
春日部市プレミアム付商品券　加盟店一覧 2023/2/13時点

No. 業種 店舗名 取扱券種 商品券種別 住所

1 スーパー 株式会社コモディイイダ　春日部店 紙券のみ 共通券 粕壁東５―７―３７ 

2 スーパー （株）マルエツ  春日部緑町店 紙券のみ 共通券 緑町６－１０－５ 

3 スーパー ジョイフーズ春日部中央店 紙券のみ 共通券 中央４―９―２０

4 スーパー ジョイフーズ春日部南店 紙券のみ 共通券 南５―１―４６

5 スーパー ＴＡＩＲＡＹＡ春日部中央店 紙券/電子券の両方 共通券 中央５―４―６ 

6 スーパー 富士ガーデン　春日部店 紙券のみ 共通券 粕壁１―８―２ 

7 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部中央２丁目店 紙券のみ 共通券 中央２―１７―１１ 

8 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部駅東口店 紙券のみ 共通券 粕壁東１―１―１ 

9 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部粕壁東５丁目店 紙券/電子券の両方 共通券 粕壁東５丁目２２２６－１ 

10 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部市粕壁東３丁目店 紙券のみ 共通券 粕壁東３―８―４６ 

11 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部中央6丁目店 紙券/電子券の両方 共通券 中央６―５―８ 

12 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部西口店 紙券/電子券の両方 共通券 中央１―４３―１２ 

13 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部緑町店 紙券のみ 共通券 緑町６―１０―９

14 コンビニエンスストア ファミリーマート八木崎駅前店 紙券のみ 共通券 粕壁６９６０―１ 

15 コンビニエンスストア ローソン春日部南四丁目店 紙券のみ 共通券 南４―５―２ 

16 ドラッグストア ウエルシア春日部駅西口２号店 紙券/電子券の両方 共通券 中央１―４９―１ 

17 ドラッグストア ウエルシア春日部緑町店 紙券/電子券の両方 共通券 緑町３―１―３７ 

18 ドラッグストア セキ薬局春日部中央店 紙券/電子券の両方 共通券 中央３―１１―２ 

19 ドラッグストア セキ薬局春日部西口店 紙券/電子券の両方 共通券 中央１―５３―１８ 

20 ドラッグストア セキ薬局春日部緑町店 紙券/電子券の両方 共通券 緑町６―３―２４ 

21 ドラッグストア ドラッグストアセキ春日部中央店 紙券/電子券の両方 共通券 中央３―１１―２ 

22 ドラッグストア ドラッグストアセキ春日部東店 紙券/電子券の両方 共通券 粕壁東３―１８―８ 

23 ドラッグストア ドラッグストアセキ春日部緑町店 紙券/電子券の両方 共通券 緑町６―３―２４ 

24 ドラッグストア ドラッグセイムス一ノ割店 紙券のみ 共通券 南４―１７―１０

25 ドラッグストア マツモトキヨシ春日部東口店 紙券/電子券の両方 共通券 粕壁１―９―５ 成田ビル１Ｆ

26 その他小売業 匠大塚株式会社　春日部本店 紙券のみ 共通券 粕壁東２―５―１ 

27 ドラッグストア 株式会社トップドラッグ 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―１６―２ パークサイド春日部１階

28 飲食料品店 御菓子司　青柳 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―２―５ 

29 飲食料品店 お菓子処 嘉祥菴　春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―３―１

30 飲食料品店 おづつみ園西口ふじ通り店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央２―１７―３ 

31 飲食料品店 おづつみ園東口本店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁２―１―１ 

32 飲食料品店 春日部中華物産 紙券のみ 専用券/共通券 中央６－３－８ 浪江マンション１０４

33 飲食料品店 株式会社マツバドウ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―２―３ 

34 飲食料品店 坂長酒店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁３―５―４０ 

35 飲食料品店 玉乃園 紙券のみ 専用券/共通券 南４―２１―４ 

36 飲食料品店 栃惣せんべい 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―５―１７ 

37 飲食料品店 HARE/PAN 春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―５７ー２１ マルヤ住宅第２０ビル１０１

38 飲食料品店 丸八酒店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁２―８―５ 

39 飲食料品店 武蔵屋 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―２２―１６ 

40 衣料・身の回り品取扱店 ＡＯＫＩサイズマックス春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 緑町３―１―４３ 

41 衣料・身の回り品取扱店 秋山ニット 紙券のみ 専用券/共通券 南４―６―５ 

42 衣料・身の回り品取扱店 AZ STORY 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―４６―１０ 

43 衣料・身の回り品取扱店 市川寝具 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―４―４０ 

44 衣料・身の回り品取扱店 市川ふとん店 紙券のみ 専用券/共通券 中央６―１―２４ 

45 衣料・身の回り品取扱店 大塚屋履物店&ハート 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―１―６ 

46 衣料・身の回り品取扱店 きものひしや 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央４―８―１１

47 衣料・身の回り品取扱店 芝屋呉服店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―２２―１６ 

48 衣料・身の回り品取扱店 スノーホワイト株式会社 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―２―８ 

49 衣料・身の回り品取扱店 スパッソ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央８―３―１２ 

50 衣料・身の回り品取扱店 染　織　悉皆　きもの　やまとや 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―８―２６ 

51 衣料・身の回り品取扱店 高橋洋品店 紙券のみ 専用券/共通券 中央３―２０―３８ 

52 衣料・身の回り品取扱店 なべや呉服店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁２―７―２７ 

53 衣料・身の回り品取扱店 もりいずみ靴店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―２―１０ 

54 衣料・身の回り品取扱店 （有）　田中屋 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―２１―２０ 

55 衣料・身の回り品取扱店 有限会社ビエステ 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―１―１４ 

56 衣料・身の回り品取扱店 （有）ミスズ西口店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―１―２５ 

57 衣料・身の回り品取扱店 洋服の青山  春日部中央店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央２―１８―２ 

58 衣料・身の回り品取扱店 リビング　ツルヤ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―９―１６ 鶴屋第一ビル１階

59 家電販売店 飛鳥電機株式会社 紙券のみ 専用券/共通券 中央７―１１―１１

60 家電販売店 スダデンキ 紙券のみ 専用券/共通券 中央３―２０―３７ 

61 家電販売店 中島電機 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 南５―１―１０ 

62 家電販売店 パナランド　ミナミ　スズキ 紙券のみ 専用券/共通券 南４―２５―１０ 

63 家電販売店 有限会社エレキッド 紙券のみ 専用券/共通券 浜川戸２―１３―９ 

64 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 かすかべ補聴器 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―１９―１４ １０２

65 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 幸松屋 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―２２―１１ ナカイビル１Ｆ

66 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 ボイス補聴器センター 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央５―１―１７

67 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 メガネのミワ 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―４７―３ 

68 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 メガネハット　春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 南３―１８―４５ 

69 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 メガネパリミキ　春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 中央５―９―１２ ハクレン通り

70 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 メガネフラワー春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―９―２ 

71 飲食店 会津ラーメン和 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４６―９ 

72 飲食店 やきとり麻生 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―１０―１３ 

73 飲食店 あま太郎 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―９―３２ 

74 飲食店 イースト　ワン 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―５―２ 

75 飲食店 居酒や　すし忠 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―２―１２ 

76 飲食店 居酒屋　ようすけ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―９―１３ Ｍ２ビル１Ｆ

77 飲食店 石窯パン工房ぴーぷる　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―５―８

78 飲食店 イタリア食堂テラマーテル 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央２―１―２０ 

79 飲食店 うなぎ伊志河 紙券のみ 専用券/共通券 緑町２―１０―３５ 

80 飲食店 うなぎ丸屋 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―９―１３

81 飲食店 エバーチャイルド 紙券のみ 専用券/共通券 中央２―５―１３ ２Ｆ

82 飲食店 ＯＷＬ　ＢＡＲ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―９―１３ Ｍ２ビル　Ｈ区画

83 飲食店 大村庵 紙券のみ 専用券/共通券 南４―１９―１５ 

84 飲食店 沖縄元気料理　ぱなり 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―９―４３ 

85 飲食店 お好み焼うらら 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―９―２１ 

86 飲食店 お惣菜　葵 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁６９６９ 

87 飲食店 お多福 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―５２―２ 石沢ビル１０１

88 飲食店 おづつみ園お茶とパンの店テプレ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁２―１―１９―１ 

89 飲食店 おづつみ園茶寮はなあゆ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央２―１７―３ 

90 飲食店 懐食　山ノ月 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁６８９９―６ 

91 飲食店 粕壁駅前酒場 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―８―１１

92 飲食店 春日部バル 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１２―３ 明生ビル２０１

93 飲食店 割烹　豊竹 紙券のみ 専用券/共通券 南４―２―５４ 

94 飲食店 割烹 伊せ喜 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１９―１ 小川ビル１０５

95 飲食店 割烹 種子島 紙券のみ 専用券/共通券 南４―４９―８

96 飲食店 カフェ　ふぁーん 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央７―１０―２１ 

97 飲食店 cafe「音と友に」 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央５―１―１６　スタジオＤＩＡ　１階

98 飲食店 株式会社　萬来 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―８―９ 

99 飲食店 カミナリステーキ　春日部西口駅前店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―８―１９ ／３５．モンテローザ春日部第二ビル１階

100 飲食店 からあげの鉄人　春日部西口駅前店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―８―１９ ／３５．モンテローザ春日部第二ビル１階

101 飲食店 カラオケラウンジR 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―２２―１０ ナカヤビル１階

102 飲食店 喫茶ラクーン 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４３―１４ 細井ビル２Ｆ

103 飲食店 Kitchen HARU 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―１―６ 

104 飲食店 キッチン　Pura-Vida 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央５―１―２ 
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春日部市プレミアム付商品券　加盟店一覧 2023/2/13時点

No. 業種 店舗名 取扱券種 商品券種別 住所

105 飲食店 魚貝三昧　万や 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―９―４３ 

106 飲食店 季寄せ料理暖歩 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―８―２１ ニュー吉田ビル１Ｆ

107 飲食店 クーパーズ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―７―１９ エムズビル２０１

108 飲食店 光苑　春日部市役所地下店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―２ Ｂ１

109 飲食店 珈琲処ふなこし 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―１―１６ 第１ＫＮビル１階

110 飲食店 コーヒーハウス．ラム 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁６９０８―１ 

111 飲食店 こちら春日部市学校どおり前カレー屋 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―３―３

112 飲食店 ＣＯＮＡ春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―８―１ 

113 飲食店 山大軒 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―５８―１７ １Ｆ

114 飲食店 さくら 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東３―５―１５ 

115 飲食店 更科そば 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―２―７ 

116 飲食店 シェ・ウメツ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―５１―１０ 第２４アオイビル２０２

117 飲食店 酒彩料理　茂正 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１２―３ 明生ビル１階１０２号

118 飲食店 蕉風庵　巴屋 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―４―１６ 

119 飲食店 ジョナサン春日部中央 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央４―４―５

120 飲食店 白木屋　春日部西口駅前店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―９―２ 斉藤ビル２階

121 飲食店 醉香園・新館 紙券のみ 専用券/共通券 中央１－９－３

122 飲食店 鮨　関根 紙券のみ 専用券/共通券 中央７―１０―９ 第８アオイビル１階

123 飲食店 鮨処　はやし田 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁６９５７―３ 

124 飲食店 鮨処 銀座 福助 春日部東口店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―９―４ 

125 飲食店 Sushi Lion 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―５２―２ 石沢ビル１０２

126 飲食店 すずkitchen 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４７―４ 第３３アオイビル２０３

127 飲食店 スペインバル　タパス 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４８―３ 第２５アオイビル２０１

128 飲食店 炭火串焼　彩鳥 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―２―６ Ｍ６ビル

129 飲食店 即今料理　仁 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央３―２０―３４ ビューパレークノリ１階Ａ号

130 飲食店 蕎麦　比呂㐂 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁６９９５―１ コーポフェニックス八木崎１０２

131 飲食店 蕎麦・饂飩　つたや 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東４―３―１０ 

132 飲食店 蕎麦酒場　玄杜亭 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―１―１４ 田口ビル１階

