0316 三重県多気郡明和町有爾中206-1 0596-53-1170 スーパーマーケット
19 エネドッグパーク 可 515-0354 三重県多気郡明和町行部411-2 090-7617-0989 その他: ドッグラン
20 明和町商工会青年部 不可 515-0332 三重県多気郡明和町馬之上945 0596-52-5235 露天販売
21 マックスバリュ金剛坂店 不可 515-0324 三重県多気郡明和町金剛坂1116 0596-52-3536 スーパーマーケット
22 みのりや 不可 515-0321 三重県多気郡明和町斎宮 - カフェ･スイーツ
23 大淀西海岸ムーンビーチキャンプ場 可 515-0302 三重県多気郡明和町大淀2943-11 0596-55-3946 簡易宿所
24 明和プロパン株式会社 可 515-0316 三重県多気郡明和町有爾中1095 0596-52-5012 その他: プロパンガス及びガス器具等販売
25 明和町観光案内所 可 515-0321 三重県多気郡明和町斎宮2811 0596-52-0055 その他: 観光案内所
26 YOURSモア店 可 515-0325 三重県多気郡明和町竹川野口33番6 0120-920-124 その他: 家電販売店
27 オリーブカフェ 明和店 不可 515-0348 三重県多気郡明和町中村1266-1 ブライトガーデン明和内 0596-67-7290 カフェ･スイーツ
28 Life art studio 可 515-0322 三重県多気郡明和町上村1309-26 090-5860-2594 教育・教養・技能
29 明和観光商社 可 515-0321 三重県多気郡明和町斎宮3039-2 0596-67-6850
30 焼肉おどり場　明和店 不可 515-0344 三重県多気郡明和町養川234-1 0596-55-2829
31 いつきのみや地域交流センター 不可 515-0321 三重県多気郡明和町大字斎宮2811番地 0596-63-5315
32 いつきのみや歴史体験館 不可 515-0321 三重県多気郡明和町大字斎宮3046番地25 0596-52-3890
33 いつき茶屋 不可 515-0321 三重県多気郡明和町大字斎宮2969番地4 0596-52-7805
34 カレーのてちや 不可 519-2423 三重県多気郡大台町新田421 090-9175-4743 カレー
35 滝原西村ハイヤー有限会社 大台営業所 不可 519-2412 三重県多気郡大台町川合961-1 0598-86-2007 その他: タクシー 観光バス 旅行業
36 マックスバリュ大台店 不可 519-2404 三重県多気郡大台町佐原615 0598-82-3810 スーパーマーケット
37 道の駅奥伊勢おおだい 可 519-2404 三重県多気郡大台町佐原 0598-84-1010 その他: 物産直売所
38 つじ萬 不可 519-2404 三重県多気郡大台町佐原686-1 0598-82-3600 和食・寿司
39 大黒屋 大台本店 不可 519-2404 三重県多気郡大台町佐原646-2 0598-82-1014 和食・寿司
40 Cafe & Bar LINK 不可 519-2404 三重県多気郡大台町佐原444-10 0598-89-4041 バー・ダイニングバー
41 カフェ＆ブレッド　カナエタ 可 519-2428 三重県多気郡大台町粟生98-7 0598-89-4330
42 勝栄堂薬局 可 519-2904 三重県多気郡大台町佐原525-1 0598-82-3153
43 RocaRocaアクティビティ 不可 519-2633 三重県多気郡大台町大杉151-1 070-1849-9842
44 高山時計メガネ店 不可 519-2423 三重県多気郡大台町新田478-3 0598-85-0124
45 ウエルシア度会葛原店 不可 516-2101 三重県度会郡度会町葛原699-1 0596-62-1460 ドラッグストア・薬局
46 グッディ度会店 可 516-2101 三重県度会郡度会町葛原713 0596-63-0088 スーパーマーケット
47 喜蔵屋 不可 516-1244 三重県度会郡度会町南中村949 0596-65-0955 無人販売所
48 オリーブカフェ わたらい店 不可 516-2102 三重県度会郡度会町大野木1260 バザールわたらい内 0596-63-0333 カフェ･スイーツ

