
飲食店飲食店
小型店小型店
飲食店
あら井寿司 岩井 0297-35-0693
居酒屋けやき 岩井 0297-35-1110
魚吉 岩井 0297-35-0209
旨いもん処　風陣 岩井 0297-35-7937
大むら 岩井 0297-35-8363
奥村氷店の焼そば 岩井 0297-35-1049
お好み焼ななごう 岩井 0297-35-7519
小名浜 岩井 0297-35-3278
Kaion101 岩井 0297-21-9070
かしわ家 岩井 0297-35-0445
韓国料理・居酒屋　マシソヨ 岩井 080-1133-7714
喫茶　風の子 岩井 0297-35-1651
割烹さつき 岩井 0297-35-0504
Cafe Pure Heart（カフェピュアハート） 岩井 0297-35-3874
カフェラ フィネッツア 岩井 0297-36-1631
鎌倉屋 岩井 0297-35-0017
カレーハウスCoCo壱番屋　坂東岩井店 岩井 0297-21-2480
喫茶アイリス 岩井 0297-36-1828
喫茶一番館 岩井 0297-35-6943
(株)久保新 岩井 0297-35-2101
中国料理　長城飯店 岩井 0297-35-2388
仙田屋秀緑店 岩井 090-4369-1543
こうや食堂 岩井 0297-35-1873
幸楽 岩井 0297-35-2818
茶房わたぬき 岩井 0297-35-0123
さわや飯店 岩井 0297-35-1769
カフェレストラン　茶ん歩路 岩井 0297-35-9405
すぎのや本陣雅庵　岩井店 岩井 0297-35-3242
寿し　田吾作 岩井 0297-35-6505
中華料理　光龍 岩井 0297-35-2343
手打そば　ゆたか 岩井 0297-35-0331
堂前支店 岩井 0297-35-4902
どさん子ラーメン岩井店 岩井 0297-36-2278
鶏笑　坂東店 岩井 0297-38-6606
川魚料理　中屋 岩井 0297-35-0138
バー　コンパル 岩井 0297-35-3512
ハリオ商店 岩井 0297-38-4305
福亭 岩井 070-2170-5678
将門蕎麦 岩井 0297-35-1819
やきとり　えび八 岩井 090-6569-5733
焼肉がーでん 岩井 0297-36-1121
山形屋 岩井 0297-35-0844
横丁ゆう 岩井 0297-35-9407
四ッ六庵 岩井 0297-35-0582
レストランタキ 岩井 0297-35-5028
和の膳うなぎ　あらきや 岩井 0297-35-2107
味の食卓　やまにし 辺田 0297-35-6665
居酒屋　葵 辺田 0297-35-5930
居酒屋　田舎家 辺田 0297-35-3152
居酒屋　源八 辺田 0297-35-4758
居酒屋とも 辺田 090-4738-3799
うえ八 辺田 0297-35-8465
カラオケシャープ 辺田 0297-35-6225
コーヒー通の店　散茶廊 辺田 0297-35-6919
信玄 辺田 0297-35-5772
すし大吉 辺田 0297-35-5837
ステーキハウスうさみ亭 辺田 0297-35-1897
蕎麦ダイニング古菅 辺田 0297-34-0075
そば処 やぐら 辺田 0297-35-3993
台湾料理　穗香田園 辺田 0297-35-0313
ちょっと一食　あららぎ 辺田 090-1739-2957
天ぷら　松の家 辺田 0297-35-6757
とんかつ文久 辺田 0297-36-0573
みね鮨 辺田 0297-35-9846
ミラノピザコーンズ坂東店 辺田 0297-35-0599
めんグルメ　じゅらく 辺田 0297-35-6100
やきとり　まるか 辺田 0297-36-0029
らーめんすすきの　岩井店 辺田 0297-35-6679
和洋レストラン みやべ家 辺田 0297-35-8492
創作料理　三ツ星 みどり町 0297-35-3215

