
Ｒ１．９．３０現在

店舗名 住所 主な取り扱い品目 電話番号

ミート＆デリカ　のざわ 和戸４－４－２７ 肉・食料品・弁当・販売 ３３－０６１３

焼きとり　えっちゃん 本田５－７－２１ 焼き鳥 ３１－１４３８

(有)新川屋 百間２－６－２７ 酒・食料品 ３２－０２５５

凮月堂　百間新道店 中央２－１７－１１ 和菓子 ３２－７０２８

凮月堂　学園台店 学園台１－１１－７ 和菓子 ３２－０７１３

島村輪業 西原３８１－２ 自転車・オートバイ　販売・修理 ３３－０２７０

ドイツパンのお店　アムフルス 川端３－７－６ パン ４４－９３６２

(有)川野武次郎商店 和戸１０３ 煎餅 ３５－１８９４

八百忠支店 川端３－２－６ 野菜・果物 ３４－５３５１

ドラッグストア　セキ　姫宮店 川端３－９－２０ ドラッグストア ３１－０９６３

ドラッグストア　セキ　宮代店 本田１－４－２３ ドラッグストア ３５－２８７７

ドラッグストア　セキ　ピアシティ宮代店 道佛１－１－５０ ドラッグストア ３７－１２３０

ルソント 東姫宮１－１１－６ パン ３２－７８８７

(有)小澤 川端１－８－１ 酒・燃料 ３２－４５５６

ＰＣショップ　ミリオン 川端４－１０－１９ 中古パソコン・ＯＡ機器 ３１－１２９１

(有)八宝堂　和戸店 和戸１－４－１５ 最中・饅頭・カステラ・餅菓子 ３４－３８１０

(有)八宝堂　学園台店 学園台２－２－１１ 最中・饅頭・カステラ・餅菓子 ３２－６３２０

成田サイクル 宮代３－１－２７ 自転車販売・修理 ３２－２３９９

(株)金子物産 中央３－２－２６ ガソリン・軽油・灯油 ３２－３４５７

新宅屋酒店 須賀１０１５－１ 食品・酒類・飲料 ３３－２１２４

かどや 宮代３－４－３４ 食料品 ３２－０３５９

山口電気商会 和戸１－３－１０ 電化製品・電気工事 ３２－２１０４

まるひで 和戸４－３－２１ 野菜・果物 ３４－２７２２

昭和レトロ　杉戸物語 百間２－３－２３ レトロ・アンティーク ３２－３１７０

マルヤ　和戸店 和戸3-2-6 スーパーマーケット ３６－２３１１

マルヤ　姫宮店 東姫宮１－１－２１ スーパーマーケット ３６－３０３０

野口堂洋品店 和戸２－３－２０ 衣料品・学校用品 ３２－２０４０

小船金物店 本田１－３－２０ 金物・荒物 ３２－３５４３

(株)カスミ　フードスクエア宮代店 道佛１－１－５０ スーパーマーケット ３７－３０１０

クスリのアオキ　宮代南店 道佛３－２－１０ ドラッグストア ５３－６３７１

クスリのアオキ　宮代店 本田５－５－１９ ドラッグストア ５３－７５８０

(株)新しい村 山崎７７７－１ 農産物・加工品 ３６－３４４１

茶の矢島園　カスミ宮代店 道佛５９５ 茶・海苔・茶菓子 ３１－２５６０

King's AUTO　並木自動車販売 本田１－３－２７ 中古自動車 ４８－５５９５

セブン-イレブン　宮代西粂原店 西粂原４２０－１ コンビニエンスストア ３１－１７１５

島村米穀店 中２９８ 米 ３４－６３８６

セブン-イレブン　宮代須賀店 須賀２２６０－１ コンビニエンスストア ３３－６５６５

リトルヒーターグラススタジオ 道佛１－５－２８ ガラス製品 ９９－００７６

岡村商店 東１２８ 米・食料品・肥料・農薬 ３４－６３２１

肉のあまつ 川端１－１１－３ 肉・惣菜 ３４－６９３６

ＣＲＯＳＳ ＢＯＯＫＳ ＥＱＵｉＡ　動物公園駅店 百間２－３－２４ 本・文具・雑貨 ３５－１１７１

セブン-イレブン　宮代和戸店 和戸１４９７－１ コンビニエンスストア ３２－５７１５

セブン-イレブン　宮代中央店 中央３－３－８ コンビニエンスストア ３４－３０２１

リカー＆ワイン　ツチブチ 川端３－２－９ 酒・食料品・燃料 ３２－０９７２

ギガパール　東武動物公園店 笠原２－２－２ ディスカウントスーパー ３４－９００１

★(株)金和 山崎３５４ 酒類・燃料 ３４－３０４０

★セブン-イレブン　宮代川端店 川端６４７－１ コンビニエンスストア ３３－６１６６

★(株)入の店 東７８ ガソリンスタンド ３２－３０５９

★なの花薬局　宮代店 宮代３－２－３４ 薬局 ３１－０６２０

★ファミリーマート　宮代本田店 本田２－７－２ コンビニエンスストア ３７－１００７

★キクチでんき家電販売 川端１－１４－３５ 電化製品 ３４－５４８９

★(有)野口電器 川端１－８－１７ 電化製品・電気工事 ３４－９０１３

★栗田米穀店 宮代３－４－５ 米穀・一般食品 ３２－０４４１

★東屋酒店 東姫宮１－９－１ 酒・食料品 ３５－０６６６

★メガネのジュン 中央２－１９－５ 眼鏡 ３３－２８９２

★湖国 笠原２－２－７ 佃煮 ３２－５７１０

★(有)加藤園 笠原１－８－１ 園芸全般 ３２－４９９４

宮代町プレミアム付商品券取扱店一覧

