
小型店
化粧品・医薬品・生花
いしつか薬局 岩井 0297-36-0515
おしゃれの店 タカラヤ 岩井 0297-35-2100
漢方相談 スガヌマ薬局 岩井 0297-35-0003
ドラックストアひまわり 岩井 0297-35-3340
㈲もとはし薬局 岩井 0297-35-0073
花の店 フラワージン 岩井 0297-36-0124
花孝 辺田 0297-35-0486
平和堂 辺田 0297-35-2845
𠮷田薬品 生子 0280-88-0756
つむぎ薬局 沓掛 0297-44-0269
おしゃれの店 くらしな 岩井 0297-35-3954
家具・寝具・電化製品
でんきのMoRi 岩井 0297-35-0213
㈲春若商会 岩井 0297-35-0023
㈲井上電気 辺田 0297-35-1584
染谷家具 岩井店 辺田 0297-35-6232
㈱中山電気 辺田 0297-35-3970
ふとんの真中 辺田 0297-35-0279
ミヤベ家電 辺田 0297-35-6209
飯住電化サービス 鵠戸 0297-35-3808
㈱メディコムきむら 鵠戸 0297-35-1523
ライフページ サクライ 生子新田 0280-88-0831
睡眠具 張替ふとん店 沓掛 0297-44-2068
㈲ファースト電化 沓掛 0297-44-2054
メガネ・時計貴金属
宝飾・メガネ・時計 キタムラ 岩井 0297-35-1238
滝川時計店 岩井 0297-35-0349
メガネのモンシェル 岩井 0297-35-2288
いなりや 沓掛 0297-44-2105
建築金物・建築・建築関連
㈲ナカシン 岩井 0297-35-0132
リフォメックスナカヤマ㈲ 岩井 0297-35-0148
㈲関建設興業 辺田 0297-35-0614
田端工務店 馬立 0297-35-0780
大工屋工房 名越建築 神田山 090-3042-7398
㈱渡辺建材店 大口 0297-39-2160
㈲冨祥工務店 矢作 0297-38-2999
㈲張替建具店 矢作 0297-38-2143
㈱田村建設 法師戸 0297-38-1980
飯倉工務店 沓掛 0297-44-3161
㈲木村製畳 沓掛 0297-44-2361
たたみの淡島 沓掛 0297-44-3321
チェンソーの店 倉持金物 沓掛 0297-44-2511
ヤマカ金物店 沓掛 0297-44-3346
加藤建設 神田山新田 0297-39-2066
ガス・ガソリン・石油製品
㈱サクライ岩井中根給油所 岩井 0297-86-3535
㈲滝本燃料店 岩井 0297-35-1180
㈲長須屋商店 岩井 0297-35-0251
㈱ミヤケペトロール 岩井 0297-35-2021
㈱タキモト 辺田 0297-35-6224
岩本酒店 弓田 0297-35-1000
小野商店 神田山 0297-35-5320
㈲落合修平商店 大口 0297-39-2521
ENEOS 岩井中里SS 染谷茂商店 中里 0297-35-2728
後藤酒店 長谷 0297-35-0972
大正屋燃料店 小山 0297-38-2484
㈲ヤマト後藤商店 長須 0297-35-2362
㈲飯田燃料店 駒跿 0297-34-2412
真中石油 上出島 0297-34-2411
㈲鶴巻石油 逆井 0280-88-1445
㈲旭日屋 山 0280-88-0851
見晴屋 生子SS 生子 0280-88-0310
㈲金久保石油 菅谷 0280-88-0168
マルモ商店 菅谷 0280-88-0108
荒井燃料 LP ガス・ガソリン 沓掛 0297-44-2122
忍田石油 沓掛 0297-44-3273
㈲亀屋 沓掛 0297-44-2056
㈲倉持久郎商店 沓掛 0297-44-2052
㈱東栄商事 沓掛 0297-44-2015
㈲マスヤ商事 沓掛 0297-44-2043
㈲吉田石油店 沓掛 0297-44-3230
㈲保土田商店 矢作 0297-38-2021

