
発行／坂東市　編集／秘書広報課
〒 306-0692　茨城県坂東市岩井 4365 番地　☎ 0297（35）2121 ／ 0280（88）0111
ホームページアドレス　http://www.city.bando.lg.jp/

地域応援商品券は完売いたしました。多くのみなさまからご協力いただきまして誠にありがとうございました。

― 加盟店紹介 ―

9月30日現在 476店舗
過去最多店舗数を更新中

小型店  （一部除く）
大規模店

商品券を
ご利用いただけます。

羽富肥料店 神田山1713 0297-35-5908

バランスケア SHIN 長須7850 0297-36-1420

（株）ハリカ岩井店 辺田1148-35 0297-35-9221

ばんどう陶芸教室 岩井3351観光交流センター秀緑内 080-5039-6390

坂東ファミリーボウル 辺田1104-1�ヨークタウン坂東2F 0297-36-0770

坂東まちづくり（株） 岩井3351観光交流センター秀緑 0297-35-0002

Premiere 辺田655-5 090-7194-4865

ホテルグリーンコア坂東 岩井3315-5 0297-36-4400

堀種苗店 岩井4458 0297-35-0344

（株）ホワイト 岩井4599-15 0297-35-9791

まごころ接骨院 岩井4470 0297-35-6556

桝善本店 岩井4638 0297-35-0004

（有）増山商店 岩井4642 0297-35-0032

（株）丸清商店 生子2691-4 0280-88-0518

森永牛乳　石塚販売店 辺田1083-2 0297-35-9693

ゆめうり工房 長谷989-19 0297-35-8237

横清運輸（有） 小山1254 0297-38-2444

吉田屋印刷（株） 辺田1147-45 0297-35-5151

【小型店】（一部除く）

クリーニング店
大熊クリーニング 沓掛1542-2 0297-44-2594

クリーニング洗濯王　エコス沓掛店 沓掛1566 0297-44-0450

クリーニング洗濯王　ヨークベニマル坂東店 辺田1104-1 0297-36-3072

クリーニングのなか 逆井1824-176 0280-88-0274

白豊クリーニング 岩井4986-5 0297-35-0655

わたなべクリーニング　坂東ユニット本店 辺田1133 0297-35-1880

その他
青木四郎商店 山2488-1 0280-88-1738

（有）秋元石材店 岩井4625-2 0297-35-0170

Active English 英語教室 馬立142 080-2107-9345

ECC ジュニア岩井教室　塚原そろばん教室 鵠戸532-2 0297-35-8487

石田屋 岩井4633 0297-35-0025

岩井交通（有） 岩井4446-2 0297-35-0061

岩井中央学習会 岩井4639 0297-35-1487

（有）岩崎電気サービス 岩井4276-13 0297-35-4514

（有）内田種苗店 辺田1526-1 0297-35-0147

内野山鍼灸治療院 内野山786-4 0297-44-0887

大利根カントリークラブ 下出島10 0297-35-1344

カイロプラクティック院 イッパイアッテナ 沓掛3971-3�1 Ｆ 0297-44-2238

貸し会場アイデアスペース（カラオケミヤベ） 辺田1093-3 0297-35-6209

角口法律事務所 岩井4945-4 0297-44-8403

片倉印刷工業（株） 生子2953-4 0280-88-0620

カラオケシャープ（中山自動車） 辺田1402-52 0297-35-6225

ギフトショップきむら 岩井4832-2 0297-35-3570

沓掛交通（有） 沓掛5016-1 0297-44-2163

倉持種苗園 沓掛3915 0297-44-3533

倉持肥料店 小泉531 0297-38-2487

小室肥料店 矢作1048-3 0297-38-1981

ころなケアタクシー 岩井1570-1 080-9696-0567

（有）斉藤石材店 沓掛545 0297-44-3129

