
店舗名（A 券・B券使用可） 業種（主な取扱商品） 町名 店舗名（A 券・B券使用可） 業種（主な取扱商品） 町名

磨き専門店　Royal Veil カーディティーリング 北１丁目 ジュニアサイト 化粧品・雑貨 西１丁目

ｅｎ ネイルサロン 北１丁目 LULU　CAFÉ　 ハンバーガー・カフェ 西２丁目

パナハート　おぎはら 家庭電気製品販売・修理 北１丁目 ホームドライ　ベルク羽生西店 クリーニング 西２丁目

バラエティードラック　つるや薬局 薬局 北２丁目 Ｃａｆｅ＆串焼きダイニングTAKA 串焼きダイニング 西２丁目

栄鮨 寿司 中央１丁目 鳥清 唐揚げ 西２丁目

㈲斉藤三光堂 書籍・文具・くすり 中央１丁目 セブンイレブン羽生駅西口店 コンビニエンスストア 西２丁目

北斗 お食事処・呑み処 中央１丁目 酒のぎょうだ 酒屋 西３丁目

㈱木村周作商店 米穀・ＬＰＧ・水等販売 中央１丁目 ホームドライ　ケンゾーウエスト店 クリーニング 西４丁目

田口肉店 精肉・惣菜 中央１丁目 ケンゾーウエスト スーパーマーケット 西４丁目

㈲小山建設 住宅リフォーム 中央２丁目 Be Free for hair 美容室 西５丁目

レストラン　たけし亭 西洋料理 中央２丁目 道の駅　はにゅう スーパーマーケット 上新郷

よしみや 食料品販売 中央２丁目 富田工務店 福祉住環境コーディネーター 上新郷

理容　シノズカ 理容店 中央２丁目 堀口商店 Yショップ 上岩瀬

麺飯飲処　華楽 ラーメン・餃子 中央２丁目 ウエルシア羽生下岩瀬店 ドラックストア 下岩瀬

のら化粧品店 化粧品 中央３丁目 そば膳　葵 日本そば 小松

斎藤園陶器店 陶器・お茶 中央３丁目 ホームドライ　フォルテ羽生店 クリーニング 小松

バーバー フジノ 理容店 中央３丁目 Fine Factory オリジナル製品販売 小松

和田百貨店 衣料小売 中央３丁目 庭の中のレストラン　オルトン レストラン 桑崎

ＲＩＮ．ＨＡＩＲ 美容室 中央３丁目 Ｓｌｏｗ Dining　風来坊 オムライス・パスタ 桑崎

きものファッションすぎやま羽生店 振袖レンタル 中央３丁目 ジュニアモーターパーク　クイック羽生 カート場 桑崎

御菓子司　あらき おせんべい 中央３丁目 ㈲今西建設 リフォーム 本川俣

セブンイレブン羽生中央3丁目店 コンビニエンスストア 中央３丁目 アロハガス㈱ 燃料・水販売 小須賀

メディカル・アロマサロン＆スクール　エナジーローズ アロマ販売・アロマスクール 中央３丁目 パティスリープティプラージュ 洋菓子販売 須影

中島商会 自転車店 中央４丁目 リフレッシュヨガ　和み ヨガ教室 須影

パソコンショップ　ユーテック パソコン 中央４丁目 セブンイレブン羽生須影店 コンビニエンスストア 須影

ローソン羽生中央4丁目店 コンビニエンスストア 中央４丁目 本家　松月庵 そば・うどん 須影

一進堂書店 書店 中央４丁目 小谷野土建 門扉・コンクリート工事 秀安

㈱斎徳商店 石油製品・乾麺 中央４丁目 ㈲長谷川電機センター 家電販売 砂山

㈲須永金物店 金物販売 中央４丁目 ホームドライ　イオンモール羽生店 クリーニング 川崎

ヘアーサロン　ASANO 理容店 中央４丁目 ㈲藤倉商店 ガソリンスタンド 下川崎

