
令和3年7月1日現在 
No. 業種 名称 所在地 電話番号 営業時間 定休日 優遇措置開始日 女性おすすめ

1 ガソリンスタンド （有）ヤマト後藤商店 坂東市⻑須2064-1 0297-35-2362 7:00〜19:30 毎週日曜日 令和3年4月1日
2 理容室・美容室 cut place AINOYA 坂東市岩井4290-1 0297-35-5922 8:30〜19:30 毎週月・火曜日 令和3年4月1日 ★
3 バイクショップ DEUCE MC WORKS 坂東市⻑須734 0297-35-7353 10:00〜19:00 毎週水曜日 令和3年4月1日

4 和菓子製造販売 佳味のかしや 坂東市⻑須1891-3 0297-47-5780 8:30〜18:30 毎週火曜日（祝祭日は営業） 令和3年4月1日
5 飲食 ファミリー弁当 坂東市⻑須1891-3 0297-36-7300 9:00〜14:00 年末年始・お盆 令和3年4月1日
6 飲食 あら井寿司 坂東市岩井4399 0297-35-0693 11:00〜22:00 毎週月曜日 令和3年4月1日
7 飲食 双や 坂東市みどり町7-21 0297-35-5767 17:00〜0:00 毎週日曜日 令和3年4月1日
8 飲食 鳥銀 坂東市幸田1745 0297-21-2325 17:00〜23:30 毎週月曜日 令和3年4月1日
9 飲食 中華レストランみしま 坂東市弓田2193 0297-35-0720 11:00〜20:00 毎週月・火曜日 令和3年4月1日

10 飲食 らーめんすすきの岩井店 坂東市辺田543-4 0297-35-6679 11:00〜21:00
毎週月曜日

（他不定休あり）
令和3年4月1日

11 飲食 みね鮨 坂東市辺田250-2 0297-35-9846 17:00〜22:00 毎週水曜日 令和3年4月1日
12  お茶製造販売 お茶の根本園 坂東市生子3522 0280-88-0241 9:00〜17:00 日曜日・祝祭日 令和3年4月1日
13 飲食 カフェレストラン 茶ん歩路 坂東市岩井3127-3 0297-35-9405 11:00〜22:00 毎週月曜日 令和3年4月1日

14 飲食 ブラン・シュール 坂東市辺田1419-1 0297-35-8525 18:00〜0:00 毎週日・月曜日 令和3年4月1日

15 飲食 麺's倶楽部 坂東市弓田2454-1 0297-36-0039 11:30〜22:30 毎週木曜日 令和3年4月1日
16 飲食 食事処大門 坂東市沓掛3896-5 0297-44-3723 17:00〜1:00 毎週月曜日 令和3年4月1日
17 金物店 倉持金物 坂東市沓掛1502-1 0297-44-2511 7:30〜18:30 日曜日・祝祭日 令和3年4月1日
18 理容室 カットハウス オチアイ 坂東市沓掛1662 0297-44-2753 8:30〜19:00 毎週月・火曜日 令和3年4月1日
19 飲食 レストラン・タキ 坂東市岩井4939 0297-35-5028 11:30〜23:00 毎週火曜日・第三水曜日 令和3年4月1日
20 飲食 京月亭 坂東市岩井3386-3 0297-35-3861 17:00〜0:00 毎週火曜日 令和3年4月1日
21 飲食 御料理 巴屋 坂東市沓掛3890-1 0297-44-2311 10:30〜23:00 毎週月曜日 令和3年4月1日
22 飲食 TOMOEYA Z 坂東市沓掛3883-3 0297-44-0230 17:00〜23:00 毎週月曜日 令和3年4月1日
23 エステ エステティックジュビランクレオ 坂東市岩井3415-2 050-3572-9005 9:00〜19:00(最終受付) 毎週水曜日 令和3年4月1日 ★
24 飲食 らーめんやち 坂東市逆井5394-1 0280-88-7333 11:00〜21:00(ラストオーダー) 元日 令和3年4月1日