さざ波 硝子店 岩井3351観光交流センター秀緑内 090-9341-1762

猿島カントリー俱楽部 菅谷2340 0280-82-1000

（有）参考堂 辺田1207-1 0297-35-5547

SUNBOW はりきゅう治療院 長須1565-8 070-1527-0134

（株）常陽清掃 小山2097-1 0297-38-1163

書道活法会 沓掛1661 0297-44-3130

ショーワ代行 辺田1103-1 080-9868-5339

自立学習支援個別指導塾　学び舎 辺田1144-45　コインランドリー２Ｆ 0297-33-9278

すいよう塾 沓掛5857-5 090-1120-3369

生文社印刷（株） 沓掛4021 0297-44-2221

（有）橘観光バス 逆井2826-50 0280-82-1170

（株）ナガツマ観光バス 矢作105-7 0297-38-1223

（有）ナガツマ交通 矢作105-5 0297-38-1128

中村畳工業 岩井4913 0297-35-1872

中山観光自動車（株） 辺田1521-11 0297-35-0057

沼尻商店 長谷2688-1 0297-35-2553

野村交通（株）関東支店 長谷910-2 0297-35-6112

パソコン修理のわたなべ 辺田1487-3 0297-35-8182

パッケージプラザカタクラ 岩井4626 0297-35-1843

羽富珠算教室 辺田1516-98 0297-35-8540

【大規模店】

ウエルシア坂東岩井本町店 岩井2746 0297-36-3068

エコス沓掛店 沓掛1566-1 0297-30-3731

隠れ菴　忍家　坂東店 辺田1141-13 0297-20-8660

（株）カワチ薬品　ドラッグストアクラモチ沓掛店 沓掛4111-1 0297-44-3111

（株）カワチ薬品 坂東店 辺田1104-1 ヨークタウン坂東内 0297-35-3685

クスリのアオキ　沓掛店 沓掛4248-1 0297-34-1082

（株）グローリー イエローハット 坂東店 辺田1104-1 ヨークタウン坂東内 0297-47-3020

ケンタッキーフライドチキン　ヨークタウン坂東店 辺田1104-1 0297-47-3055

ココス岩井店 辺田630-1 0297-20-8032

コメリハードアンドグリーン猿島店 沓掛2441-3 0297-30-3005

（株）サンキ岩井店 岩井2239-1 0297-35-8981

紳士服のコナカ岩井店 岩井2869-7 0297-36-3145

セイコーマート坂東逆井店 逆井字沼ノ田6297-1 0280-88-7590

セイコーマート坂東長須店 長須3437-6 0297-36-2820

セブンイレブン岩井中根店 岩井1958-3 0297-35-3351

DCM ホーマック 坂東岩井店 辺田1104-1 ヨークタウン坂東内 0297-47-5670

デイリーヤマザキ岩井公民館前店 岩井2993-2 0297-36-0826

ドコモショップ ヨークタウン坂東店 辺田1104-1 ヨークタウン坂東内 0120-005-360

ドラッグストアセキ　岩井店 岩井5093-9 0297-36-4100

ドラッグストア セキ 辺田店 辺田632-6 0297-47-3110

（株）とりせん 岩井3357-1 0297-36-2233

ファミリーマート坂東辺田店 辺田1402-90 0297-20-8621

（株）ブックエース 坂東店 辺田1104-1�ヨークタウン坂東内 0297-47-5180

（株）マルエツ岩井店 辺田1517 0297-35-8301

ミニストップ坂東逆井店 逆井5887-6 0280-88-8220

メガネハットヨークタウン坂東店 辺田1104-1 ヨークタウン坂東内 0297-36-7288

（株）ヤマダ電機 テックランド坂東岩井店 辺田1213-26 0297-38-6182

ヨークベニマル坂東店 辺田1104-1 ヨークタウン坂東内 0297-47-3300

ローソン坂東借宿店 借宿1184-1 0297-21-2828

ローソン坂東沓掛店 沓掛433-5 0297-44-3385

ローソン岩井矢作店 矢作309-4 0297-38-1760