リカーストア　いりやま 酒類販売 中央４丁目 Calm イタリアン 下川崎

ローソン羽生中央5丁目店 コンビニエンスストア 中央５丁目 ヘアーサロン　グリーン 理容店 南羽生

炭火焼　うなぎ　江もり うなぎ 中央５丁目 ポーラ　アカシアショップ エステ・化粧品販売 南羽生

水野呉服店 呉服・婦人洋品 中央５丁目 ココモケンゾー スーパーマーケット 南羽生

板倉屋 うなぎ 中央５丁目 ドラッグストアセキ南羽生店 ドラックストア 南羽生

島田精肉店 精肉・惣菜 東１丁目 ヘアーサロン　梅沢 理容店 南羽生

カワサキデンキ 家電販売 東２丁目 ㈲アズテック ステッカー・カーフィルム 南羽生

ノールケンゾー スーパーマーケット 東３丁目 Ｓ・ココ・トコ レストラン・カフェ 南羽生

セブンイレブン羽生東5丁目店 コンビニエンスストア 東５丁目 阿部被服㈱ スポーツウエア製造・販売 下手子林

パナピット　サオトメ 家電販売 東５丁目 キッチン　とんとん とんかつ 北荻島

ヒロヤ酒店 酒類販売 東６丁目 きのだな　関口商店 菓子販売 今泉

㈱かねか苑葬祭 葬祭 東６丁目 ㈲蓮見商店 LPガス・灯油・酒 北袋

大黒鮨 寿司 東６丁目 耳SPAサロン　みみりら 耳掃除・耳リラクゼーション 北袋

ドラッグセイムス羽生東店 ドラッグストア 東６丁目 ホームドライ　本店 クリーニング 藤井上組

春美食堂 ラーメン 東６丁目 ㈲関口政巳商店 ガソリンスタンド・プロパンガス 藤井上組

マキ美容室 美容室 東７丁目 石川葬儀社 葬祭 藤井上組

フォトらんどコバヤシ 写真店 東７丁目 ㈲川田ホンダ販売 自動車販売・整備 藤井上組

セブンイレブン羽生東店 コンビニエンスストア 東７丁目 めん美人 生うどん 藤井上組

よしの そば・うどん 東８丁目 Happiness Motion 映像クリエイター 藤井下組

浜島新聞店 新聞販売 東８丁目 うしくぼ珈琲 喫茶店 尾崎

矢吹産業㈱ 燃料及び住宅設備 東８丁目 西山左官 左官 与兵ェ新田

大東園 ラーメン 東８丁目 うなぎ魚新 うなぎ 三田ヶ谷

松岡本店 酒販売 南１丁目 キヤッセ羽生 農産物直売所 三田ヶ谷

力道 弁当・手打うどん 南１丁目 ふじの呉服店 学生衣料 弥勒

㈲新井モータース 自動車販売・整備 南２丁目 ㈲卯ノ木土建工業 エクステリア 下村君

㈲横須賀電機 電気・水道工事 南３丁目

アロハスリフォーム㈱ リフォーム 南３丁目

花やののちゃん 生花販売 南３丁目

ドラッグストアセキ羽生店 ドラックストア 南４丁目 サンドラッグ　羽生店 ドラッグストア 中央５丁目

ファッション衣料　さいこう 衣料品販売 南４丁目 ベイシア羽生店 スーパーマーケット 中岩瀬

ケンゾー本店 スーパーマーケット 南５丁目 上新電機㈱　羽生イオンモール店 家電・リフォーム・おもちゃ 下川崎

セブンイレブン羽生南７丁目店 コンビニエンスストア 南７丁目

ホンダドリーム羽生 二輪車販売・ホンダ車 南７丁目

大型店舗名（A券のみ使用可） 主な取扱商品 町名
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店舗名（A 券・B券使用可） 業種（主な取扱商品） 町名 店舗名（A 券・B券使用可） 業種（主な取扱商品） 町名