133 飲食店 蕎麦匠ほりた 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 緑町３―４―５７ 

134 飲食店 そば処　美喜 紙券のみ 専用券/共通券 中央８―３―１

135 飲食店 そば処千奈利 紙券のみ 専用券/共通券 緑町２―８―２３ 

136 飲食店 空と糸 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―２３―８ 

137 飲食店 （有）大勝軒 紙券のみ 専用券/共通券 南４―２１―３ 

138 飲食店 ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　かふう 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４６―３ 

139 飲食店 台湾料理　竜の食堂 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東２―８―２９

140 飲食店 匠サローネ 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東２―５―１ 

141 飲食店 武寿司 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―４６―２１ 

142 飲食店 竹取酒物語　春日部西口駅前店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―９―２ 斉藤ビル３階

143 飲食店 たこ焼き居酒屋なべ三 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―９―１３ 

144 飲食店 たこ焼きなべ三 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―２２―２２ 

145 飲食店 tablier 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―５―８ 中村ビル１ーＢ

146 飲食店 茶ＭＡＲＵＫＩ 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―５６―９ 

147 飲食店 銚子丸　春日部ふじ通り店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央４―７―２

148 飲食店 築地市場298 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―２―６ Ｍ６ビル２Ｆ

149 飲食店 ＴＥＡ　ＨＯＵＳＥ　茶屋 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―２―１２ 

150 飲食店 鉄板焼きダイニング絆 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―８―６ ベル島田１階

151 飲食店 鉄板焼き穂見月 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１２―３ 明生ビル２０５

152 飲食店 天吉 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―１０―１３ 

153 飲食店 てんぷら 拓 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁６９９５―１ コーポフェニックス八木崎１０５

154 飲食店 どさん子大将春日部駅前店 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―４３―２ 

155 飲食店 トラットリア　カーザミーア 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４３―９ 

156 飲食店 トラットリア　バル　ソットテット 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―２１―２ 

157 飲食店 鳥貴族　春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―２―４―３階

158 飲食店 鶏笑 春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央４―８―９ 

159 飲食店 とんかつ　一幸 紙券のみ 専用券/共通券 中央５―８―２４ 

160 飲食店 とん綱 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央５―４―１８ 

161 飲食店 中村家 紙券のみ 専用券/共通券 緑町３－４－５３ 

162 飲食店 ナポリの食卓　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央８―１―１ 

163 飲食店 肉刺しジョニー 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４３―９

164 飲食店 肉とごはんと時々やさいmohawk 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁２―７―４３ 木村ビル１０２

165 飲食店 肉巻むすび　仙臺屋　 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁６９８５―３―１０１

166 飲食店 日本海　夢の宴 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―２―６ Ｍ６ビルＢ１

167 飲食店 BAR　WEST　COAST 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４８―３ 第２５アオイビル３０１

168 飲食店 Hana 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４８―３ 第２５アオイビル２０２

169 飲食店 ティールーム　花時計 紙券のみ 専用券/共通券 中央６―１―４ 

170 飲食店 はなまるうどん春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 中央４―７―６ 

171 飲食店 Hand made kitchen&酒楽　オノオノ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１４―１８ 

172 飲食店 Bien－びあん－ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―７―１ 

173 飲食店 日高屋　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―９―１ 

174 飲食店 日高屋　春日部東口駅前店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―８―１０ 

175 飲食店 日高屋　春日部東店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東３―２０―１５

176 飲食店 ビッグエコー春日部駅前店 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―２―１ マルヤ住宅中央ビル４階～５階

177 飲食店 ビッグエコー春日部中央店 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―９―１３ 

178 飲食店 ビッグエコー春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―３―５ 

179 飲食店 びっくりドンキー春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 緑町５―８―８

180 飲食店 福福 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―９―１３ 

181 飲食店 二葉 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東５―１４―２４ 

182 飲食店 宝来家 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―５―１０ 

183 飲食店 ＢＯＲＤＥＲ　ＣＡＦＥ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―４―１ 

184 飲食店 まぐろやモンキー春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―８―９ 鹿間ビル１階

185 飲食店 POLDER BAGEL 春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 緑町４－２－３１ 

186 飲食店 みどりの季 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 南５―４―２０ 

187 飲食店 目利きの銀次　春日部西口駅前店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―８―１９ ／３４．モンテローザ春日部第一ビル１階

188 飲食店 目利きの銀次　春日部東口駅前店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―１―４ 折原ビル２階

189 飲食店 麺処　れん屋 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―１７―６ 春日部ターキーボウル１Ｆ

190 飲食店 めんや焔 紙券のみ 専用券/共通券 中央２―２７―１５ 

191 飲食店 麺や豊 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―３―１ 

192 飲食店 もつ焼いしん春日部本店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―９―１７ 

193 飲食店 やあ　こんにちは 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―２―６ ２Ｆ

194 飲食店 焼鳥３太 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁２―７―４３ 木村ビル１Ｆ

195 飲食店 やきとり大吉春日部市役所前店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―５９―８ コンプレール１０３

196 飲食店 やきとりモンキー春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４７―４ 第３３アオイビル１０３

197 飲食店 焼肉の店　しずる屋 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１４―２１ 食道園ビル１階

198 飲食店 焼肉ブリッヂ春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 緑町５―９７０―１

199 飲食店 屋台イタリアン　ぱれっと 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１２―３ 明生ビル１０９

200 飲食店 山内農場　春日部西口駅前店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―８―１９ ／３４．モンテローザ春日部第一ビル２階

201 飲食店 ヤマヤ東口本店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―９―４４ 

202 飲食店 やよい 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 南２―６―１５ 

203 飲食店 有限会社　けいらく 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―２―４ 石川ビル１階

204 飲食店 有限会社やまや新館 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４４―９ 

205 飲食店 yume des sakabar 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東２―１―３４ レッグプラザビル

206 飲食店 よい処　朱里 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―１６―３

207 飲食店 酔い処　ふみきり 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―２２―２２

208 飲食店 よろずや 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１６―６ 
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春日部市プレミアム付商品券　加盟店一覧 2023/2/13時点

No. 業種 店舗名 取扱券種 商品券種別 住所

209 飲食店 林海餃子酒場 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―７―２１ 

210 飲食店 レストラン  パルフェ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央４―９―３７ 

211 飲食店 レストランピノ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 南４―２１―２ 

212 飲食店 ロイヤルホスト春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 中央４―７―６ 

213 飲食店 和食処とんでん春日部緑町店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 緑町４―６―２９

214 飲食店 和風牛肉料理まつもと 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４３―９ 富久春日部ビル５Ｆ

215 旅行業 東武トップツアーズ株式会社 春日部支店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―２１―１４　 メゾン・ド・華１０１

216 リフォーム業 株式会社イタシン美建 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁６７６２―９ 

217 リフォーム業 遠藤畳店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東４―１２―９ 

218 リフォーム業 オーエヌ住研株式会社 紙券のみ 専用券/共通券 緑町４―４―４３ 

219 リフォーム業 おぐろ設備株式会社 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央８―３―１２ 

220 リフォーム業 株式会社イシモ建設 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 浜川戸２―１３―１３ 

221 リフォーム業 株式会社サンシン 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 南２―６―２３―３ 

222 リフォーム業 株式会社ハウスドック 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―２３―２９ スミレビル３階

223 リフォーム業 株式会社コダマホーム 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 緑町５―７―２７ 

224 リフォーム業 早川畳店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東２―１２―３９ 

225 リフォーム業 有限会社タタミのアライ 紙券のみ 専用券/共通券 緑町１―１５―１７ 

226 リフォーム業 有限会社アイライクホーム 紙券のみ 専用券/共通券 中央８―２―５ 

227 クリーニング クリーニングＫ＆Ｋ 紙券のみ 専用券/共通券 緑町２―６―２８ 

228 理容・美容店 EARNEST hair 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁６９１０―１０ 

229 理容・美容店 アンストンボーテ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―５６―９ ライフピア第２ー１０２

230 理容・美容店 Ｎ＆Ａ　ＣＯＮＴｉ 紙券のみ 専用券/共通券 中央２―１―１ 

231 理容・美容店 EMU international 春日部本店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―９―９ 

232 理容・美容店 gloss 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―５７―１０ ガーデンフィール中央１０１

233 理容・美容店 サロン・ルナ・グランデ 紙券のみ 専用券/共通券 中央３―１５―１４ 

234 理容・美容店 ジアスヘアー 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１２―１

235 理容・美容店 ZEAL HAIR 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央７―６―１ トナンビル一階

236 理容・美容店 鈴木理容 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―９―４８ 

237 理容・美容店 スリーシー 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央４―８―５０ 

238 理容・美容店 Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｅａｕｔｙ 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―１０―１４ 第二中山ビル４Ｆ（有限会社アバビューティー内）

239 理容・美容店 Hahihu 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁６９５１―６ 

240 理容・美容店 Beauty Salon Nine 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―３―９ セントラルオフィス石川１０１

241 理容・美容店 美容室　ウエノ 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―１５―３ 

242 理容・美容店 美容室　女髪 紙券のみ 専用券/共通券 南５―１―１ 

243 理容・美容店 美容室CALM 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東２―１２―３８ 

244 理容・美容店 美容室HEAVEN春日部東店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―１―１ 三河屋ビル２階

245 理容・美容店 美容室HEAVEN春日部中央店 紙券のみ 専用券/共通券 中央５―８―１０ 

246 理容・美容店 ｂｒｏｏｋ　ａｒｋ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―３―１１ ２Ｆ

247 理容・美容店 ヘアーファクトリーシエスタ 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁３―１―２０ 

248 理容・美容店 hair salon A 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―３―２ 田島ビル２Ｆ

249 理容・美容店 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　Ｎ＆Ａ　春日部東口店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―４―１ 市川ビル１Ｆ

250 理容・美容店 MARLE./ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―１―１４ 田口ビル１階１０１号室

251 理容・美容店 四代目矢﨑理容室 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―５―８ 

252 理容・美容店 理容いわい 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東３―５―１８ 

253 理容・美容店 理容りんく 紙券のみ 専用券/共通券 南４―２２―２４ 

254 理容・美容店 Luce 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―９―３ トラストコート１０２

255 理容・美容店 ＯＮＥ　ＰＥＡＣＥ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―１―１９ 

256 書籍・文房具小売店 株式会社　光文堂 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―１０―７ 

257 書籍・文房具小売店 株式会社　酒井書店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４３―１３ 

258 書籍・文房具小売店 紅雲堂書店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東２―３―３９ 

259 書籍・文房具小売店 有限会社ペンヤ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―２５―１０ 

260 ガソリンスタンド 株式会社　河井石油商事 紙券のみ 専用券/共通券 緑町４―７―３４ 

261 ガソリンスタンド 有限会社トイダ石油　大池給油所 紙券のみ 専用券/共通券 南４―２―５０ 

262 車・バイク・自転車 有限会社　金子モータース 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―９―２２ 

263 車・バイク・自転車 株式会社日産サティオ埼玉　春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東５―１５―３３ 

264 車・バイク・自転車 ゴリラ自転車 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―３―８ 浪江マンション１０３

265 車・バイク・自転車 サイクルベースあさひ　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央８―７―５

266 車・バイク・自転車 白石輪業 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁２―６―１４ 

267 車・バイク・自転車 スポーツサイクル安田屋 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―１６―３ 

268 車・バイク・自転車 セオサイクル春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁４６１３―２ リエス春日部１階　

269 車・バイク・自転車 セントラル　レンタカー 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 緑町５―８―２７ 

270 車・バイク・自転車 トヨタカローラ埼玉（株）春日部東店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東５―１４―２７ 

271 コスメ・美容・健康 あびこ整体サロン 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―９―２７ 

272 コスメ・美容・健康 いにしえ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―７―２０ 第５熊谷ビル３０６

273 コスメ・美容・健康 エステティックサロン　セジュール 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―１０―２ 村田ビル２Ｆ

274 コスメ・美容・健康 春日部駅前鍼灸整骨院 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―８―１１ 

275 コスメ・美容・健康 春日部西口鍼灸整骨院 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１―１７ 第一加藤ビル１０２

276 コスメ・美容・健康 高橋はりきゅう整骨院 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央５―１０―１６ ハイツ春日部１０６

277 コスメ・美容・健康 骨盤と腸の整体院　ナオナ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 南１―７―７ 

278 コスメ・美容・健康 コパグリーン 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―５７―１２ 永島第２ビル７０７