25 飲食 海鮮料理 すし大吉 坂東市辺田1196-2 0297-35-5837 11:30〜22:00
毎週火曜日

（他不定休あり）
令和3年4月1日

26 飲食 喫茶 アイリス 坂東市岩井803-1 0297-36-1828 予約で不定 毎週火曜日 令和3年4月1日

27 飲食 ステーキハウス うさみ亭 坂東市辺田1142-3 0297-35-1897
11:30〜14:00
17:00〜21:00

毎週月曜日 令和3年4月1日

28 飲食 Café Pure Heart 坂東市岩井4430-1 0297-35-3874 17:00〜23:00 毎週火曜日 令和3年4月1日

29 飲食 旨いもん処 風陣 坂東市岩井2874-1 0297-35-7937
17:00〜23:00(火,水,木,日)

17:00〜24:00(金,⼟)
毎週月曜日 令和3年4月1日

30 自動車 (有)張替モータース 坂東市沓掛1574-1 0297-44-2251 8:00〜17:30 日曜日・祝祭日・第二⼟曜日 令和3年4月1日

31 飲食 川魚割烹 横川 坂東市沓掛6622-6 0297-44-3310 11:00〜22:00 毎週月曜日 令和3年4月1日

32 飲食 やまにし 坂東市辺田1146-77 0297-35-6665 17:00〜23:00 毎週火曜日 令和3年4月1日

33 飲食 小名浜 坂東店 坂東市岩井3307-3 0297-35-3278
11:00〜14:00
17:00〜22:00

毎週月曜日
（月曜日が祝祭日の場合は営業、翌日休み）

令和3年5月1日

34 贈り物専門店 ハリカ 岩井店 坂東市辺田1148-35 0297-35-9221 9:00〜19:00 なし 令和3年4月1日

35 飲食 たばこや 坂東市沓掛823 0297-44-2034 11:00〜20:00 毎週月曜日 令和3年4月1日

坂東市消防団応援の店 登録店
サービスの内容

オイル交換10%引き
施術料金5%引き

オイル交換10%引き

店主のきまぐれ１品サービス

和菓子10%割引
お弁当１ケに付50円引き

店主のきまぐれ１品サービス
デザートサービス

会計10%割引
ウーロン茶１杯サービス

飲食料10%割引

店主のきまぐれ１品サービス
粗品サービス
飲食料5%割引

おつまみ１品サービス
利用人数が多いときはおつまみの増量や飲食料5%割引等で対応

ソフトドリンク１杯サービス

1ドリンクサービス（アルコール含む）
粗品サービス
粗品サービス

店主のきまぐれ１品サービス・お子様へのお菓子プレゼント
ドリンク１杯サービス（アルコール可）
ドリンク１杯サービス（アルコール可）
ドリンク１杯サービス（アルコール可）
ご新規様初回1000円割引（女性限定）

店主のきまぐれ１品サービス

オススメ料理サービス

会計から10%割引

チーズフォンデュ30%OFF(1,520円→1,070円)
又はドリンク100円引き（お食事のお客様に限り１杯）

サワー又はハイボール又はソフトドリンク１杯サービス

エンジンオイル交換サービス（車検・法定点検時）
整備・修理入庫時に撥水洗車サービス

新車・中古車購入時、3年間エンジンオイル交換サービス
（対象は乗用車、一家族3台まで）

飲食料5％割引

6名未満グループでお食事一品サービス
6名以上で二品サービス

アイスクリーム1個サービス

お買上時粗品プレゼント、
ポイントカードの発行

10％割引



36 飲食 市場食堂 坂東市弓田2146-3 0297-35-0827
11:30〜14:00
17:00〜不定

毎週水曜日 令和3年4月1日

37 飲食 食彩ダイニング シマムラ 坂東市矢作502 0297-38-0029

17:30〜0:00
(ラストオーダー22:30)

当面の間22:00
(ラストオーダー21:30)

毎週月曜日 令和3年4月1日

38 飲食 ほか弁太郎 坂東市弓田780-1 0297-35-7038 8:00〜20:00 毎週火曜日 令和3年4月1日
39 豆腐店 永塚豆腐店 坂東市逆井2587-1 0280-88-8666 8:00〜17:00 なし 令和3年4月1日

40 和菓子製造販売 和菓子工房 きくや 坂東市岩井3302-6 0297-35-2095 9:00〜19:00
毎週火曜日

（他不定休あり）
令和3年4月1日

41 飲食 四ツ六庵 坂東市岩井2837-1 0297-35-0582 11:00〜21:00(ラストオーダー) 不定休 令和3年4月1日
42 洋菓子製造販売 ハマヤ 坂東市岩井3304 0297-35-0128 10:00〜19:00 毎週日曜日 第一・三月曜日 令和3年4月1日