カーライフイワサキ 自動車整備 上新郷 与兵 飲食店 東６丁目

ドラッグセイムス北羽生店 ドラッグストア 北２丁目 ひまわり 食品 南４丁目

ウテナ工業 オリジナルTシャツ・ユーグレナ商品 三田ヶ谷 むじな庵 うどん・そば 東８丁目

そば処　金山庵 そば・うどん 桑崎 King　Diner ダイナー 須影

千両だし　まほろば 居酒屋・UMAMI食パンまほろば販売 南７丁目 ドラッグセイムス　羽生店 ドラッグストアストア 西４丁目

ウエルシアイオンモール羽生店 ドラッグストア 川崎

土屋電気商会 電気販売・工事 東６丁目

㈲松本薬局 薬・雑貨販売 中央３丁目 大型店舗名（A券のみ使用可） 主な取扱商品 町名

Bellement フレンチレストラン 南７丁目 ヤオコー羽生店 スーパーマーケット 南４丁目

伊勢屋 ラーメン 中央２丁目 ケーズデンキ羽生店 家電製品販売 上岩瀬

㈲みやび亭 パン 東７丁目 イオンリテール㈱イオン羽生店 スーパーマーケット 川崎

サイクルセンター埼北 自転車店 南２丁目 スポーツオーソリティ羽生 スポーツ用品 川崎

双葉園茶店 茶 中央１丁目 ケーヨーデイツー羽生駅前店 ホームセンター 西２丁目

菊田屋 呉服・婦人服・ナレル 南３丁目 カインズ羽生店 ホームセンター 小松

ちさと 和食居酒屋 西５丁目 ディスカウントドラッグコスモス中岩瀬店 ドラッグストアストア 中岩瀬

村田屋食品店 食料品 中央３丁目 ベルク羽生西店 スーパーマーケット 西２丁目

アルソア輝 化粧品・健康食品 上岩瀬 ベルク　フォルテ羽生店 スーパーマーケット 小松

鮨処たか山 寿司店 南５丁目

木村工務店 リフォーム 下新郷

七二〇屋　中澤商店 菓子販売 中央２丁目

ヘアーサロン　マルダイ 理容室 東４丁目

㈲丸広家具 家具販売 東４丁目

若松ホルモン亭 焼肉 南１丁目

パティスリーポムホッペ 洋菓子販売 南６丁目

ミニストップ　羽生西店 コンビニエンスストア 西３丁目

メルヘン スナック 中央１丁目

バーバー アライ 理容室 北１丁目

鈴木電器 電器店 南５丁目

日本料理　伊万里 日本料理 東５丁目

羽生工業㈱和久モータース 自動車整備・販売・車検 東４丁目

焼肉　信山 焼肉店 東５丁目

野口酒店 酒類販売 南羽生

寿々間 そば・うどん 中岩瀬

イタリア料理　カーザ　ミーア イタリア料理 南羽生

長谷川㈱ 衣料品製造 東４丁目

㈲魚徳 鰻・魚料理 東６丁目

ローソン羽生上新郷店 コンビニエンスストア 上新郷

原仏具店 仏壇・仏具 東６丁目

Bar Arran Ｂａｒ 中央５丁目

モア松屋 カフェ 中央４丁目

セブンイレブン羽生下新郷店 コンビニエンスストア 下新郷

セブンイレブン羽生砂山店 コンビニエンスストア 砂山

まつのや 菓子販売 中央４丁目

高瀬モータース 自動車販売・修理 東５丁目

ゆみさんのお家カフェ　you&me yumi カフェ・お弁当 喜右ェ門新田

コメリハード＆グリーン羽生店 ホームセンター 東１丁目

㈱風の子ファーム トマト・ほうれん草 下村君

㈲東宝種苗店 種子・苗の販売 東３丁目

㈱梅林堂　羽生店 和洋菓子 中央３丁目

㈲玉鮨 寿し 下岩瀬

ドッグサロン　マハロ トリミング 南２丁目

オートバックス羽生 カー用品 下岩瀬

㈱ロアール中央店 洋菓子 中央３丁目

㈱ロアール工場 洋菓子 中岩瀬

ソルデシレ本店 菓子 秀安

㈲早川電気商会 電器店 須影

魚民　羽生東口駅前店 居酒屋 南１丁目

セブンイレブン羽生北２丁目店 コンビニエンスストア 北２丁目

羽生市産業文化ホール 文化ホールチケット販売 下羽生

㈲カメラの大井 写真 東６丁目

cocoro タルト・スコーン 中央２丁目

日本料理　花むら 日本料理・和食 上手子林

ヘアーランド　羽生店 美容室 東６丁目

２０２２年７月２２日以降登録店

羽生市プレミアム付商品券取扱店舗

取扱店舗一覧は毎週金曜日に更新しております。

また、商品券裏面のQRコードからもご確認いただけます。

羽生市商工会窓口でもご用意しておりますのでお気軽にお声がけください。
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現在登録店 １９８店舗

市内でお買い物をして

地元のお店を応援しよう！