279 コスメ・美容・健康 慈愛治療院 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―５６―９ ライフピア春日部第２－６０１号室

280 コスメ・美容・健康 JASPER 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―７―１５ 

281 コスメ・美容・健康 Personal beauty studio FUKU-RY 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―５２―２ 

282 コスメ・美容・健康 BUILT FITNESS 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央７―６―１ トナンビル２階

283 コスメ・美容・健康 藤通り中国式足つぼ・リンパマッサージ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央２―１７―１４ 昭和ビル第五２０１号室

284 コスメ・美容・健康 body make salon Lily 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―８―１３

285 コスメ・美容・健康 まちの整骨院春日部東口 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―２―８ 

286 コスメ・美容・健康 ラ・パンセ　駅前店 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―１０―２ 村田ビル２Ｆ

287 コスメ・美容・健康 ラ・パンセ　２号館 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―５４―４ タケヤビル１Ｆ

288 コスメ・美容・健康 ＬＯＶＥＬＹＡ　Ｎａｉｌ＆Ｅｙｅｌａｓｈ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央５―１―１７ 市川ビル２Ｆ

289 その他業種 アヅマ写真館 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁１―８―４ 

290 その他業種 学導舎　学ｎａｖｉ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 緑町４―７―３０ 

291 その他業種 株式会社クリーンバルブ工業 紙券のみ 専用券/共通券 緑町３―４―１２ 

292 その他業種 華陽印刷株式会社 紙券のみ 専用券/共通券 浜川戸１―１８―２ 

293 その他業種 第一環境設備株式会社 紙券のみ 専用券/共通券 緑町４―７―１７ 

294 その他業種 パソコンサポートかすかべ 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―４６―１ 

295 その他業種 日向接骨院 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 南５―５―６７ サザンビル１Ｆ

296 その他業種 ぷらっとかすかべ 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―３―４ 

297 その他業種 MERCYヨガ整体スタジオルーム 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―４４―７ 中田ビル５階

298 その他業種 ミュージックファーム　ぷりま 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―５７―１２ 永島第二ビル３Ｆ

299 その他業種 有限会社大谷畳店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央８―３―８ 

300 その他小売業 アートスタジオ５Ｃ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１９―６ ライフピア春日部第１－１０１

301 その他小売業 伊勢屋 紙券のみ 専用券/共通券 南４―２２―２３ 

302 その他小売業 一般社団法人春日部市身体障害者福祉会 紙券のみ 専用券/共通券 中央６―２ 春日部市役所内

303 その他小売業 いとや 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―２１―１０ 大作ビル２階

304 その他小売業 SKT 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東５―１―３０ 

305 その他小売業 大崎生花店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―２１―２２ 

306 その他小売業 春日部市役所内　売店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―２ 春日部市役所内

307 その他小売業 春日部木材株式会社 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東２―１１―１１ 

308 その他小売業 株式会社　相心 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―１―２７ ふじのダイヤビル２０１

309 その他小売業 株式会社昭和楽器 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―４４―１０ 

310 その他小売業 株式会社吉見神仏具店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁３―８―１ 

311 その他小売業 靴のくわばら 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―１―６ 
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312 その他小売業 栗原青果 紙券のみ 専用券/共通券 南４―１１―４ 

313 その他小売業 健康堂薬局 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―２１―４ 

314 その他小売業 ゴルフパートナー春日部ユリノキ通り店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央８―７―７

315 その他小売業 自然食品の店　しあわせ家族 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東１―８―２１ 

316 その他小売業 シマズ薬局 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 南５―１―５　 

317 その他小売業 ジュエリーツツミ春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―１０―４ 

318 その他小売業 たきざわ薬局 紙券のみ 専用券/共通券 緑町６―１―３ 

319 その他小売業 田村荒物店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―４―３２ 

320 その他小売業 東部シルバー　毛糸 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁２―３―１１ 

321 その他小売業 花子 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―７―２０ 第五熊谷ビル１階

322 その他小売業 美精堂時計店 紙券のみ 専用券/共通券 南４―２６―１ 

323 その他小売業 ヤギサキ調剤薬局 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁６９４２―１ 

324 その他小売業 八十八堂 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１５―２２ 

325 その他小売業 山田生花店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁２―１―２０ 

326 その他小売業 有限会社　クロサワカメラ店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁２―１―１８ 

327 その他小売業 有限会社　佐藤半兵衛商店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―１６―１ 

328 その他小売業 有限会社　花勘 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―３―１８ 

329 その他小売業 有限会社アクアパーク 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 浜川戸１―８―８ 

330 その他小売業 有限会社サポートマーケティングサービス 紙券のみ 専用券/共通券 緑町２―１４―１３ 

331 その他小売業 有限会社利根川煎餅 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―２２―８ 

332 その他小売業 リトルガーディアン 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央１―１０―１ 小関ビル

333 その他小売業 ロビンフッド 紙券のみ 専用券/共通券 中央６―３―８ 

334 その他サービス業 エステートワーク合同会社 紙券のみ 専用券/共通券 南３―５―１１ 

335 その他サービス業 越後屋自転車預かり所 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁１―８―１３ 

336 その他サービス業 春日部ターキーボウル 紙券のみ 専用券/共通券 中央１―１７―６ 

337 その他サービス業 株式会社岩槻タクシー春日部営業所 紙券のみ 専用券/共通券 中央７―６―８ 

338 その他サービス業 株式会社道彩 紙券のみ 専用券/共通券 中央５―１０―１６ ハイツ春日部１０４

339 その他サービス業 サウス整体 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 南３―１３―３１ 

340 その他サービス業 ザスタジオ　レンタルスペース 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央５―１０―１６ ハイツ春日部１０４

341 その他サービス業 スタジオキララ　春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 粕壁東２―９―１１ 

342 その他サービス業 整体のお店「陸と月」 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 粕壁東１―２３―８ 

343 その他サービス業 パソコン教室ＰＣナッツ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 中央６―８―２４ 第３１アオイビル

1 スーパー 株式会社コモディイイダ　北春日部店 紙券のみ 共通券 栄町２―２２４ 

2 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部内牧店 紙券のみ 共通券 内牧３８３２―１

3 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部栄町２丁目店 紙券のみ 共通券 栄町１―４６１―１ 

4 コンビニエンスストア ファミリーマート春日部南栄町店 紙券のみ 共通券 南栄町６―７ 

5 ドラッグストア マツモトキヨシ北春日部店 紙券/電子券の両方 共通券 栄町２―２７４

6 ドラッグストア マツモトキヨシ春日部梅田店 紙券のみ 共通券 梅田２―４―２２

7 家電販売店 コジマ×ビックカメラ春日部店 紙券/電子券の両方 共通券 梅田２―９―２０ 

8 飲食料品店 大塚果樹園 紙券のみ 専用券/共通券 内牧１６２９ 

9 飲食料品店 お菓子工房マ・メール　アンジュ　栄町店 紙券のみ 専用券/共通券 栄町１―３５６ 

10 飲食料品店 春日部内牧せんべい 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 栄町２―６５―３ 

11 飲食料品店 パン工房　アズ 紙券のみ 専用券/共通券 栄町１―４０９―４ 

12 飲食店 うどん市春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 内牧４８３６―２ 

13 飲食店 カフェイチカ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 栄町１―３３９―６ 

14 飲食店 生そば　やぶ砂 紙券のみ 専用券/共通券 栄町２―２３５―１ 

15 飲食店 すし屋赤兵衛　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 内牧２１７０―１ 

16 飲食店 宅配弁当　輪多家 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 梅田３―１６７ 

17 飲食店 ばんどう太郎 春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 内牧２１８１―１

18 理容・美容店 サロン・ド・モネ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 栄町２―１６７ 

19 理容・美容店 タマ美容室 紙券のみ 専用券/共通券 栄町１―２８１ 

20 理容・美容店 ファミリーサロン　ホソイ 紙券のみ 専用券/共通券 栄町２―１３３ 

21 書籍・文房具小売店 株式会社マエカワ事務機 紙券のみ 専用券/共通券 栄町１―４３２―２ 

22 車・バイク・自転車 タイヤガーデン春日部 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 栄町２―４ 

23 車・バイク・自転車 細井輪業 紙券のみ 専用券/共通券 栄町２―１１３ 

24 車・バイク・自転車 Ｕ－ｃａｒランド一平春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大字南栄町１８―１５ 

25 車・バイク・自転車 有限会社　タイヤキャリアサービス 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 内牧３０４３―１ 

26 車・バイク・自転車 由木モータース 紙券のみ 専用券/共通券 内牧３８５１―２ 

27 車・バイク・自転車 ヨシオート 紙券のみ 専用券/共通券 内牧２３５８―１ 

28 コスメ・美容・健康 うちだ整体院 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 内牧４０６４―６ 

29 コスメ・美容・健康 すっきり整骨院 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 梅田本町１―８―３ ピュアシティ梅田Ｂ１０２

30 コスメ・美容・健康 はり・きゅう　はりも 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 栄町１―２７９ 

31 その他業種 株式会社リソーケンセツ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 梅田本町２―１６―５

32 その他小売業 株式会社ライスファーム内田 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 内牧１７４４―２ 

33 その他小売業 米粉パンＦｕＫｕ～福 紙券のみ 専用券/共通券 内牧３６４９―２ 

34 その他小売業 有限会社　増田水産 紙券のみ 専用券/共通券 栄町２―１１２ 

35 その他小売業 有限会社 金子金物店 紙券のみ 専用券/共通券 栄町２―１ 

36 その他小売業 吉田薬局 紙券のみ 専用券/共通券 梅田３―１４２ 

37 その他サービス業 （株）金子ガス 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 栄町３―２７１ 

38 その他サービス業 福祉用具アプローズ 紙券のみ 専用券/共通券 栄町２―２２０ 

1 スーパー カスミフードスクエア春日部武里店 紙券のみ 共通券 大畑５２４―７ 

2 スーパー 株式会社スーパーバリュー　春日部武里店 紙券のみ 共通券 大枝３３０―１ 

3 スーパー （株）マルエツ　一の割店 紙券のみ 共通券 備後東１―２４―１ 

4 スーパー スーパーバリュー春日部大場店 紙券のみ 共通券 大場１４―１ 

5 スーパー ラコマート武里店 紙券/電子券の両方 共通券 大場１１４３ 

6 コンビニエンスストア セブンイレブン一ノ割駅前店 紙券のみ 共通券 一ノ割１―６―３

7 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部一ノ割店 紙券のみ 共通券 一ノ割１―１３―１

8 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部正善店 紙券のみ 共通券 備後東６―６―１６

9 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部備後西店 紙券/電子券の両方 共通券 備後西４―１１―５ 

10 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部増田新田店 紙券のみ 共通券 増田新田３９０―１

11 コンビニエンスストア セブンイレブンJS武里団地店 紙券のみ 共通券 大枝８９ 

12 コンビニエンスストア セブンイレブン武里駅東口店 紙券のみ 共通券 大場１２１８―１

13 ドラッグストア ウエルシア春日部一ノ割店 紙券/電子券の両方 共通券 一ノ割１―１―２０ 

14 ドラッグストア ウエルシア春日部武里店 紙券/電子券の両方 共通券 大畑５２４―７ 

15 ドラッグストア ドラッグストアセキ一ノ割店 紙券/電子券の両方 共通券 備後東１―２１―３ 

16 ドラッグストア ドラッグストアセキ武里店 紙券/電子券の両方 共通券 大場１２７７―１ 

17 ドラッグストア ドラッグセイムス春日部一ノ割４丁目店 紙券のみ 共通券 一ノ割４―８―１６

18 ドラッグストア ドラッグセイムス春日部大場店 紙券のみ 共通券 大場９２９―１

19 ドラッグストア ドラッグセイムス春日部備後東店 紙券のみ 共通券 備後東３―６―１０

20 飲食料品店 アサカベーカリー　一ノ割店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割２―７―１ 

21 飲食料品店 上野屋酒店 紙券のみ 専用券/共通券 備後東８―１―７ 

22 飲食料品店 お菓子工房　マ・メール　アンジュ　増田新田店 紙券のみ 専用券/共通券 増田新田９８―１ 

23 飲食料品店 おづつみ園武里団地店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大枝８９―２―１１ １０８