CAFE　BAR　WAKE 鵠戸 0297-36-0631
手打そば秋森 鵠戸 0297-35-3855
桧の木 鵠戸 0297-35-6862
霧島のんちゃん 弓田 0297-35-3560
すぎのや一番　岩井総本店 弓田 0297-36-2222
すぎのや本陣雅庵　坂東インター店 弓田 0297-35-7422
麺’ｓ倶楽部 弓田 0297-36-0039
みの和 馬立 080-1230-9751
鳥銀 幸田 0297-21-2325
食い処まこちゃん 神田山 0297-36-3813
みさき 神田山 0297-36-1789
食彩ダイニング　シマムラ 矢作 0297-38-0029
すぎのや本陣　芽吹店 矢作 0297-38-1313
デイリーまなか 矢作 0297-38-2722
ファミリーレストラン大利根(有) 矢作 0297-38-1221
ともえや 大崎 0297-38-2808
和牛炭火焼肉 泉光苑 小泉 0297-30-2929
ファミリードライブインなかさと 中里 0297-35-3458
鳥はつ 中里 0297-38-2029
武平 下出島 0297-36-2530
奥州亭 長谷 0297-35-5876
滝の屋 長谷 0297-35-2604
中国台湾料理　味家和 長谷 0297-21-3455
なか川 長谷 0297-36-3628
麺や　しげとみ～ 長谷 ー
小川屋 小山 0297-38-2826
食彩なかよし 小山 0297-30-2885
堂前 小山 0297-38-1156
坂東的中華麺ダイニング　しゃお 莚打 0297-38-0900
本手打そばきむら 半谷 0297-34-3996
どさん子ラーメン借宿店 借宿 0297-34-3912
福佐家 借宿 0297-34-2066
海鮮茶屋　末廣 上出島 0297-38-7070
でぇ～もん　BG みむら 0297-21-8783
一寿司 逆井 0280-88-1202
浦島太郎　逆井店 逆井 0280-88-1854
(株)ツルショク 逆井 0280-88-1111
らーめんやち 逆井 0280-88-7333
憩い処　渚 生子 0280-23-1135
kitchen和 生子 0280-66-9276
のむらののむカフェ（野村産業(株)） 生子 0280-88-0511
上海楼 菅谷 0280-88-0698
まるいらーめん 孫兵エ新田 0297-44-0101
御料理屋巴屋・TOMOEYA Z 沓掛 0297-44-2311
華萌 沓掛 0297-44-2131
川魚割烹　横川 沓掛 0297-44-3310
そば路 沓掛 0297-44-0655
食事処　大門 沓掛 0297-44-3723
たばこや 沓掛 0297-44-2034
津軽の花 沓掛 080-1070-3911
鶴見屋食堂 沓掛 0297-44-2026
天神 沓掛 0297-44-0100
らーめん 金太楼 沓掛 0297-44-2277
食料品・菓子
(有)相沢商店 岩井 0297-35-0020
荒木米店 岩井 0297-35-0038
荒木漬物店 岩井 0297-35-1061
伊勢屋酒店 岩井 0297-35-0141
大久保精肉店 岩井 0297-35-7401
お茶のあらき園 岩井 0297-35-0033
(有)釜屋商店 岩井 0297-35-0064
川せみ 岩井 0297-35-8448
(有)木原酒店 岩井 0297-35-2103
佐倉屋酒店 岩井 0297-35-0230
スーパークグイド屋 岩井 0297-35-0154
手作りパン白うさぎ 岩井 090-8512-3193
野口豆富店 岩井 0297-35-1218
のぼりや 岩井 0297-35-0474
YYマダムのまさかど～なつ 岩井 0297-44-5655
ハマヤ 岩井 0297-35-0128
ハックルベリー 岩井 0297-35-1117
不二家 岩井店 岩井 0297-35-0046
古谷醬油酒店 岩井 0297-35-0062
(有)前川商店 岩井 0297-35-0029
将門煎餅本舗 岩井 0297-35-0506
松本屋商店 岩井 0297-35-1301
宮部茶店 岩井 0297-35-0187
明治牛乳　(有)亀屋 岩井 0297-35-3007
横島精肉店 岩井 0297-35-1178
和菓子工房きくや 岩井 0297-35-2095
KHAN HALAL FOOD 辺田 090-7186-5559
ブーランジェリー アンリ 辺田 0297-44-5776
小林畜産 辺田 0297-35-0616
(有)創作和菓子　すずき 辺田 0297-35-0176