自動車・自転車・バイク・カー用品
㈲軽部商店 岩井 0297-35-0065
菊地輪業 岩井 0297-35-1073
㈱染谷自動車 岩井 0297-35-1255
古矢自動車 岩井 0297-35-1408
いかりや輪業 辺田 0297-35-3045
㈲海老原モータース 神田山 0297-35-5428
中村自動車工業 神田山 0297-36-1292
羽富自動車 神田山 0297-35-7829
斎藤自動車 猫実 0297-39-2852
SILKY SIX 猫実 0297-39-3187
タイヤパワー 猫実 0297-39-3670
㈲横張自動車 猫実 0297-35-5623
㈱キートス 矢作 090-8030-7252
飯田モータース 長須 0297-35-0368
㈲オートランド須賀 長須 0297-36-0009
㈲間中モータース 長須 0297-35-0964
㈲吉田自動車工業 長谷 0297-35-0744
㈱ボディショップ・ハート 駒跿 0297-34-2882
㈲野本自動車工業 上出島 0297-34-2456
㈲金子自動車 逆井 0280-88-1708
㈲富士自動車 逆井 0280-88-1311
関谷モータース 生子 0280-88-0951
タイヤ ショップ マークス 菅谷 0280-82-2330
木村自動車整備 内野山 0297-44-3117
張替自動車 内野山 0297-44-2404
沓掛自動車 沓掛 0297-44-2305
㈲張替モータース 沓掛 0297-44-2251
ワイズガレージ 沓掛 0297-44-3554
㈱ガレージオノ 神田山 0297-47-4646
SSサイトウ自動車 神田山新田 0297-35-2771
クリーニング店
白豊クリーニング 岩井 0297-35-0655
クリーニングオオヤマ 辺田 0297-35-0487
洗濯王ベニマル 坂東店 辺田 0297-36-3072
坂東市ユニット本店 辺田 0297-35-0595
石塚クリーニング 鵠戸 0297-35-1479
クリーニング のなか 逆井 0280-88-0274
大熊クリーニング 沓掛 0297-44-2594
洗濯王エコス 沓掛店 沓掛 0297-44-0450
コンビニ
セブンイレブン 岩井中根店 岩井 0297-35-3351
セブンイレブン 坂東上岩井店 岩井 0297-36-3525
セブンイレブン 坂東辺田店 辺田 0297-35-9123
ファミリーマート 坂東辺田店 辺田 0297-20-8621
ローソン 坂東辺田店 辺田 0297-21-3633
ますい 鵠戸 0297-35-0035
ローソン 坂東神田山店 神田山 0297-35-3150
セブンイレブン 坂東神大実店 猫実 0297-39-3121
ローソン 岩井矢作店 矢作 0297-38-1760
セブンイレブン 岩井中里店 中里 0297-35-5775
ヤマザキショップ 野本酒店 上出島 0297-34-2418
セブンイレブン 猿島逆井店 逆井 0280-88-8047
ローソン 坂東逆井店 逆井 0280-23-1277
セブンイレブン 茨城沓掛店 沓掛 0297-44-0711
ミニストップ 坂東逆井店 逆井 0280-88-8220
セブンイレブン 坂東みむら店 みむら 0297-34-2675
セブンイレブン 坂東馬立店 馬立 0297-35-0998
セブンイレブン 坂東岩井店 岩井 0297-36-1108
ローソン 坂東借宿店 借宿 0297-21-2828
セブンイレブン 岩井長谷店 長谷 0297-35-4277
セブンイレブン 岩井小山店 小山 0297-38-0239
セブンイレブン 坂東総合文化ホール前店 岩井 0297-35-1577
ローソン 坂東沓掛店 沓掛 0297-44-3385
その他
㈲秋元石材店 岩井 0297-35-0170
石田屋 岩井 0297-35-0025
岩井中央学習会 岩井 0297-35-1487
岩崎電気 岩井 0297-35-4514
大久保タクシー㈲ 岩井 0297-35-1031
角口法律事務所 岩井 0297-44-8403
ギフトショップ きむら 岩井 0297-35-3570
ころなケアタクシー 岩井 080-9696-0567
パッケージプラザ カタクラ 岩井 0297-35-1843
ばんどう陶芸教室 岩井 080-5039-6390