小　売　業
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店舗名 住所 主な取り扱い品目 電話番号

どさん子大将 本田５－１０－１７ ラーメン・定食・フライ・ライスボール・麺 ３４－２８７９

パブレストラン　きくち 宮代３－２－３４ 定食・焼そば・カラオケ ３３－１５０３

韓国料理　マンナ 本田５－７－２３ 石焼ビビンバ・キムチ ３３－１７６２

養老乃瀧　姫宮店 東姫宮１－１－１４ 焼き物・刺身・揚げ物 ３４－９２９９

キッチンきずな 東姫宮１－１ 定食・刺身・天ぷら ３１－６２４１

支那そば　織ちゃん 笠原２－６－３２ ラーメン・餃子 ３２－７８５４

京屋 学園台２－２－２１ そば・うどん・丼 ３４－１３３１

お好み焼き　小麦 中央３－１０－３１ お好み焼き・もんじゃ ３３－１５３１

日本料理・寿司・割烹　一力 宮代２－３－１８ 日本料理・寿司 ３４－１７７０

カフェ　メロディ 百間６－６２８ 喫茶店 ０８０－５１８４－３３９９

四通合同会社 　媽媽菜館 本田５－８－２１ 中華料理 ０８０－４５３２－６０９８

インド食堂　ヒマラヤン 本田２－１－１２ カレー ３２－０７７２

龍盛房 本田１－３－２１ ラーメン ３４－７９５５

やきとり　すぎちゃん 笠原１－８－５ 焼き鳥 ３３－９８２２

のみくい処　魚民 百間２－３－３７ 居酒屋 ３４－９１８８

レストラン　ゑちごや 本田５－９－１８ ラーメン・定食・丼物・つまみ ３３－０７９１

前野屋 中央３－２－３０ そば・うどん ３２－３６８５

日本料理　翁 和戸１－６－１ 日本料理 ３２－２６８４

大むら 宮東８３８－３ そば・うどん・丼物 ３２－７０８０

目利きの銀次　東武動物公園駅前店 百間２－３－３７ 居酒屋 ３２－６１８８

うなぎ割烹　とね 百間６－５８９－１ うな重 ３４－４０５７

★大村庵 川端１－２－２１ そば・うどん・丼物 ３５－００６１

★居酒屋　のん兵衛 本田２－１－１０ 刺身・焼物・揚物 ３３－１２３８

★ゆるり蔵 道佛７４９－５７ 居酒屋・定食 ３１－８９１６

★カレーハウス　とんとん 本田２－１－３０ カレー・定食 ３３－３１５７

★台湾茶藝館　Ｆormosa 中央３－１１－１６ タピオカジュース・台湾茶 ５３－７３７３

★和戸飯店 和戸４－１－６ 中華料理 ３４－８９２８

★日高屋　エキア　東武動物公園駅店 百間２－３－２４ 中華そば・餃子・定食 ３５－１２０３

★創作ダイニング　酒味 中央３－１１－１６ 創作料理・酒類 ３３－２１９７

店舗名 住所 主な取り扱い品目 電話番号

Ｈａｉｒ　Ｔｏｔｔｉ 笠原２－３－３２ 理容・美容 ３１－６９６３

理容ナカムラ 本田５－８－２０ 理容 ３３－３０２８

ｃｈａｒｍ　ｏｆ　ａｍｂｅｒ　姫宮店 東姫宮１－１７－１４ 整体・足つぼ・フェイシャルエステ ３２－９６７７

(株)富士環境 須賀９９８－７ 害虫駆除　白蟻・蜂・小動物・ネズミ ３４－９９２７

杉戸タクシー(有) 杉戸３－９－２７ タクシー ３２－０１７３

くさかべ接骨院 川端４－９－７ ヨガレッスン ４８－７２６８

アトリエ　ビー 中央２－７－１ 美容 ３３－８２８０

ミヨ美容室 和戸１－１０－８ 着付・パーマ・ヘアダイ ３２－２３７４

東武トップツアーズ(株)　東武動物公園駅支店 百間２－３－２４ 宿泊施設　予約・手配 ３４－３５６７

★大川美容室 百間２－６－９ 美容・パーマ・カット・カラー・着付け ３２－０３６７

★あんでるせん 本田２－５－３１ クリーニング ３３－２２６６

★アンカルク(株) 中央３－４－２７ チラシ・名刺 ３１－７８３８

★カルチャーサロン　優遊 本田２－６－８ レンタルルーム・カラオケ ０９０－８４５０－０９０８

★妙健整体センター 百間５－５－３１ 整体 ３３－９２１３

★ラ・プラース　ヤマザキ 中島２５５ 理容 ３３－３２６０

★さかい治療院 百間４－６－７ 整体指圧 ３７－０８３１

店舗名 住所 主な取り扱い品目 電話番号

(株)大勇建築工業 宮東５７０ 新築・リフォーム ３３－０５１１

明光建設(株) 本田２－１－１２ 増改築・リフォーム ３４－４３１１

★東洋不動産 中央３－８－２５ リフォーム ３２－５０３２

店舗名 住所 主な取り扱い品目 電話番号

柿沼畳店 西粂原５８０－４ 畳 ３４－２８７５

★は８月２８日以降の取扱店となります。

◆取扱店名簿は、商工会ホームページで随時更新します。

製　造　業

飲　食　業

サ　ー　ビ　ス　業

建　設　業
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◆取扱い店舗では取扱店ポスターを掲示しております。 お問い合わせ先：宮代町商工会　☎０４８０（３５）１６６１