24 飲食料品店 かつやま 紙券のみ 専用券/共通券 備後東１―２３―３３ 

25 飲食料品店 株式会社　アヅマヤ酒店 紙券のみ 専用券/共通券 大場１２９３―３ 

26 飲食料品店 三州総本舗 武里店 紙券のみ 専用券/共通券 大場１０９１ 

27 飲食料品店 ちぐさ一ノ割店 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―６―１７ 

28 飲食料品店 手焼きせんべい　柴田屋 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大畑３０７―１ 

29 飲食料品店 デリカショップすずき 紙券のみ 専用券/共通券 大枝１０６ 

粕壁地区

内牧地区

武里地区
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No. 業種 店舗名 取扱券種 商品券種別 住所

30 飲食料品店 Ｎａｋａｙａ 紙券のみ 専用券/共通券 備後東８―４７―５ 

31 飲食料品店 肉のオリンピック 紙券のみ 専用券/共通券 大畑３０５ 

32 飲食料品店 丸和青果店 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―５―２５ 

33 飲食料品店 有限会社中野屋商店 紙券のみ 専用券/共通券 大場１５２１―１ 

34 衣料・身の回り品取扱店 たからや洋品店 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―７―２ 

35 衣料・身の回り品取扱店 ヒロヤ 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―１２―３１ 

36 衣料・身の回り品取扱店 平和堂　武里店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場１０７５ 

37 衣料・身の回り品取扱店 美和工芸 紙券のみ 専用券/共通券 備後東１―４―５ 

38 衣料・身の回り品取扱店 メリーベル 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割１―１２―６ 

39 衣料・身の回り品取扱店 洋服の青山せんげん台店 紙券のみ 専用券/共通券 大枝４６１―１ 

40 衣料・身の回り品取扱店 リビングショップ　エリザー 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割１―２９―３９ 

41 衣料・身の回り品取扱店 レディスファッション　スミレ 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―７―３４ 

42 家電販売店 イノウエデンキ 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割２―７―１１ 

43 家電販売店 株式会社　正電社 紙券のみ 専用券/共通券 大場１２９３―５ 

44 家電販売店 フジムラデンキ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場６８２―１ 

45 家電販売店 有限会社エース商会 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東２―１―１８　 一ノ割プラザ内１Ｆ

46 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 メガネヒーロー 紙券のみ 専用券/共通券 大場１０９０―１ 

47 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 メガネフラワー武里店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大畑９１９―１９ 

48 飲食店 居酒屋　食事処　時々 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割１―１２―１９ ワンブレイク１０６号

49 飲食店 居酒屋　ひかり 紙券のみ 専用券/共通券 大場１０６９―３ 

50 飲食店 居酒屋　備後 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東１―２２―３０

51 飲食店 石窯パン工房ぴーぷる　増田新田店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 増田新田１２５―１

52 飲食店 イヨマンテ 紙券のみ 専用券/共通券 備後東６―１―１７ 

53 飲食店 お弁当持ち帰り専門店「ほかほか家　一ノ割店」 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割１―１２―２１ 

54 飲食店 かづさ 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割２―７―２３ 

55 飲食店 Ｃａｆｅ　くま 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後西２―４―１５ 

56 飲食店 ｃａｆｅ　プリモ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東８―５３―８ 

57 飲食店 釜飯と和食旬 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割１―１２―１９ ワンブレイク１０２号

58 飲食店 ｃａｍｅ　ｃａｍｅ　３０ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大枝１０４―５３ 

59 飲食店 カラオケスタジオ　ニューハイジ 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―１―１８ 

60 飲食店 京おばんざい　福久和うち 紙券のみ 専用券/共通券 大場１０５７―１ 

61 飲食店 珈琲舎　牧歌 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後西２―２―１６ 

62 飲食店 ココス春日部大枝店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大枝４５７―１

63 飲食店 サイドウォーカー 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東１―２３―３０ 

64 飲食店 幸せのｇｒｅｅｎ　ｃａｆｅ　ＴＥＴＯＴＥ 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―７―４―１ 

65 飲食店 酒肴大衆ばる青挑 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割１―１２―１９ ワンブレイク１Ｆ１０１

66 飲食店 昭和 DE YAKITORI 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大畑１３８―３ 

67 飲食店 寿司割烹　むら井 紙券のみ 専用券/共通券 武里中野４９ 

68 飲食店 鮨勘 紙券のみ 専用券/共通券 備後東６―１―２１ 

69 飲食店 炭火焼肉銧や 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大枝３４２―１７ 

70 飲食店 そば処水府 紙券のみ 専用券/共通券 大場６８２ 

71 飲食店 そば処　妙高 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―１０―３０ 

72 飲食店 たこやき居酒屋山ちゃん 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大畑３０４―１ 丸ビル１０１

73 飲食店 TAMBAYAN　タンバヤン 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―１―１８

74 飲食店 中華 福松 紙券のみ 専用券/共通券 大場８１９―９ 

75 飲食店 中華食堂フーロン 紙券のみ 専用券/共通券 備後東７―２６―１４ 

76 飲食店 養老乃瀧一ノ割店 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―１―９　ライジングイン１F

77 飲食店 中国料理　祭麺堂 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東１―２２―５６ 

78 飲食店 千代寿司 紙券のみ 専用券/共通券 備後東２―２―１０ 

79 飲食店 手打ちそば・うどん梅松 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東１―２２―１１ 

80 飲食店 手打ちそば辻九春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東５―１５―１ 

81 飲食店 １０＄ｃｏｆｆｅｅ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割１―１―６ 

82 飲食店 とり田 紙券のみ 専用券/共通券 備後東２―１―６０ 

83 飲食店 なかだ寿司 紙券のみ 専用券/共通券 備後東１―２８―１５ 

84 飲食店 ハンバーグ・ステーキ&J 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場１１０３―２ 上原第二ビル１０５

85 飲食店 平幸 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東３―２６―８ 

86 飲食店 ベルパエーゼ春日部 紙券のみ 専用券/共通券 備後東４―９―１

87 飲食店 マイルス 紙券のみ 専用券/共通券 備後東６―１４―１ 

88 飲食店 松葉鮨　　八竹　 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場１１５８ スタックエスケイビル

89 飲食店 麺カフェ　ひまわり 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大枝８９ 武里団地２－１１－１１３

90 飲食店 やきとり居酒屋きみちゃん 紙券のみ 専用券/共通券 備後西１―２―２２ 

91 飲食店 やきとり　はんと　谷中店 紙券のみ 専用券/共通券 大場６５８―５ 

92 飲食店 やきとり味大悟 紙券のみ 専用券/共通券 大場１３１６―９ 

93 飲食店 有限会社　寿楽 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場１０９４―１ 

94 飲食店 和牛苑 紙券のみ 専用券/共通券 大場１０９０―３ 

95 旅行業 株式会社春日部観光バス 紙券のみ 専用券/共通券 大場９９１―１ 

96 リフォーム業 Ｔｓｕｋａｓａ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東７―１９―１１ 

97 リフォーム業 原塗装工業 紙券のみ 専用券/共通券 大場１４５８

98 リフォーム業 有限会社　花井建築 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１３０９ 

99 クリーニング クリーニング　マーガレット 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―１４―１８ 

100 クリーニング 誠クリーニング 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―２０―３９ 

101 クリーニング やまだクリーニング武里団地店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大枝８９―２―１１ １０５

102 クリーニング やまだクリーニング本店 紙券のみ 専用券/共通券 大場７８１―３ 

103 クリーニング 有限会社クリーニングショップヨネザワ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東２―１―６０ 

104 理容・美容店 ATELIER Pure 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場１１０１―４ 上原第一ビル１０５

105 理容・美容店 市川理容室 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―１７―４８ 

106 理容・美容店 ザ・カット美容室 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大枝１０７―２ 

107 理容・美容店 ＪＯＲＲＥＹＯ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場１０９８―４ 小栗ビル１Ｆ

108 理容・美容店 男爵 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割４―２―２ 

109 理容・美容店 ナナ美容室 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割２―３―４６ 

110 理容・美容店 ニュー武里理容室 紙券のみ 専用券/共通券 大場１１３４―４ 

111 理容・美容店 はせがわ美容室 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―１７―２ 

112 理容・美容店 バハティー 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大枝８８６ 

113 理容・美容店 ビューティーサロン紀久代 紙券のみ 専用券/共通券 武里中野７３２―４ 

114 理容・美容店 美容室モカ 紙券のみ 専用券/共通券 大畑３０５ 

115 理容・美容店 ヘアーサロンササキ 紙券のみ 専用券/共通券 備後西２―７―６４ 

116 理容・美容店 ヘアーサロン ミッキー 紙券のみ 専用券/共通券 大枝８８７―５ 

117 理容・美容店 山田理髪店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割１―３０―１ 

118 理容・美容店 美容室ぴーぷる 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割１―７―３ 

119 理容・美容店 ヨッコヘアー 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後西４―１５―６４ 

120 理容・美容店 理美容室モモ 紙券のみ 専用券/共通券 備後東１―２２―５１

121 書籍・文房具小売店 深井書店 紙券のみ 専用券/共通券 備後東１―２２―３ 

122 書籍・文房具小売店 まことや文具店 紙券のみ 専用券/共通券 備後東７―３４―６ 

123 書籍・文房具小売店 有限会社　服部書店 紙券のみ 専用券/共通券 大場１０５２ 

124 車・バイク・自転車 あおしか　サイクル 紙券のみ 専用券/共通券 備後東８―５４―１２ 

125 車・バイク・自転車 オートショップ白鳥輪業 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大枝６８０―５ 

126 車・バイク・自転車 セオサイクル一ノ割店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東２―１―１８　 １０１

127 車・バイク・自転車 2りんのお店よし田 紙券のみ 専用券/共通券 大場１０６３―１１ 

128 車・バイク・自転車 有限会社坂巻自動車 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 薄谷２３７―８ 

129 コスメ・美容・健康 株式会社　東昌教育企画 紙券のみ 専用券/共通券 備後東１―２８―１８

130 コスメ・美容・健康 スミトの整体院 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割１―１７―５０ 

131 コスメ・美容・健康 たかはし化粧品店 紙券のみ 専用券/共通券 大畑３０２―３ 

132 コスメ・美容・健康 ＰｒｉｖａｔｅＮａｉｌｓａｌｏｎ　Ｌｕｎｏｎ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割２―１１―６ 

133 コスメ・美容・健康 まちの整骨院武里駅前 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場１１３８ 

武里地区
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春日部市プレミアム付商品券　加盟店一覧 2023/2/13時点

No. 業種 店舗名 取扱券種 商品券種別 住所

134 カルチャー・ホビー みんなのパソコン教室 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後西１―８―７ パークメゾンアオイ１０２号室

135 その他業種 朝日印刷株式会社 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割２―１―３０

136 その他業種 臼井俊英税理士事務所 紙券のみ 専用券/共通券 大畑２９５―１３ 

137 その他業種 （株）ＡＢＣエアコン 紙券のみ 専用券/共通券 大枝６７４ 

138 その他業種 菊地和巳税理士事務所 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 武里中野２３２―１０

139 その他業種 助産院母魂 紙券のみ 専用券/共通券 大場１３５２―４ 

140 その他業種 セントラル歯科診療所 紙券のみ 専用券/共通券 大枝８９―２―１１―１１０ 

141 その他業種 武里ゴルフセンター 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大枝５５３ 

142 その他業種 平尾デザインルーム 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割４―１３―２３ 

143 その他業種 有限会社東工務店 紙券のみ 専用券/共通券 薄谷１２８―５ 

144 その他小売業 インテリア　マツデン 紙券のみ 専用券/共通券 大場１３１６―４ 

145 その他小売業 （株）小宅楽器 紙券のみ 専用券/共通券 大場９９１―２ 

146 その他小売業 株式会社ヒロファーム 紙券のみ 専用券/共通券 武里中野５４８―１ 

147 その他小売業 株式会社　丸三 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 増田新田１１７―１ 

148 その他小売業 株式会社 読書人 紙券のみ 専用券/共通券 大場１１００―４ 

149 その他小売業 クスリの石川薬局 紙券のみ 専用券/共通券 大枝３５２―３ 山口マンション１０３

150 その他小売業 コトブキ屋酒店 紙券のみ 専用券/共通券 備後東１―３―２４ 

151 その他小売業 サンライズマーケット 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東３―２６―８ 