P ショップ KOJIMA 岩井 090-8810-4830
堀種苗店 岩井 0297-35-0344
ホワイト代行 岩井 090-7800-0065
まごころ接骨院 岩井 0297-35-6556
桝善本店 岩井 0297-35-0004
㈲増山商店 岩井 0297-35-0032
山口佛具店 岩井 0297-35-0131
㈲内田種苗店 辺田 0297-35-0147
㈲参考堂 辺田 0297-35-5547
中山自動車株式会社 辺田 0297-35-0057
沼尻商店 長谷 0297-35-2553
パソコン修理のわたなべ 辺田 0297-35-8182
ハリカ岩井店 辺田 0297-35-9221
坂東ファミリーボウル 辺田 0297-36-0770
Premiere 辺田 090-7194-4865
吉田屋印刷㈱ 辺田 0297-35-5151
ECCジュニア岩井教室 塚原そろばん教室 鵠戸 0297-35-8487
㈱機材社 弓田 0297-35-4503
Active English 英語教室 馬立 080-2107-9345
ヒューマンアシスト 幸田 050-5215-4646
羽富肥料店 神田山 0297-35-5908
小室肥料店 矢作 0297-38-1981
㈱ナガツマ観光バス 矢作 0297-38-1223
㈲ナガツマ交通 矢作 0297-38-1128
常総カントリー倶楽部 法師戸 0297-38-2301
倉持肥料店 小泉 0297-38-2487
大利根カントリークラブ 下出島 0297-35-1344
野村交通㈱ 長谷 0297-35-6112
木工房 ゆめうり工房 長谷 0297-35-8237
㈱常陽清掃 小山 0297-38-1163
ゆかりの会 小山 0297-38-2316
SUNBOW はりきゅう治療院 長須 070-1527-0134
バランスケアSHIN 長須 0297-36-1420
木村肥料店 半谷 0297-34-3412
㈲橘観光バス 逆井 0280-82-1170
野仲製茶工場 逆井 0280-88-1125
㈱片倉（旧 片倉印刷工業） 生子 0280-88-0620
㈱丸清商店 生子 0280-88-0518
猿島カントリー倶楽部 菅谷 0280-82-1000
内野山鍼灸治療院 内野山 0297-44-0887
カイロプラクティック院 イッパイアッテナ 沓掛 0297-44-2238
㈲斉藤石材店 沓掛 0297-44-3129
書道活法会 沓掛 0297-44-3130
生文社印刷㈱ 沓掛 0297-44-2221
沓掛交通㈲ 沓掛 0297-44-2163
㈲ハリガエ観光 沓掛 0297-44-2471
岩井交通㈲ 岩井 0297-35-0061
羽富珠算教室 辺田 0297-35-8540
HOTEL GREEN CORE 坂東 岩井 0297-36-4400

大規模店
ウエルシア 坂東岩井本町店 岩井 0297-36-3068
サンキ 岩井店 岩井 0297-35-8981
紳士服のコナカ 岩井店 岩井 0297-36-3145
デイリーヤマザキ 岩井公民館前店 岩井 0297-36-0826
ドラッグストアセキ 岩井店 岩井 0297-36-4100
㈱とりせん 岩井店 岩井 0297-36-2233
イエローハット 坂東店 辺田 0297-47-3020
㈱カワチ薬品 坂東店 辺田 0297-35-3685
ココス 岩井店 辺田 0297-20-8032
ドラッグストアセキ 辺田店 辺田 0297-47-3110
㈱ブックエース 坂東店 辺田 0297-47-5180
DCM ホーマック 坂東岩井店 辺田 0297-47-5670
マルエツ 岩井店 辺田 0297-35-8301
メガネハット ヨークタウン 坂東店 辺田 0297-36-7288
ヤマダデンキ テックランド 坂東岩井店 辺田 0297-38-6182
㈱ヨークベニマル 坂東店 辺田 0297-47-3300
エコス 沓掛 沓掛 0297-30-3731
ドラックストアクラモチ 沓掛店 沓掛 0297-44-3111
忍家 坂東店 辺田 0297-20-8660
セイコーマート坂東長須 長須 0297-36-2820
セイコーマート坂東逆井 逆井 0280-88-7590
コメリ猿島店 沓掛 0297-30-3005
ファッションセンターしまむら 岩井店 岩井 0297-47-4567

坂東市Wプレミアム商品券 加盟店紹介

※■飲食店 ■食料品・菓子 ■衣料品・スポーツ用品・靴 ■理容・美容は前号（8月号）で紹介しています。

●�加盟店を募集しています。詳しくは市商工会までお問い合わせください。●�加盟店最新情報は市ホームページをご確認ください。
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