
秩父市プレミアム付商品券 取扱加盟店一覧（1/2） 【商品券使⽤期間 令和２年10⽉１⽇ 〜 令和３年１⽉31⽇】

黒谷 （株）和銅鉱泉旅館 下宮地町 パナピット　アザミ 日野田町 （株）一番館
　・ 秩父　菓子処　栗助 　・ サンデー　宮地店 　・ （有）飯野商店
　・ 和銅バーベキューセンター 　・ ■（株）ベルク　宮地店 上町 （株）友愛商事
　・ 円城寺自動車商会 　・ ■ケーヨーデイツー秩父店 　・ 矢尾百貨店
　・ NEW　WELL　AUTO 　・ ■車検のコバック秩父店 　・ 第一産業（株）　上町SS
　・ スタイルオート 　・ ■AOKI秩父店 　・ ホワイト急便　矢尾店
　・ ■ウエルシア秩父黒谷店 大宮 リストランテ　ピノキオ 　・ ホワイト急便　上町店
　・ ■オートバックス秩父店 　・ ナチュラルファームシティ農園ホテル 　・ オオムラ
山田 えびす亭 　・ 道の駅ちちぶ 　・ たい焼　ねぎし
　・ 若林商店 桜木町 ヘアーサロン　アオゾラ 　・ （有）写真のいのうえ
　・ ホワイト急便　秩父工場前店 　・ （有）ベニヤ 　・ 秩父ガス（株）
　・ （有）大和電器 　・ （有）太陽 　・ （有）栄誠堂
　・ 中華料理　泰山北斗 　・ パティスリー ルリアン 　・ ちちぶ接骨院
　・ セブン－イレブン秩父山田店 相生町 山田サイクル 　・ （株）タジマ薬局
　・ 食処　三和 　・ 倉林農機（株） 　・ Mind  Natural（マインド・ナチュラル）
　・ ■生活協同組合　コープみらい　コープデリ秩父センター 　・ 山中電機商会 　・ coral
大野原 第一産業（株）　大野原SS 　・ （有）秩父油業商会 番場町 安田屋
　・ ヤクシン電器 　・ 手打そば　やなぎや 　・ エスポアあさひや
　・ お葬式のむさしの 　・ （有）丸竹商店 　・ （有）花の高山
　・ サカエ建材 　・ （有）明升堂 　・ （株）福島洋品店
　・ ＩＤＥＫＥＮ／Ｂｉｇ Ｆｉｅｌｄ（リフォーム部） 　・ （有）クリーニングシノハラ 　・ （有）八幡屋本店
　・ Ｓ－scene 上野町 三愛メガネ　コンタクト　ウニクス店 　・ パーラー　コイズミ
　・ （株）秩父オートＣＬＳサービス工場 　・ ホワイト急便　ウニクス店 　・ （有）妙見
　・ セブン－イレブン秩父大野原店 　・ きのじや 　・ cafe&bar Shu-Ha-Li
　・ 雅紀屋 　・ 東京苑 　・ （有）ちちぶベーカリー
　・ ヘアーサロン　ガロ 　・ （株）清水金物　上野町営業所 　・ 薪窯ピッツァ　comodo
　・ 夢咲ガーデン 　・ モンマートいのうえ 　・ PhotoMemoryBees
　・ 福屋 　・ サンデー　ウニクス秩父店 　・ 秩父　ははそ　たい焼き
　・ （株）アクアフロー 　・ 富田商店 　・ ソウル亭
　・ ■（株）ヤオコー　秩父大野原店 　・ （有）栗原新聞店 　・ 手打そば　武蔵屋
　・ ■（株）マツモトキヨシ　秩父大野原店 　・ ヘアーサロンうめむら 　・ （有）菓子工房玉木家
　・ ■ドラッグストアセキ大野原店 　・ ■（株）ヤオコー　秩父上野町店 　・ Ｂａｒ　Ｓｎｏｂ
大畑町 上州屋製菓 　・ ■マックハウス　ウニクス秩父店 　・ フラワー電気
永田町 城峰釣具店 　・ ■紳士服のコナカ　ウニクス秩父店 　・ 食彩秩父　じんじんばあ
　・ 不二家　秩父永田店 　・ ■タリーズコーヒー　ウニクス秩父店 　・ ローヤルクリーニング矢島
　・ でんきのタジマ 　・ ■（株）サンドラッグ　秩父店 　・ ■ピザーラ秩父店
　・ アイビィ 　・ ■くまざわ書店　秩父店 東町 福井葬祭
　・ ■（株）田原屋　パシオス秩父店 　・ ■サーティワンアイスクリーム　ウニクス秩父 　・ 染と呉服　あづまや
　・ ■ヤオヨシ永田店 熊木町 齋藤染物店 　・ 八百好果実店
　・ ■ドラッグ　イチワタ　秩父永田店 　・ （有）小室商店 　・ 大むら本店
　・ ■Atlantis 　・ アライ時計店 　・ （有）坂上商店
柳田町 旬の郷　あかし 　・ くまぎ 　・ 金子薬品
阿保町 島田畳店 　・ 飯塚スポーツ 　・ （有）宮前薬局
　・ ファミリー電化（S-LINKファミリー） 　・ ちちぶ銘仙館 　・ 旬彩　すしかつ
　・ （株）秩父塗料商会 　・ 菓子工房　橋本 　・ （株）中村
　・ （株）日本アステック 　・ 房野輪店 　・ 映像工房　カメラのヤマギシ
　・ やなぎだ 　・ 日勝電機（株） 　・ リサイクルショップぐるぐる
　・ 米粉の庭　とう花 　・ コワーキングスペース　働空間　西武秩父駅前オフィス 　・ Restaurant　ＭＡＴＩＥＲＥ
　・ クリーニングのすねや 　・ 斎藤薬局 　・ （株）小石川書店
上宮地町 LIXILリフォームショップ　若林建築所 　・ そば処　まるた 　・ 埼玉消防機械（株）
　・ 魔法つかい 　・ ＬＡＭＰ　秩父 　・ （有）高橋商会
　・ 武蔵屋本店 　・ （株）清水商店トータルメンテナンス 　・ （有）秩父写真館
　・ 棒屋金物店 　・ ■太田甘池堂　秩父店 　・ （有）松村甘味食堂
　・ タカハシサイクル　宮地店 野坂町 カーショップ　アライ 　・ ウチダスポーツ
　・ ホルモン焼　丹賀 　・ 三愛メガネ　野坂店 　・ ハイランダーイン秩父
　・ ■ウエルシア秩父宮地薬局 　・ 旨いものや　福助 　・ メガネ・補聴器・貴金属の早川時計店
中宮地町 そば処　英太郎 　・ 金券ショップスマイル（飲料・酒類・雑貨のみ） 　・ ウップス
　・ にぐるまや　ダイニング 　・ 田舎屋 　・ ■みんなの畑
　・ （株）ふたきや 　・ （有）共栄商会 　・ ■（株）ベルク　東町店
　・ ■ほっともっと　秩父中宮地店 　・ ■西武秩父駅前温泉　祭の湯 中町 ジーンズまちだ　Tシャツ工房
　・ ■アイメガネ秩父中宮地店 　・ ■Honda Cars秩父中央　秩父店 　・ 近亀時計店
下宮地町 秩父通運プロパン販売（株） 　・ ■朋音キックボクシングジム
　・ 埼西三菱自動車販売（株） 日野田町 クリエイティブキッチン　キャスタ  ■ 印のある店舗は「共通券」のみ使用できます。