152 その他小売業 関根園芸有限会社　武里店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場１１０８ 

153 その他小売業 たけぶ化粧品店 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―１９―７ 

154 その他小売業 蛸屋武里店 紙券のみ 専用券/共通券 大場１２９９

155 その他小売業 東彩ガス株式会社 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場２０２ 

156 その他小売業 羽子板．提灯　秀花 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東８―１―１０ １０２

157 その他小売業 フローリストタケサト 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場１０５７ 

158 その他小売業 やきとり．弁当．惣菜　あけぼの 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１―７―１ 

159 その他小売業 山崎陶房 紙券のみ 専用券/共通券 備後東１―１―７ 

160 その他小売業 有限会社　中島米店 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割３―２―３６ 

161 その他小売業 有限会社　志村酒店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東２―１５―３０ 

162 その他小売業 有限会社菖蒲屋 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 一ノ割４―１０―３６ 

163 その他小売業 ラッキーフラワー 紙券のみ 専用券/共通券 大枝８９ 武里団地２－１１－１０９

164 その他小売業 リカー＆フーズ　コグレ 紙券のみ 専用券/共通券 大畑６８ 

165 その他小売業 リサイクルショップマルフジ 紙券のみ 専用券/共通券 備後東１―２２―３５ 

166 その他サービス業 Itagaki Relaxation Salon 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 備後東２―２８―７

167 その他サービス業 株式会社　ダスキン一晃 紙券のみ 専用券/共通券 一ノ割１２３０―１ 

168 その他サービス業 ニューパールレーン武里 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大場１１４３ 

169 その他サービス業 ハダ動物病院 紙券のみ 専用券/共通券 備後西５―７―３４

170 その他サービス業 はり　マッサージ　指圧・クリア治療院　 紙券のみ 専用券/共通券 備後東１―２２―２４　 伊野瀬ビル１０２

1 スーパー 株式会社コモディイイダ　豊春店 紙券のみ 共通券 上蛭田６３１―２ 

2 スーパー （株）マルエツ　豊春店 紙券のみ 共通券 下蛭田２７８ 

3 スーパー 業務スーパー　春日部豊町店 紙券/電子券の両方 共通券 豊町５―１３―８ 

4 スーパー 生活協同組合コープみらい　コープ春日部店 紙券のみ 共通券 谷原３―８―１ 

5 スーパー 東武ストア　豊春店 紙券のみ 共通券 上蛭田１３６―１ 

6 スーパー マルヤ豊春店 紙券のみ 共通券 上蛭田１５８―１

7 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部大沼７丁目店 紙券のみ 共通券 大沼７―２１―２ 

8 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部谷原２丁目店 紙券のみ 共通券 谷原２―１２―５

9 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部豊町２丁目店 紙券のみ 共通券 豊町２―６―６

10 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部豊町6丁目店 紙券のみ 共通券 豊町６―１０―４

11 コンビニエンスストア セブンイレブン豊春駅前店 紙券のみ 共通券 上蛭田１４２―５ 

12 ドラッグストア ウエルシア春日部豊春店 紙券/電子券の両方 共通券 上蛭田６４９ 

13 ドラッグストア ウエルシア春日部谷原店 紙券/電子券の両方 共通券 谷原３―１８ 

14 ドラッグストア （株）カワチ薬品春日部店 紙券のみ 共通券 豊町３―１１―２ 

15 ドラッグストア セキ薬局春日部大沼店 紙券/電子券の両方 共通券 大沼３―１１８ 

16 ドラッグストア ドラッグストアセキ春日部大沼店 紙券/電子券の両方 共通券 大沼３―１１８ 

17 ドラッグストア ドラッグストアセキ豊春店 紙券/電子券の両方 共通券 道口蛭田１８０―１ 

18 ドラッグストア ドラッグセイムス豊春店 紙券のみ 共通券 増富４６１―１

19 ドラッグストア ドラッグセイムス豊春東口店 紙券のみ 共通券 上蛭田４８１―１

20 百円ショップ・ディスカウントショップ ＭＥＧＡドン・キホーテ春日部店 紙券/電子券の両方 共通券 南中曽根８９５―１ 

21 衣料・身の回り品取扱店 パシオス　谷原店 紙券のみ 共通券 谷原３―１７―５ 

22 その他小売業 ゴルフ５ 春日部店 紙券のみ 共通券 大沼２―８―１

23 ドラッグストア ファーマシーいまい薬局 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上蛭田１４７―１ 

24 飲食料品店 アサカベーカリー　豊春店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上蛭田２５６―２ 

25 飲食料品店 お茶の本宮 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田１６２―６ 

26 飲食料品店 酒商 松本屋 紙券のみ 専用券/共通券 増富４６５―１ 

27 飲食料品店 高橋酒店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下蛭田２３４―３ 

28 飲食料品店 パティスリー　コンコルド 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 道口蛭田１７８―８ 

29 飲食料品店 ハヤシヤベーカリー 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田５１５―２ 

30 飲食料品店 見晴屋 紙券のみ 専用券/共通券 南中曽根４３４―２ 

31 衣料・身の回り品取扱店 ＡＯＫＩ春日部ユリノキ通り店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼１―１ 

32 衣料・身の回り品取扱店 シュープラザ　春日部ユリノキ通り店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 谷原３―１７―１ 

33 衣料・身の回り品取扱店 ファッションハウスＰＡＬ 紙券のみ 専用券/共通券 道口蛭田１７８―１６ 

34 衣料・身の回り品取扱店 美好屋 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上蛭田５８１―１８ 

35 家電販売店 エルメックダイワ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 道口蛭田１５８―３ 

36 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 眼鏡市場春日部ユリノキ通り店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町２―９―２１ 

37 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 めがねのノン 紙券のみ 専用券/共通券 谷原新田２２１２―３

38 飲食店 味処 八起 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町２―１１―７ メゾンカスミ２０２

39 飲食店 安楽亭　春日部豊町店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町１―１―１ 

40 飲食店 居酒屋　大新 紙券のみ 専用券/共通券 谷原３―１４―２０ 

41 飲食店 イタリア料理アトリ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上蛭田７９―１

42 飲食店 うなぎ　はねだ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上蛭田４９３―９ 

43 飲食店 沖縄家　ゆんたく 紙券のみ 専用券/共通券 豊町５―７―４３ 

44 飲食店 会席料理　甲子 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼１―９１ 

45 飲食店 からやま　春日部ユリノキ通り 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町４―１―１０

46 飲食店 キオラコーヒー　ロースタリー＆カフェ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼３―１２３―１ 

47 飲食店 季節料理　松 紙券のみ 専用券/共通券 増富１３―２ 

48 飲食店 木曽路春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町３―１―７ 

49 飲食店 共栄 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼５―２８ 

50 飲食店 餃子の王将　春日部ユリノキ通り店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町４―１―９ 

51 飲食店 しゃぶしゃぶどん亭　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼２―５９ 

52 飲食店 鮨　こばやし 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 谷原新田２１５５―１ 

53 飲食店 ステーキのどん春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼２―１ 

54 飲食店 そば吉 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下大増新田４０―３ 

55 飲食店 中華料理　幸楽 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町２―１６―２ 

56 飲食店 ティールーム　チャチャ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上蛭田５７２―１ １０１

57 飲食店 天狗樽 紙券のみ 専用券/共通券 大沼２―６１ 

58 飲食店 鳥貴族　豊春店 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田１３２―４　昭和ビル第２　１階

59 飲食店 とんかつ　かつ春 紙券のみ 専用券/共通券 増富１８６ 

60 飲食店 鳴子庵 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田５１２―４ 

61 飲食店 馬車道春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼７―１ 

62 飲食店 華屋与兵衛　春日部大沼店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼４―１１６ 

63 飲食店 プレミアムカルビ春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町３―１１―１０ 

64 飲食店 ブロンコビリー春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町３－１－５

豊春地区

武里地区
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春日部市プレミアム付商品券　加盟店一覧 2023/2/13時点

No. 業種 店舗名 取扱券種 商品券種別 住所

65 飲食店 丸源ラーメン 春日部16号バイパス店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 新方袋５３８―１

66 飲食店 モーモー亭 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼１―９２ 

67 飲食店 もつ煮込専門店久 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町５―７―６―１０１　第一山崎コーポ

68 飲食店 もつ焼き さの 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上蛭田１２０ 新井ビル１０１号室

69 飲食店 もみ込み焼肉　食道楽　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下蛭田３５３―１０ 

70 飲食店 やきとり　ハッピー 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田２６０ 

71 飲食店 やきとり　やきとん　とりとん 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 増富４６２―１０

72 飲食店 焼肉きんぐ春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 谷原３―１８―７ 

73 飲食店 ゆず庵 春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 増富７５９―２

74 飲食店 来来亭　ユリノキ通り店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼４―１８―７ 

75 飲食店 リンガーハット春日部豊春店 紙券のみ 専用券/共通券 豊町５―１３―１

76 飲食店 煉瓦屋 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田１３２―４ 

77 飲食店 わいず春日部店 紙券のみ 専用券/共通券 大沼７―１―１

78 飲食店 和食処とんでん春日部増富店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 増富３３５

79 リフォーム業 井田建具店 紙券のみ 専用券/共通券 大沼５―２７―５ 

80 リフォーム業 株式会社MK Home 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 谷原２―２―１３ 清水マンション１０１

81 リフォーム業 小松工務店 紙券のみ 専用券/共通券 谷原１―１８―１ ドルミ春日部４１８

82 リフォーム業 大栄興産　株式会社 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 増富７５４ 

83 リフォーム業 リフォームリノベーション大工タカハギ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼６―１３３―３ 

84 クリーニング ファッションクリーニング　タナカ 紙券のみ 専用券/共通券 下蛭田２５４―１ 

85 理容・美容店 あすなろ美容室 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田４６９―１０ 

86 理容・美容店 カットサロン　Ｕ．Ｓ．Ａ 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田５２９―６ 

87 理容・美容店 カットハウス　ＤＵＮＫ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町１―５―２７ 

88 理容・美容店 カットハウス　ドロップ　イン 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田５２４―１ 

89 理容・美容店 コアフュール．シュ．シュ 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田５８１―６ 

90 理容・美容店 comfort by EMU international 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町５―１９―１７ 

91 理容・美容店 SpicE 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 新方袋６６６―６ 

92 理容・美容店 チャームビューティー麻衣 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田２４０―９ 

93 理容・美容店 ビューティーサロンドリーム 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 道口蛭田１１８―５ 

94 理容・美容店 美容室ciel 紙券のみ 専用券/共通券 増富７６０―８ 

95 理容・美容店 美容室フクイ 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田２３７―１７ 

96 理容・美容店 poire image 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 増富５６５―２ 

97 理容・美容店 Ｈａｉｒ　ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ａｎｄｚ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上蛭田１４７―１ Ｇ号室

98 理容・美容店 ヘアーサロンモリタ 紙券のみ 専用券/共通券 谷原２―６―７ レジーナ壱番館１０１号

99 理容・美容店 理容アズマ 紙券のみ 専用券/共通券 道口蛭田１７８―１７ 

100 理容・美容店 ルーティス 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼４―１１１ 

101 車・バイク・自転車 サイクルショップまつもと 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田１２６―５ 

102 車・バイク・自転車 埼玉トヨペット（株）　春日部谷原支店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 谷原２―１―５ 

103 車・バイク・自転車 つかもとサイクル 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 谷原１―１７―９ 

104 車・バイク・自転車 ホリデー車検春日部 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 南中曽根８４９―６ 

105 コスメ・美容・健康 asian relaxation villa 春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町４―６―７

106 コスメ・美容・健康 春日部治療院 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 西八木崎１―２―１ 

107 コスメ・美容・健康 整体サロン・ほぐし処 紙券のみ 専用券/共通券 豊町６―１０―２４ マルフジ店舗１０３

108 コスメ・美容・健康 美容鍼灸サロンモクレン 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 谷原２―８―７ 

109 コスメ・美容・健康 みき化粧品 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田５２３―１ 

110 その他業種 株式会社匠建築工房 紙券のみ 専用券/共通券 谷原２―１―１ 

111 その他業種 ステップゴルフ豊春店 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田１１９―４ ネクストガーデンビル２階

112 その他業種 豊春薬局 紙券のみ 専用券/共通券 下蛭田１３２―３３ 

113 その他小売業 カーテン・じゅうたん王国　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼７―２９ 