43 飲食 焼肉がーでん 坂東市岩井4300 0297-36-1121
16:00〜22:00

⼟日のみ11:00〜22:00
毎週水曜日 第三火曜日 令和3年4月1日

44 飲食 らーめん金太楼 坂東市沓掛4109-1 0297-44-2277
11:00〜15:00(入店14:30まで)

17:00〜21:00(入店20:40まで)
毎週水曜日（月2回木曜日定休） 令和3年4月8日

45 飲食 上海楼 坂東市菅谷78-9 0280-88-0698
11:00〜14:30
17:00〜20:00

毎週月曜日 令和3年4月3日

46 飲食 居酒屋 番屋 坂東市馬立811-4 080-1192-1934 17:00〜0:00 不定休 令和3年4月15日
47 精肉店 木村精肉店 坂東市沓掛3979 0297-44-3250 8:00〜18:00 毎週月曜日 令和3年4月1日
48 飲食 でぇ〜もんBG 坂東市みむら7-1 090-7191-6911 18:00〜23:00 不定休 令和3年5月25日
49 飲食 惣菜・つかはら 坂東市矢作3882-6 080-6646-2684 9:00〜17:00 なし 令和3年5月28日
50 自動車 飯田モータース 坂東市⻑須2270-1 0297-35-0368 8:30〜19:00 毎週日曜日、祝祭日 令和3年6月1日

51 飲食 武平 坂東市下出島143-1 0297-36-2530 11:00〜23:00 なし 令和3年6月2日

52 タイヤ販売・取付 タイヤパワー 坂東市猫実1510-1 0297-39-3670 12:00〜20:00 毎週水曜日 令和3年6月2日

54 飲食 津軽の花 坂東市沓掛3891-2 080-1070-3911
13:00〜16:00(予約のみ)

19:00〜0:00
（カラオケ23:00まで）

毎週月・火曜日
（感染症対策として、終息までの間昼の営業は休み

前もって予約のある時は営業）
令和3年8月1日

55 飲食 向日葵 Reborn
坂東市中里968-1

メゾンド102
090-9316-9835 11:30〜22:00 毎週火曜日 令和3年6月21日

56 飲食 魚吉 坂東市岩井2887-4 0297-35-0209 17:00〜23:00 毎週日曜日 令和3年6月19日
57 飲食 （株）久保新 坂東市岩井4436-1 0297-35-2101 17:00〜22:00 毎週月曜日 令和3年7月1日

58
シャッター修理

便利屋
ヒューマンアシスト 坂東市幸田1949-1 050-5215-4646 9:00〜18:00 不定休 令和3年6月22日

59 飲食 ファミリードライブインなかさと 坂東市中里1105-11 0297-35-3458 11:00〜21:00 毎週月・水曜日 令和3年6月24日

60 飲食 和の膳・うなぎ あらきや 坂東市岩井4570 0297-35-2107
11:00〜14:30
17:00〜21:30

毎週火曜日 令和3年6月25日

飲食料10%割引（テイクアウトは除く）

飲食料5%割引

お通しサービス
会計10%割引

飲食料10%引き
商品の１割引き（メンマの割引は要予約）

オイル交換料金10%引き

      ランチ：ドリンク1杯サービス（大人）
          お子様ドリンクバーサービス
     ディナー：ドリンク1杯サービス
          お子様ドリンクバーサービス
          店主の気まぐれ1品サービス
   ※ドリンク（ウーロン茶、オレンジジュース・コーヒー）

1,000円以上お買い上げで
（4月〜10月）めだかすくいサービス（1家族様1回限り）

（上記の月以外）競技用ルービックキューブ1個プレゼント
※ご希望の方に簡単なルービックキューブのマジックをお見せします。

（ご希望の際はお声がけください）

飲食料10％引き

ドリンク1杯サービス

お通しサービス
お会計から5%割引

見積もり金額から10%割引（消費税分）
他の割引と併用不可

店主のきまぐれ一品サービス

1000円以上お買い上げで和菓子1個サービス

女将のきまぐれ1品サービス
バースデーケーキ10%引き

ドリンク１杯サービス

飲食料5%割引

飲み物1本サービス

もつ煮込み（小鉢）サービス

店主のきまぐれ1品サービス

お弁当1個につきお弁当代金より50円値引き（惣菜は除く）