加盟店は追加や変更となる場合があります。最新の加盟店⼀覧は下記サイトでご覧いただけます。 R02.11.1現在

お問合わせ先  秩⽗商⼯会議所（秩⽗市宮側町1-7） TEL︓0494-22-4411    https://www.chichibu-cci.or.jp/ken2020/



秩父市プレミアム付商品券 取扱加盟店一覧（2/2） 【商品券使⽤期間 令和２年10⽉１⽇ 〜 令和３年１⽉31⽇】

中町 ベスト電器ヤオ秩父店 宮側町 わきゃない 太田 ■ヤオヨシ太田店
　・ （株）花秀 　・ 秩父丸通タクシー（株） 　・ ■ドラッグセイムス秩父太田店
　・ ヘア・サロン　クリーン 　・ 焼とり・かまどめし　車屋本店 上影森 久保商店
　・ タカハシサイクル 　・ 鈴木燃料（株） 　・ 孫悟空
　・ （株）コダマヤ 　・ 松本製パン 　・ 新井木工所
　・ 七五三・振袖・羽織袴・写真スタジオ　ふじや衣裳 　・ レストラン　ポムドテール 　・ ちちぶdeタンドール
　・ 祭用品なら釜之上 　・ （有）やすだ 　・ ■ウエルシア秩父影森薬局
　・ 原島食料品企業組合 　・ ほっとすぽっと秩父館 　・ ■（株）昭通　ダイハツ秩父影森店
　・ 頭皮と小顔の専門店　アムール 　・ 麺家酒場粋人 　・ ■カインズホーム　秩父店
　・ 和心伝酔　ＤＡ’ｄＡ 　・ カフェレストラン　アンジュ 下影森 手づくり豆腐まんてん
　・ ■十色整体院 　・ Italian Dining&Cafe TRAGHETTO 　・ タイヤガーデン秩父
本町 みふね玩具店 　・ 江戸や　わんちゃか 　・ リサイクルマート
　・ かたなや 　・ どんちゃか 　・ メガネのヤマモト
　・ （有）麻屋商店 　・ 秩父の酒場　ぶぶすけ 　・ ファッション　オオサワ
　・ 居酒屋　さぬきや 　・ 海と大地のご馳走家えびす 　・ （有）アザミ電気
　・ フールニール 　・ クラック 　・ 土谷商店
　・ 逸見織物出張所 　・ テルミー美容室 　・ 大島うどん
　・ 世界商事（株） 　・ 四方田ガラス店 　・ 三千乃家そば店
　・ ヘアーサロン　ふらんす 　・ ＷＡＴＡＧＥ 　・ しいらメダカ
　・ 小さな洋菓子店　Spoon 　・ ■ＯＲＥＧＯＮ　ＴＲＡＩＬ　秩父店 　・ 美容室　リップ
　・ あらい薬局 　・ ■ドラッグストアセキ秩父店 　・ （有）浅見設備工業
　・ 水戸屋本店 　・ ■（株）タビックスジャパン　秩父支店 　・ （株）斎藤家電
　・ 知知夫手づくり工房 　・ ■庄や　秩父店 　・ 手打そば　田中屋
　・ ぽっぽのお店ばらーど 中村町 つくし珠算会 　・ ■（株）ベルク　秩父影森店
　・ 松林堂 　・ すしやの家族 　・ ■マツモトキヨシ　秩父影森店
道生町 Lady　Bird　秩父店 　・ （株）丸山工務店 吉田 でんきのタカギシ
　・ 町住客室　和空間　多豆 　・ ギフトハウスタカノ 　・ カフェ　まいん
　・ ＥＭＢテラウチ 　・ 菓子処わたなべ 　・ （有）引間石油店
　・ きすけ食堂 　・ ■（株）ベルク　公園橋店 　・ 民宿　白砂荘
宮側町 三愛メガネ　宮側店 　・ ■マツモトキヨシ　秩父公園橋店 　・ 秩父やまなみチーズ工房