114 その他小売業 KASUKABE卓球 紙券のみ 専用券/共通券 谷原２―１―９ 

115 その他小売業 株式会社アラボー 紙券のみ 専用券/共通券 道順川戸１３ 

116 その他小売業 （株）立川インテリア 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町２―９―１５ 

117 その他小売業 天一せんべい（株式会社　天　一） 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町５―１９―８ 

118 その他小売業 玩古庵 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼２―６２―２２ 

119 その他小売業 黄金堂本舗 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上蛭田２６５―１ 

120 その他小売業 上州屋　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 増富８８５―１ 

121 その他小売業 上州屋　キャンベル春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 増富８７８―１ 

122 その他小売業 せんべい・おかき処　煎匠　ことぶき 紙券のみ 専用券/共通券 大沼４―１７―２ 

123 その他小売業 手焼せんべい・うちだ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上蛭田２１９―１０ 

124 その他小売業 人形の長月 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 増戸２２４―１ 

125 その他小売業 花の店パレット 紙券のみ 専用券/共通券 大沼３―１２３―３

126 その他小売業 凮月 紙券のみ 専用券/共通券 道口蛭田１７８―６ 

127 その他小売業 みうら薬品 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田２３３―７ 

128 その他小売業 薬局アイアム 紙券のみ 専用券/共通券 上蛭田５１―１ 

129 その他小売業 やまや春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 谷原３―７―１

130 その他小売業 （有）かかや 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大沼２―６２―２６ 

131 その他小売業 読売新聞　春日部西部 紙券のみ 専用券/共通券 豊町５―４―２１ 

132 その他サービス業 春日部西口ゴルフセンター 紙券のみ 専用券/共通券 上大増新田２６７―２ 

133 その他サービス業 行政書士法人　吉成法務行政管理事務所 紙券のみ 専用券/共通券 大沼２―６２―２０

134 その他サービス業 スマイルキャット 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 豊町２―９―１５ 

1 スーパー 株式会社スーパーバリュー　春日部小渕店 紙券のみ 共通券 小渕４６２―１ 

2 スーパー 生鮮市場TOP春日部店 紙券のみ 共通券 八丁目新田９７５―１ 

3 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部公園橋通り店 紙券のみ 共通券 八丁目７７―１ 

4 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部八丁目店 紙券/電子券の両方 共通券 八丁目７５６―２ 

5 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部小渕北店 紙券のみ 共通券 小渕１１４５―１

6 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部小渕店 紙券のみ 共通券 小渕１２０１―１

7 ドラッグストア ウエルシア春日部八丁目店 紙券/電子券の両方 共通券 小渕１０７―４ 

8 飲食料品店 菓子工房レガール 紙券のみ 専用券/共通券 牛島７４０―１ 

9 飲食料品店 手作りパンの店 コッペ 紙券のみ 専用券/共通券 樋堀１―３ 

10 飲食料品店 ちぐさ東口店 紙券のみ 専用券/共通券 八丁目１００７―１ 

11 飲食料品店 筒井豆富本店 紙券のみ 専用券/共通券 八丁目２９ 

12 飲食料品店 広瀬菓子店 紙券のみ 専用券/共通券 牛島１５８３―８ 

13 飲食料品店 八百勇商店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕６５７―１ 

14 飲食料品店 有限会社太田屋米菓 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 八丁目２７３ 

15 衣料・身の回り品取扱店 東京靴流通センター　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大字小渕字中島１４１６―１ 

16 衣料・身の回り品取扱店 有限会社　ミスズ小渕店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕６９５ 

17 家電販売店 パナランドコトブキ 紙券のみ 専用券/共通券 八丁目９ 

18 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 榎本時計店 紙券のみ 専用券/共通券 八丁目３４―３ 

19 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 メガネスーパー春日部小渕店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕２０５―４

20 飲食店 居酒屋　かど屋 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 八丁目７２０―１０ 

21 飲食店 いろはにポッポ 紙券のみ 専用券/共通券 樋籠９７６―４ 

22 飲食店 海鮮割烹魚元 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 牛島１５７７―１ 

23 飲食店 割烹とんかつ八幡 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 樋堀３５６―３ 

24 飲食店 カフェレストラン　クレール 紙券のみ 専用券/共通券 牛島６４５―５ 

25 飲食店 からあげ鳥元 紙券のみ 専用券/共通券 牛島１５８３ 

26 飲食店 カラオケスタジオ　リオ 紙券のみ 専用券/共通券 牛島１５８４―１ 

27 飲食店 食事処　たむら水産 紙券のみ 専用券/共通券 小渕２４３ さいたま春日部市場内

28 飲食店 たつ吉 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕２１０４―３ 

29 飲食店 なると屋 紙券のみ 専用券/共通券 牛島６２―３ 

30 飲食店 広島流お好み焼き七夜 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 牛島１５８７―１ 

31 飲食店 焼肉平城苑春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕４３―２ 
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32 飲食店 羅布乃瑠沙羅英慕春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 八丁目４８５―１ 

33 旅行業 株式会社　武蔵自動車　観光部 紙券のみ 専用券/共通券 小渕１１５６―１０ 

34 リフォーム業 株式会社 ひだまり住設 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 牛島１５８３

35 リフォーム業 株式会社竹久 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 八丁目３１１―１ 

36 リフォーム業 株式会社明治住設 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 新川２３５―１ 

37 リフォーム業 有限会社　長谷菊建具店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕４３７ 

38 クリーニング クリーニングショップ　はりくら 紙券のみ 専用券/共通券 小渕６９７―２ 

39 理容・美容店 H and S hair make 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 牛島１５８７―３

40 理容・美容店 おしゃれ床や　クシダ 紙券のみ 専用券/共通券 牛島１４８―１ 

41 理容・美容店 こころ理容室 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 樋籠１―６１ 

42 理容・美容店 ＤＵＤＥ　Ｈａｉｒ　Ｗｏｒｋｓ 紙券のみ 専用券/共通券 八丁目７８―５ 深井ビル１０２

43 理容・美容店 ヘアーサロン　おおくま 紙券のみ 専用券/共通券 牛島１５００―５ 

44 理容・美容店 ヘアーサロンすずき 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 樋堀１７６ 

45 理容・美容店 ヘアーサロンニューホワイト 紙券のみ 専用券/共通券 小渕１２１―６ 

46 理容・美容店 理容　タグチ 紙券のみ 専用券/共通券 小渕６９４ 

47 書籍・文房具小売店 ブックエースTSUTAYA春日部16号線店 紙券のみ 専用券/共通券 小渕１５３―１

48 ガソリンスタンド （株）ＭＵＲＡＴＡ　プレステージ春日部本店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕４２２―１ 

49 ガソリンスタンド 有限会社池田油店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕３９０ 

50 車・バイク・自転車 牛島サイクルセンターたばた 紙券のみ 専用券/共通券 牛島１５９７―１２ 

51 車・バイク・自転車 オートバックス春日部 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 不動院野１６５６―１ 

52 車・バイク・自転車 株式会社　武蔵自動車 紙券のみ 専用券/共通券 小渕１１５６―１０ 

53 車・バイク・自転車 埼玉トヨペット株式会社　春日部支店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 八丁目５５１―１ 

54 車・バイク・自転車 東武スズキ販売　本社営業所 紙券のみ 専用券/共通券 小渕３１ 

55 車・バイク・自転車 トヨタカローラ埼玉株式会社　春日部小渕店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕７５８―１ 

56 車・バイク・自転車 冨士自動車工業 紙券のみ 専用券/共通券 樋堀２１９ 

57 コスメ・美容・健康 アイ・ムサシヤ 紙券のみ 専用券/共通券 樋堀１７７―１ 

58 コスメ・美容・健康 吉晴 紙券のみ 専用券/共通券 牛島４２７―４ 

59 コスメ・美容・健康 コマツ治療院 紙券のみ 専用券/共通券 牛島１２６―７ 

60 コスメ・美容・健康 プライベートサロンcocochi 紙券のみ 専用券/共通券 牛島４２８―７ 

61 コスメ・美容・健康 マナカ化粧品店 紙券のみ 専用券/共通券 牛島１５８３―１ 

62 その他業種 お陽さまパソコン教室 紙券のみ 専用券/共通券 小渕６６―１ 

63 その他業種 寺嶋設備工業 紙券のみ 専用券/共通券 樋堀１５１―４ 

64 その他業種 福島畳店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕１４０４ 

65 その他業種 三輪商店 紙券のみ 専用券/共通券 小渕２４３ さいたま春日部市場内

66 その他業種 有限会社 堀江商事 紙券のみ 専用券/共通券 小渕２４３ さいたま春日部市場内

67 その他小売業 翁屋商店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕６８６ 

68 その他小売業 株式会社　サトウ楽器 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 小渕１１８１―１ 

69 その他小売業 株式会社イポー 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 牛島９５７―６ 

70 その他小売業 株式会社ホソダ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 八丁目１５９３ 

71 その他小売業 斉田燃料株式会社 紙券のみ 専用券/共通券 八丁目１３ 

72 その他小売業 関根園芸有限会社　本店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 樋堀９４ 

73 その他小売業 第一水産　株式会社 紙券のみ 専用券/共通券 小渕２４３ さいたま春日部市場内

74 その他小売業 中央サッシ建材株式会社 紙券のみ 専用券/共通券 不動院野７６ 

75 その他小売業 橋本薬局 紙券のみ 専用券/共通券 八丁目３４ 

76 その他小売業 やまきち雑貨店 紙券のみ 専用券/共通券 八丁目１５ 

77 その他小売業 有限会社　エプロン 紙券のみ 専用券/共通券 大字牛島１４２６―７ 

78 その他小売業 有限会社川上製麺所 紙券のみ 専用券/共通券 小渕１４４４―２ 

79 その他小売業 有限会社栗原商店 紙券のみ 専用券/共通券 八丁目３０４ 

80 その他サービス業 飛鳥交通春日部株式会社 紙券のみ 専用券/共通券 小渕２５６―１ 

81 その他サービス業 株式会社　武蔵自動車　販売部 紙券のみ 専用券/共通券 小渕１１５６―１０ 

82 その他サービス業 彩東プロゴルフスクール＆ショップ 紙券のみ 専用券/共通券 小渕１１５４―４ 

83 その他サービス業 司法書士　落合事務所 紙券のみ 専用券/共通券 樋堀３７４ 

84 その他サービス業 ボルダリングサイト　ビースリー春日部 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 樋堀３７４―１５ 

1 スーパー カスミ　春日部　藤塚店 紙券のみ 共通券 藤塚２３４１ 

2 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部銚子口店 紙券のみ 共通券 銚子口３２０―１

3 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部藤塚店 紙券のみ 共通券 藤塚２８９５

4 コンビニエンスストア ローソン春日部藤塚店 紙券のみ 共通券 藤塚２６２４―１ 

5 ドラッグストア ウエルシア春日部藤塚店 紙券/電子券の両方 共通券 藤塚２３７１―１ 

6 ドラッグストア ドラッグストアセキ藤の牛島店 紙券/電子券の両方 共通券 藤塚１３３８ 

7 ドラッグストア ドラッグセイムス春日部藤塚店 紙券のみ 共通券 本田町２―２３３

8 ドラッグストア かける薬局　春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 藤塚６０４―１

9 飲食料品店 うち田惣菜店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 藤塚２５０―２１９ 

10 飲食料品店 S-terrasse 紙券のみ 専用券/共通券 銚子口９７９ 

11 飲食料品店 パティスリーシェーヌ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 藤塚２９０２ 

12 おもちゃ・ベビー用品 羽子板の江戸勝　（有）水野製作所 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 藤塚１７２７ 

13 家電販売店 つのだ電気 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚２５０―１３５ 

14 飲食店 壽亭 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 藤塚２３５６―５

15 飲食店 中華市場 炒 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 藤塚１５７５―５ 

16 飲食店 天下一うどん 味亭 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 赤沼３７３―１ 

17 飲食店 ふくずし 紙券のみ 専用券/共通券 本田町１―１７７ 

18 飲食店 めん房　朝日屋 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚２３７１―３２ 

19 飲食店 らーめん　さいか 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 銚子口３３４―４ 

20 リフォーム業 株式会社　ＹＫトータル建装 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 本田町１―１４３―３ 