49 焼肉おどり場　本店 不可 516-2103 三重県度会郡度会町棚橋738-1 0596-62-2929

50 RUCIEN 可 516-2102 三重県度会郡度会町大野木2445-1 0596-68-9092
51 西金商店/シャディサラダ館度会店 可 三重県度会郡度会町大野木2007-1 0596-62-0143
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vison

VISON内　美村PAY加盟店

店舗名称 店舗住所 店頭チャージ

1 Confiture H VISON 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　スウィーツ２ 〇

2 Mariage de Farine VISON 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　スウィーツ４ -

3 マルシェヴィソン 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ３８ 〇

4 ダイニングホール　WA-VISON 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　食祭１ -

5 豊農米蔵 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　旨味１７ 〇

6 Zazpi 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り２ 〇

7 Casa　Urola 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り３ -

8 Aratz 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り４ -

9 Egun on 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り１ -

10 本草湯 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　本草湯１ 〇

11 笠庵　賛否両論　VISON店 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　本草湯２

12 nouniyell 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　農園１ -

13 Izurun 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　ホテルヴィソン１０階 -

14 三菱電機モビリティ 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１ -

15 ani TERRACE 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　農園３ -

16 ホワイトハウスヴィレッジ・バギーパーク 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　農園４ -

17 キオンド 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　木育 -

18 福和蔵 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　食祭４ -

19 菓子舗　井村屋 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り９ -

20 鮨処 喜ぜん 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　食祭５ -

21 天ぷら天孝 伊勢の国 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　食祭６ -

22 尾粂VISON店 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　食祭７ -

23 HAPPASTAND 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　旨味８ -

24 伊勢翁 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　旨味１５ -

25 うなぎ四代目菊川VISON多気店 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　旨味１０ -

26 スギモト 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　旨味１１ -

27 のりもも 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　旨味１２ -

28 林商店 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　旨味１６ -

29 削節本舗　伊勢和 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　蔵前１８ -

30 嬉野とうふ　のせ 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　旨味１３ -

31 奥井海生堂VISON店 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　蔵前１９ -

32 蔵乃屋　VISON店 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　蔵前２０ -

33 糀Café Produced by 魚沼醸造 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り８ -

34 伊勢醤油本舗 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　蔵前２１ -

35 VIRIN de Ise 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　蔵前２２ -

36 MIKURA　Vinegary 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　蔵前２３ -

37 第十八甚昇丸 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ２ -

38 𦚰𦚰口の鮪 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ４ -

39 海女小屋なか川 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ６ -

40 鈴木水産 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ８ -

41 マーケテリア 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ３６ -

42 ｂａｒａｑｕｅ 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ１１ -

43 竜吟虎嘯 薪場 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ１４ -

44 竜吟虎嘯 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ１５ -

45 rue de Terrasse 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ２０ -

46 若竹 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ１８ -

47 たいやきわらしべ 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ３３ -

48 覚王山フルーツ大福弁才天 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ３４ -

49 新兵衛屋 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　マルシェ３５ -

50 KATACHI museum shop 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　アトリエ４ -

51 GALLERY 泛白 uhaku 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　アトリエ３ -

52 D&DEPARTMENT MIE by VISON 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り６ -

53 猿田彦珈琲　伊勢国多気店 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　アトリエ１ -

54 伊勢プリンの鉄人 VISON店 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り７ -

55 くるみの木　暮らしの参考室 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り１０ -

56 Café Tomiyama 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り１２ -

57 ミナ ペルホネン ミュージアム 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り１４ -

58 raf 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　サンセバスチャン通り１３ -

59 Wellness Salon by TEUZUSIKI 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　本草湯３ -

60 TEUZUSIKI Wellness Sanctuary Spa 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　ホテルヴィソン９階 -

61 本草研究所RINNE 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　本草研究所２ -

62 オレンジ 三重県多気郡多気町ヴィソン６７２番１　ホテルヴィソン１・２階 -

63 ヴィソンホテルズ 三重県多気郡多気町ヴィソン672-1ホテルヴィソン -
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