並木屋酒店 辺田 0297-35-1386
農産物直売所　みらくる 辺田 0297-38-8258
野口蒟蒻 辺田 0297-35-0648
森永牛乳　石塚販売店 辺田 0297-35-9693
芽吹せんべい 辺田 0297-35-3561
ほか弁太郎 弓田 0297-35-7038
(有)菊地煎餅店 大馬新田 0297-35-4562
モンテール　スイーツファクトリーつくば直売店 猫実 0297-30-1080
惣菜・つかはら 矢作 0297-38-0154
全日食チェーン　ふじストアー 下出島 0297-35-7478
日の出屋 長谷 0297-35-2525
倉持米穀店 小山 0297-38-2506
カネハル後藤商店 長須 0297-35-0363
佳味のかしや 長須 0297-47-5780
ファミリー弁当 長須 0297-36-7300
間中製麺所 長須 0297-35-0365
茶処　たちばな屋 上出島 070-6986-1329
Yショップ野本酒店 上出島 0297-34-2418
石本園茶店 逆井 0280-88-1124
さしま茶の里　のぐち園本店 逆井 0280-88-1446
のぐちや 逆井 0280-88-1508
高島商店 山 0280-88-0849
青木酒店 生子 0280-88-0009
お茶の根本園 生子 0280-88-0241
五島豆腐店 生子 0280-88-7513
根本商店 菅谷 0280-88-0410
石橋園製茶工場 沓掛 0297-44-2029
木村精穀 沓掛 0297-44-2058
木村精肉店 沓掛 0297-44-3250
倉持米店 沓掛 0297-44-2014
張替茶店 沓掛 0297-44-2063
坂東市農産物直売所　めぐみの里さしま 沓掛 0297-44-0530
ミートショップ荒木 沓掛 0297-44-2818
衣料品・スポーツ用品・靴
アイノヤ 岩井 0297-35-0036
あけぼの洋装店 岩井 0297-35-1065
アラミヤ 岩井 0297-35-2112
トップファッションすずき 岩井 090-7237-8065
ブティック　ひまわり 岩井 0297-35-0075
マキシマ 岩井 0297-35-0222
(有)丸岡 岩井 0297-35-0169
リサイクルショップ 岩井 0297-35-1219
(有)イシカワスポーツ 辺田 0297-35-6210
卓球専門店　きゃんすぽーつ 辺田 0297-44-9269
メンズファッション　マルトヨ 辺田 0297-35-9222
総合衣料 戸塚 猫実 0297-39-2841
ELIX SPORTS 下出島 0297-44-6946
洋品ナカジマ 小山 0297-38-2556
真中呉服店 上出島 0297-34-2419
青木ごふく店 山 0280-88-0841
(株)いたがき 生子 0280-88-0457
大阪屋 沓掛 0297-44-2366
さがみや 沓掛 0297-44-3488
せきや釣具店 沓掛 0297-44-2095
総合衣料　マルムラ 沓掛 0297-44-2024
たなかや 沓掛 0297-44-2028
ニュー大阪屋 沓掛 0297-44-3614
理容・美容
エステティック ジュビランクレオ 岩井 050-3572-9005
cut place AINOYA 岩井 0297-35-5922
nailsalon Cuore 岩井 070-4020-8190
ネイルサロン　ナチュレ 岩井 0297-44-8440
(株)ビューティ・いいだ 岩井 0297-35-0149
美容室　迎美館 岩井 0297-35-3010
ヘアメイク ハーズ 岩井 0297-35-2333
ヘアーサロンアイ 岩井 0297-35-0669
ヘアーサロン　くすはら 岩井 0297-35-1681
ヘアーサロン　マルヤ 岩井 0297-35-1231
ヘアースタジオ　アミ 岩井 0297-36-0163
Hair＆Make　Insolite 岩井 0297-35-6982
リップス 岩井 0297-35-6880
理容神矢 岩井 0297-35-3871
Rose　Cachette 岩井 0297-35-2918
UP　ROCK（アップロック） 辺田  ー
ヘアーデザインフローバイヨーコ 辺田 0297-35-0645
バーバークラモチ 鵠戸 0297-35-6431
ヘアファクトリーグラッド 鵠戸 0297-35-9487
ヘアーサロンいなば 弓田 0297-35-1738
HAIR　Ease 猫実 0297-39-2831
ヘアーサロンコバヤシ 猫実 0297-39-2678
ヘアーサロンナカヤマ 神田山 0297-35-5912
ヘアーブランカ 神田山 0297-36-2002
カットサロン　アンドウ 大口 0297-39-2497
Moist 大口 0297-44-4100

坂東市Wプレミアム商品券坂東市Wプレミアム商品券
坂東市地域応援商品券坂東市地域応援商品券

加盟店紹介加盟店紹介

令和　年度 坂東市 　プレミアム商品券

WW
４

「飲食店」「小型店」で使えます
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