21 クリーニング オレンジクリーニング 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 藤塚２８７７ 

22 クリーニング ファッションクリーニング鳥海 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚１５２０―３１ 

23 理容・美容店 美容室　インラージ 紙券のみ 専用券/共通券 豊野町１―１０―１６ 

24 理容・美容店 モーリ美容室 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚２５０―３６９ 

25 理容・美容店 理容アキヤマ 紙券のみ 専用券/共通券 本田町１―１９０ 

26 理容・美容店 理容りんく　藤塚店 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚１１３９―１ 

27 書籍・文房具小売店 文具のナカジマ 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚１８８７ 

28 ガソリンスタンド 有限会社トイダ石油　藤塚給油所 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚２３０３―７ 

29 車・バイク・自転車 キーパープロショップ　ウイング 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚２９２２ 

30 車・バイク・自転車 ふかいサイクル 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚１１９５ 

31 コスメ・美容・健康 いづみや　化粧品店 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚２５０―３５６ 

32 コスメ・美容・健康 小峰医心堂ゆりのき鍼灸整骨院 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 藤塚２８８１ 

33 コスメ・美容・健康 Nail Salon Anne* 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 藤塚２５０―１２５ 

34 コスメ・美容・健康 本田町総合整骨院・はり灸センター 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 本田町２―１９８ ウィステリア青木１０１

35 その他業種 創栄広告 紙券のみ 専用券/共通券 六軒町５４３―２ 

36 その他小売業 飯島桐箪笥製作所 紙券のみ 専用券/共通券 豊野町１―１―９ 

37 その他小売業 お菓子の家　スワン 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚１９０９―４ 

38 その他小売業 大一青果 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚２１７１―２１６ 

39 その他小売業 髙橋釣具店 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚１２２６ 

40 その他小売業 ヒバチヤ 紙券のみ 専用券/共通券 本田町２―２０７ 

41 その他小売業 福島畳店 紙券のみ 専用券/共通券 本田町１―１５６―３ 

42 その他小売業 藤ヶ丘　三河屋酒店 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚２５０―２１７ 

43 その他小売業 フローリスト　野田ガーデン 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 本田町１―７９―２ 

44 その他サービス業 川畑音楽教室 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 藤塚６３６―２６ 

45 その他サービス業 福祉タクシーモーランド 紙券のみ 専用券/共通券 藤塚１１１８―２ 

1 スーパー おっ母さん　食の壱番館　庄和店 紙券のみ 共通券 米島９５８―１ 

豊野地区

幸松地区

庄和地区
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春日部市プレミアム付商品券　加盟店一覧 2023/2/13時点

No. 業種 店舗名 取扱券種 商品券種別 住所

2 スーパー （株）ヤオコー　南桜井店 紙券のみ 共通券 大衾４９６―１４ 

3 スーパー 生活協同組合コープみらい　ミニコープ大衾店 紙券のみ 共通券 大衾４６０―１ 

4 スーパー 生鮮市場TOPビバ春日部店 紙券のみ 共通券 下柳７６９―１ 

5 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部金崎店 紙券/電子券の両方 共通券 金崎５３―３ 

6 コンビニエンスストア セブンイレブン春日部米島店 紙券のみ 共通券 米島７０６―１ 

7 コンビニエンスストア セブンイレブン庄和西金野井神明通り店 紙券のみ 共通券 西金野井５５９

8 コンビニエンスストア セブンイレブン庄和西金野井店 紙券/電子券の両方 共通券 西金野井２２―６ 

9 ドラッグストア （株）カワチ薬品　南桜井店 紙券のみ 共通券 新宿新田３２１―１ 

10 ドラッグストア ドラッグストアセキ春日部米島店 紙券/電子券の両方 共通券 米島１１８６－２８０

11 ドラッグストア ドラッグストアセキ南桜井店 紙券/電子券の両方 共通券 米島１０００―１ 

12 ドラッグストア ドラッグセイムス庄和町店 紙券のみ 共通券 米島９６１

13 ホームセンター スーパービバホーム　春日部店 紙券のみ 共通券 下柳７６９―１ 

14 ホームセンター ミスターマックス 南桜井店 紙券のみ 共通券 大衾４９６－１２ 

15 スーパー みどりスーパー 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１３３―３ 

16 ドラッグストア （有）キタハラ薬局 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１８５ 

17 飲食料品店 あつあつ 紙券のみ 専用券/共通券 米島１００８―１３ 

18 飲食料品店 イシハラヤ 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１９８―３２

19 飲食料品店 魚　長 紙券のみ 専用券/共通券 米島９７８ 

20 飲食料品店 魚勝 紙券のみ 専用券/共通券 西宝珠花５４ 

21 飲食料品店 塚屋 紙券のみ 専用券/共通券 西宝珠花５６ 

22 飲食料品店 包工房 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上柳９９５ 道の駅庄和屋外店舗

23 飲食料品店 ドッケン 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１８６―１３０ 

24 飲食料品店 日本亭南桜井南口店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１９８―３９ 

25 飲食料品店 ブーランジェベーグ春日部店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳７６９―１ 生鮮市場ＴＯＰビバ春日部店内

26 飲食料品店 ミートショップ関根 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１８６―１４５ 

27 飲食料品店 美乃屋 紙券のみ 専用券/共通券 米島１００８―３４ 

28 飲食料品店 らくマル 紙券のみ 専用券/共通券 金崎６５９―１ 

29 衣料・身の回り品取扱店 えんどう洋品店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大衾４９６―３９１ 

30 衣料・身の回り品取扱店 シンワ 紙券のみ 専用券/共通券 米島１００８―３２ 

31 衣料・身の回り品取扱店 須賀呉服店 紙券のみ 専用券/共通券 西宝珠花５５ 

32 衣料・身の回り品取扱店 チャーミー 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１３３―２１ 

33 衣料・身の回り品取扱店 マスヤ南桜井店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１２８―２ 

34 家電販売店 キクチでんき 紙券のみ 専用券/共通券 新宿新田２９２―３ 

35 家電販売店 東武電気商会 紙券のみ 専用券/共通券 上柳４５９―１ 

36 家電販売店 花形電気商会 紙券のみ 専用券/共通券 大衾４９６―５ 

37 家電販売店 ベスト電器　フレンドショップ庄和店 紙券のみ 専用券/共通券 新宿新田３２７―４１４ 

38 家電販売店 有限会社イイデン 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１８５―１３２ 

39 家電販売店 有限会社シマダデンキ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大衾２１４ 

40 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 (株)瞳　メガネの瞳 紙券のみ 専用券/共通券 西金野井３３８―１

41 飲食店 アジアンレストランシタラ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大衾４９６―５７ 

42 飲食店 居酒屋　き八 紙券のみ 専用券/共通券 新宿新田３２７―４１３ 

43 飲食店 石窯ピザカフェダイニング快斗 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大衾４９６―２２ 

44 飲食店 イタリア料理　暖手 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１８６―１３０ 

45 飲食店 いつでも微笑みを 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１８６―３０ ２Ｆ

46 飲食店 魚民　南桜井南口駅前店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１８５―１１１ 小澤ビル１階

47 飲食店 春日部飯店&麺創屋 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上柳９９５ 道の駅庄和

48 飲食店 カラオケスタジオはなみずき 紙券のみ 専用券/共通券 米島１５５ー１ 

49 飲食店 クレープハウスジョイ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上柳９９５ 道の駅庄和

50 飲食店 ココス庄和店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 金崎６５２―１ 

51 飲食店 庄和飯店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 上柳２６―２ 

52 飲食店 鮨処　鈴よし 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 新宿新田２２８―５４ 

53 飲食店 炭火焼肉　快斗 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大衾４９６―２４０ 

54 飲食店 蕎麦カフェ竜人 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大衾４９６―５７ 

55 飲食店 そば処峰舟 紙券のみ 専用券/共通券 大衾４７―１５ 

56 飲食店 そば処やなぎ家 紙券のみ 専用券/共通券 永沼５６２―５ 

57 飲食店 高畑商店 紙券のみ 専用券/共通券 上柳９９５ 道の駅庄和内

58 飲食店 だるま 紙券のみ 専用券/共通券 立野４４１―１ 

59 飲食店 中国料理菜菜美 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１８５―１１１ ２Ｆ

60 飲食店 長寿庵 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大衾１５―１ 

61 飲食店 有限会社　たか徳 紙券のみ 専用券/共通券 金崎６４２―７ 

62 リフォーム業 上原建興 紙券のみ 専用券/共通券 木崎４９８―１ 

63 リフォーム業 遠藤電工 紙券のみ 専用券/共通券 芦橋９１７―１

64 リフォーム業 株式会社小川 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳１４０７ 

65 リフォーム業 川鍋建設 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 水角３４７ 

66 リフォーム業 菊田瓦工業 紙券のみ 専用券/共通券 金崎３８９―３ 

67 リフォーム業 長瓦店 紙券のみ 専用券/共通券 上金崎１６３ 

68 リフォーム業 有限会社　小川製瓦所 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳１４０７ 

69 リフォーム業 有限会社シライ建装 紙券のみ 専用券/共通券 大衾２７７―５３ 

70 リフォーム業 有限会社　染谷商事 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１９８―３ 

71 リフォーム業 有限会社大和住建 紙券のみ 専用券/共通券 大衾５７５―２ ダイワビル２Ｆ

72 リフォーム業 ライゼント 紙券のみ 専用券/共通券 西金野井５１０―６

73 クリーニング 石川クリーニング店 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１８５―４９ 

74 クリーニング 喜久屋クリーニング庄和店 紙券のみ 専用券/共通券 新宿新田２２８―３８ 

75 クリーニング 有限会社　クリーニングほりえ 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１８５―６７ 

76 理容・美容店 カットハウス　おか 紙券のみ 専用券/共通券 大衾６２５―６ 

77 理容・美容店 サロンドＵ美容室 紙券のみ 専用券/共通券 大衾７８ 

78 理容・美容店 ファミリーサロンマンダム 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 西金野井３１６―９ 

79 理容・美容店 福田理容院 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１８５―７２ 

80 理容・美容店 HAIR CUT M 紙券のみ 専用券/共通券 大衾２０４―３ 

81 理容・美容店 ｒｏｏｐ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 西金野井１５４―１ 

82 書籍・文房具小売店 宝珠堂 紙券のみ 専用券/共通券 西宝珠花４７ 

83 書籍・文房具小売店 宝珠堂南桜井店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１８６―２８ 

84 ガソリンスタンド 株式会社　鈴木油店 紙券のみ 専用券/共通券 上吉妻１２５５ 

85 車・バイク・自転車 有限会社　相馬モータース　春日部東支店 紙券のみ 専用券/共通券 金崎３９５―１ 

86 車・バイク・自転車 有限会社　フタバオートサービス 紙券のみ 専用券/共通券 西宝珠花４６７ 

87 車・バイク・自転車 有限会社　恵自動車販売 紙券のみ 専用券/共通券 立野６２５―１ 

88 車・バイク・自転車 有限会社青木自動車 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 木崎５０１ 

89 車・バイク・自転車 有限会社テクニクス 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４３―１

90 コスメ・美容・健康 まちの整骨院南桜井 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１８６―１５ 

91 コスメ・美容・健康 りぼん 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１３３―３０ 

92 カルチャー・ホビー アマービレ ピアノ音楽教室 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１８６―１３４ 

93 その他業種 海老沼建設 紙券のみ 専用券/共通券 永沼１９３８ 

94 その他業種 小島タイル 紙券のみ 専用券/共通券 立野４４１―１ 

95 その他業種 堀田畳店 紙券のみ 専用券/共通券 上吉妻５２５―１ 

96 その他小売業 新井米店 紙券のみ 専用券/共通券 上柳１２２３―１ 

97 その他小売業 ASA春日部東部 紙券のみ 専用券/共通券 米島２６１―１２８ 

98 その他小売業 株式会社西村園 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１３３―２０ 

99 その他小売業 株式会社道の駅庄和 紙券のみ 専用券/共通券 上柳９９５ 

100 その他小売業 亀屋荒物店 紙券のみ 専用券/共通券 西宝珠花１２０ 

101 その他小売業 社会福祉法人　めだかの学校 紙券のみ 専用券/共通券 金崎５２６―１ めだかの学校

102 その他小売業 鈴木時計店 紙券のみ 専用券/共通券 米島６４４ 

103 その他小売業 ハードオフ16号庄和店 紙券のみ 専用券/共通券 西金野井３７６―１ 

104 その他小売業 BOOKOFF 16号春日部庄和店 紙券のみ 専用券/共通券 西金野井３７６―１ 
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No. 業種 店舗名 取扱券種 商品券種別 住所