　・ （株）清水金物 　・ ■（株）Olympic秩父店 　・ Yショップ　いづみや
　・ 雑貨　ありす 　・ ■スポーツフレンド秩父 　・ 松本自動車商会
　・ （株）インテリアコスゲ 近戸町 アスピレーション（株） 　・ 兎田ワイナリー釜の上直売所
　・ ジュータン・スナック　魔法つかい 別所 さくら産業（株）ふとんの郷　クロス館 　・ ニットの店　ナカムラ
　・ 武甲酒造（株） 　・ 酒づくりの森 　・ 風間商店
　・ 守屋八潮建設（株） 寺尾 （株）メガネクリエイト 　・ 龍勢茶屋農林産物直売所
　・ 中央ドラッグ　ソノダ 　・ キーパープロショップ秩父 荒川 道の駅あらかわ
　・ 髙山園 　・ 美容室　ナチュレ 　・ もっちゃん
　・ らーめんけいぶ 　・ ＧＡＩＡ 　・ 荒川水産　日向店
　・ 関口生花店 　・ （有）伊藤サッシ 　・ （有）新井商店
　・ （株）ノオミ本店 　・ ほんとのインド料理とカレーの店 　・ たぬ金亭
　・ バー　チェ・アリー 　・ （株）八木商店 　・ ＪＡちちぶ　荒川農産物直売所
　・ 秩父地場産センター　物産館 　・ （株）ネクスタ 　・ ■ヤオヨシ荒川店
　・ 小さな夢のおもちゃ箱　たつみや 　・ 共和電機（株） 大滝 郷路館　売店
　・ （有）喜多園増田商店 　・ レストラン ナージュ 　・ 大滝温泉　遊湯館
　・ ファミリーレストラン　みのり 　・ ＪＡちちぶ　秩父農産物直売所 　・ （株）ニチエイ

 ■ 印のある店舗は「共通券」のみ使用できます。

【取扱加盟店 追加店舗一覧 （10⽉1⽇以降に追加となった店舗）】
黒谷 （株）おーともーびるYUKI 番場町 cucina salve 宮側町 Hair mode SPICE
栃谷 ビューティーサロン　ミント 　・ （株）宮前 　・ 和風ダイニング　有り処
滝の上町 ゑちごや 東町 ワインバー　昌楽 　・ 大衆焼き肉ホルモン　ながしま
上宮地町 パティスリープロヴァンスの森 　・ 珍達そば 　・ （株）星野
　・ 車検の速太郎　秩父店 　・ 高砂ホルモン（十三番前） 別所 イタリアンレストラン　クリエッタ
中宮地町 ■シナネン石油（株）セルヴィス秩父 　・ 新井呉服店 寺尾 本家　原
下宮地町 麺屋　BONCHI 中町 スポーツうらしま 太田 （有）オートサービスシタラ
上野町 ■シュープラザ　ウニクス秩父店 本町 石橋スポーツ 上影森 かつ屋　まんてん
熊木町 パティスリーイシノ 宮側町 ゆずりは 　・ ■シナネン石油（株）セルヴィス影森
野坂町 名物秩父そば　立花 　・ （有）大野木新聞店 下影森 （有）昌楽
　・ 新星代行 　・ 弁当仕出し　こいずみ 　・ 整体院　NOBU
番場町 武島家 　・ ははそ食堂 吉田 ホテルユニオンヴェール レストラン ロワール
　・ まほろバル 　・ 丸眞薬局

 ■ 印のある店舗は「共通券」のみ使用できます。

加盟店は追加や変更となる場合があります。最新の加盟店⼀覧は下記サイトでご覧いただけます。 R02.11.1現在

お問合わせ先  秩⽗商⼯会議所（秩⽗市宮側町1-7） TEL︓0494-22-4411    https://www.chichibu-cci.or.jp/ken2020/