105 その他小売業 ふとんショップはやし 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 新宿新田３３３―２０７ 

106 その他小売業 フラワーショップ ミュルミュール デ フルール 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１９８―３２―１Ｆ

107 その他小売業 丸定水産 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１３３―６２ 

108 その他小売業 山城屋酒店 紙券のみ 専用券/共通券 米島１００８―４２ 

109 その他小売業 （有）　小林人形 紙券のみ 専用券/共通券 下柳１４３８ 

110 その他小売業 有限会社　ダルトワ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１８６―１５ 山口ビル１Ｆ

111 その他小売業 読売センター庄和 紙券のみ 専用券/共通券 米島９６１―５ 

112 その他小売業 和菓子司　新柳 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島１１９８―５ 

113 その他サービス業 kasukabe educational center 紙券のみ 専用券/共通券 西金野井４５２―１ 

114 その他サービス業 株式会社インテレクトホールディングス 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 永沼１１０５―１ 

115 その他サービス業 歌謡スタジオ　りんどう 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１９６―１１ 

116 その他サービス業 ドッグサロン　ベル 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 米島９７９ 

117 その他サービス業 野口農園 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 立野７２４―１ 

118 その他サービス業 フジタオートガレージ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 永沼１９８―１ 

119 その他サービス業 ペットケアcocoro 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 大衾５８８―１９ 

120 その他サービス業 ホルティ貝塚 紙券のみ 専用券/共通券 榎９２１

121 その他サービス業 有限会社滝本商店 紙券のみ 専用券/共通券 米島１１８５―５５ 

1 スーパー ヤオコー　ララガーデン春日部店 紙券のみ 共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

2 ドラッグストア マツモトキヨシ 紙券のみ 共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

3 衣料・身の回り品取扱店 アカチャンホンポ 紙券のみ 共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

4 衣料・身の回り品取扱店 ジーユー 紙券のみ 共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

5 衣料・身の回り品取扱店 ユニクロ 紙券のみ 共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

6 百円ショップ・ディスカウントショップ Seria 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

7 飲食料品店 おかしのまちおか 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

8 飲食料品店 カルディコーヒーファーム 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

9 飲食料品店 わくわく広場 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

10 衣料・身の回り品取扱店 AMO'S STYLE 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

11 衣料・身の回り品取扱店 アンソレイユ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

12 衣料・身の回り品取扱店 ABC-MART 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

13 衣料・身の回り品取扱店 Color Garden 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

14 衣料・身の回り品取扱店 キラット 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

15 衣料・身の回り品取扱店 GLOBAL WORK 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

16 衣料・身の回り品取扱店 GORGE　BE 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

17 衣料・身の回り品取扱店 STONE MARKET 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

18 衣料・身の回り品取扱店 Ｄｉｓｃｏａｔ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

19 衣料・身の回り品取扱店 ハニーズ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

20 衣料・身の回り品取扱店 BANKAN 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

21 衣料・身の回り品取扱店 P.S.FA 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

22 衣料・身の回り品取扱店 ファイテンショップ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

23 衣料・身の回り品取扱店 Bleu Bleuet GENERAL STORE 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

24 衣料・身の回り品取扱店 ふわりぃ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

25 衣料・身の回り品取扱店 Museum 24 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

26 衣料・身の回り品取扱店 レインズ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

27 衣料・身の回り品取扱店 レプシィム 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

28 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 エースコンタクト 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

29 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 JINS 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

30 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 メガネスーパー 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

31 飲食店 しゃぶしゃぶ牛太 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

32 飲食店 スターバックスコーヒー 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

33 飲食店 スマイリークレープ/笑たこ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

34 飲食店 富金豚 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

35 飲食店 ポムズファーム 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

36 飲食店 本格インド料理　マンディル 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

37 飲食店 マクドナルド 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

38 飲食店 丸亀製麺 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

39 飲食店 ミスタードーナツ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

40 飲食店 焼肉おもに亭 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

41 飲食店 万豚記 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

42 クリーニング ポニークリーニング 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

43 理容・美容店 ZELE 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

44 理容・美容店 ヘアカラー専門店 fufu 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

45 書籍・文房具小売店 リブロ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

46 コスメ・美容・健康 ネイルクイック 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

47 その他業種 カメラのキタムラ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

48 その他業種 ｹﾞｰｾﾝ　ｸﾚﾖﾝしんちゃん　嵐を呼ぶﾌﾞﾘﾌﾞﾘｼﾈﾏｽﾀｼﾞｵ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

49 その他業種 UQスポット 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

50 その他業種 ユナイテッド・シネマ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

51 その他業種 夢工房 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

52 その他業種 楽天モバイル 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

53 その他業種 ワイモバイル 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

54 その他小売業 CouCou 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

55 その他小売業 SmaPla 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

56 その他小売業 plus smile 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

57 その他小売業 ペテモ 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

58 その他小売業 MAMAIKUKO 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

59 その他小売業 三越春日部 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

60 その他小売業 無印良品 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　２階

61 その他サービス業 スタジオアリス 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　１階

62 その他サービス業 てもみん 紙券のみ 専用券/共通券 南１―１―１ ララガーデン春日部　３階

1 スーパー イオンリテール株式会社　イオン春日部店 紙券のみ 共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

2 衣料・身の回り品取扱店 ユニクロ 紙券のみ 共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

3 カルチャー・ホビー スポーツオーソリティ 紙券のみ 共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

4 その他小売業 無印良品 紙券のみ 共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

5 百円ショップ・ディスカウントショップ Seria 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

6 飲食料品店 おかしのまちおか 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

7 飲食料品店 果汁工房 果琳 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

8 飲食料品店 口福堂 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

9 飲食料品店 GODIVA 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

10 飲食料品店 ゴンチャ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

11 飲食料品店 サーティワンアイスクリーム 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

12 飲食料品店 ジャンプ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

13 飲食料品店 ディッパーダン 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

14 飲食料品店 ハートブレッドアンティーク 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

15 飲食料品店 ビアードパパ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

16 飲食料品店 フロプレステージュ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

17 飲食料品店 ミスタードーナツ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

18 飲食料品店 わくわく広場 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

19 衣料・身の回り品取扱店 i clock. 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階
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No. 業種 店舗名 取扱券種 商品券種別 住所

20 衣料・身の回り品取扱店 axes femme 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

21 衣料・身の回り品取扱店 Agreable 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

22 衣料・身の回り品取扱店 AZUL by moussy 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

23 衣料・身の回り品取扱店 ASBee 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

24 衣料・身の回り品取扱店 アナヒータストーンズ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

25 衣料・身の回り品取扱店 ISPANO 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

26 衣料・身の回り品取扱店 エヴァンジル 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

27 衣料・身の回り品取扱店 ABC-MART 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

28 衣料・身の回り品取扱店 ECOLIFE COCO 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

29 衣料・身の回り品取扱店 CUTE 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

30 衣料・身の回り品取扱店 ゲンキ・キッズプラス 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

31 衣料・身の回り品取扱店 サックスバーアナザーラウンジ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

32 衣料・身の回り品取扱店 SM2 keittio 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

33 衣料・身の回り品取扱店 G-LAND 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

34 衣料・身の回り品取扱店 SHOO・LA・RUE 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

35 衣料・身の回り品取扱店 ジュエリーツツミ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

36 衣料・身の回り品取扱店 ジュリア・オージェ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

37 衣料・身の回り品取扱店 STUDIO J 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

38 衣料・身の回り品取扱店 studio.s 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

39 衣料・身の回り品取扱店 STUDIO CLIP 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

40 衣料・身の回り品取扱店 STONE MARKET 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

41 衣料・身の回り品取扱店 SpRay PREMIUM 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

42 衣料・身の回り品取扱店 3COINS 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

43 衣料・身の回り品取扱店 CIQUETO ikka 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

44 衣料・身の回り品取扱店 チチカカ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

45 衣料・身の回り品取扱店 チュチュアンナ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

46 衣料・身の回り品取扱店 T's collection 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

47 衣料・身の回り品取扱店 ナチュラルクチュール 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

48 衣料・身の回り品取扱店 Hush Puppies 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

49 衣料・身の回り品取扱店 HANAGOROMO 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

50 衣料・身の回り品取扱店 Honeys 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

51 衣料・身の回り品取扱店 ハピネス 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

52 衣料・身の回り品取扱店 PARIS JULIET 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

53 衣料・身の回り品取扱店 BREEZE square 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

54 衣料・身の回り品取扱店 BRICK HOUSE by Tokyo Shirts 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

55 衣料・身の回り品取扱店 BLESS 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

56 衣料・身の回り品取扱店 frou-frou 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

57 衣料・身の回り品取扱店 BELLUNA 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

58 衣料・身の回り品取扱店 MeetsAnswer 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

59 衣料・身の回り品取扱店 miomio 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

60 衣料・身の回り品取扱店 Milluflora 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

61 衣料・身の回り品取扱店 ライトオン 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

62 衣料・身の回り品取扱店 Lilou de chouchou 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

63 衣料・身の回り品取扱店 ロペピクニック 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

64 衣料・身の回り品取扱店 WABI×SABI 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

65 衣料・身の回り品取扱店 one's terrace 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

66 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 OPTIQUE PARIS MIKI 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

67 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 OWNDAYS 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

68 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 JINS 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

69 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 ハートアップ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

70 飲食店 アジアｎごはん 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

71 飲食店 上島珈琲店 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

72 飲食店 鰻川 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

73 飲食店 王記厨房 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

74 飲食店 餃包 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

75 飲食店 ケンタッキー・フライド・チキン 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

76 飲食店 サイゼリヤ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

77 飲食店 さち福や 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

78 飲食店 サンマルクカフェ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

79 飲食店 しゃぶ菜 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

80 飲食店 スターバックスコーヒー 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

81 飲食店 築地銀だこ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

82 飲食店 D's Sweet Marche 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

83 飲食店 天麩羅えびのや 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

84 飲食店 とんかつ新宿さぼてん 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

85 飲食店 Napoli de Napoli 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

86 飲食店 肉のヤマキ商店 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

87 飲食店 ビストロ309 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

88 飲食店 ペッパーランチ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

89 飲食店 紅虎餃子房 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

90 飲食店 北陸金沢もりもり寿し 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

91 飲食店 マクドナルド 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

92 飲食店 丸亀製麺 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

93 飲食店 もちもちの木 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

94 飲食店 リンガーハット 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

95 理容・美容店 UNIX 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

96 書籍・文房具小売店 未来屋書店 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

97 書籍・文房具小売店 La papeterie 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

98 コスメ・美容・健康 AENA 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

99 コスメ・美容・健康 カラースタジオ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

100 コスメ・美容・健康 ザボディショップ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

101 カルチャー・ホビー HMV 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

102 カルチャー・ホビー 島村楽器 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

103 カルチャー・ホビー ふるいち 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

104 カルチャー・ホビー PETEMO 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

105 カルチャー・ホビー Hobby Zone 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

106 その他小売業 GALLERY memoria 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

107 その他小売業 サンリオギフトゲート 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

108 その他小売業 SMILE FACTORY 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

109 その他小売業 HIDE AND SEEK 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

110 その他小売業 HYPER SHOP 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

111 その他小売業 はん･印刷 大谷 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

112 その他小売業 PIVOT 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

113 その他小売業 ホームカミング/ヴィレッジヴァンガード 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

114 その他小売業 マイまくら 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

115 その他サービス業 カラダファクトリー 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

116 その他サービス業 GRACE BODY 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

117 その他サービス業 glace liberty オンパミード 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　３階

118 その他サービス業 スタジオキャラット 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

119 その他サービス業 Smart Doctor Pro. 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

120 その他サービス業 マジックミシン 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　２階

121 その他サービス業 ラフィネ 紙券のみ 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階

122 その他サービス業 リアット！ 紙券/電子券の両方 専用券/共通券 下柳４２０―１ イオンモール春日部　１階
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