
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

宝亭 飲食店　ラーメン・炒飯他 北１丁目 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

パナハート　おぎはら 家庭電気製品販売・管理 北１丁目 ㈲中村新聞販売 新聞販売店 南７丁目

磨き専門店 Royal Veil コーティング 北１丁目 ホンダドリーム羽生 オートバイ販売 南７丁目

バラエティー　ドラッグ　つるや薬局 医療品・日用品雑貨・食品 北２丁目 千両だし　まほろば 飲食店　居酒屋 南７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 Ｂeｌｌement 飲食店　フレンチレストラン 南７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 ジュニアサイト 化粧品・雑貨 西１丁目

ユーキッチン 飲食店　食堂 北３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

髪床・KOGURE 理容店 中央１丁目 鳥清 唐揚げ専門店 西２丁目

コーヒールーム　コマツ 喫茶店　珈琲 中央１丁目 LULU CAFÉ 飲食店　バーガー類 西２丁目

㈲斉藤三光堂 書籍文房具 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

さかい屋 荒物・雑貨卸小売業 中央１丁目 羽生もっちり庵 飲食店　もっちり焼・かき氷 西２丁目

栄鮨 飲食店　鮨店 中央１丁目 とんとん拍子 飲食店　串焼き 西２丁目

田口肉店 食肉・惣菜販売 中央１丁目 Cafe＆串焼きダイニング　TAKA 飲食店　串焼き 西２丁目

双葉園茶店 お茶 中央１丁目 M.BABY ベビーカステラ・天然のかき氷 西３丁目

北斗 飲食店　居酒屋 中央１丁目 酒のぎょうだ 酒専門店 西３丁目

メルヘン 飲食店 中央１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

㈱木村周作商店 米穀・ＬＰＧ・水等販売 中央１丁目 中国料理　寿園 飲食店　中華料理 西３丁目

さかい屋 日用品雑貨 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

㈲小山建設 住宅リフォーム 中央２丁目 ケンゾー　ウエスト店 スーパーマーケット 西４丁目

レストランたけし亭 飲食店　レストラン 中央２丁目 ドラッグセイムス　羽生店 ドラックストア 西４丁目

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

理容　シノズカ 理容店 中央２丁目 ㈲ヤマギシ 内装業 西５丁目

よしみや お刺身・惣菜・鮮魚販売 中央２丁目 道の駅　はにゅう 物産販売 上新郷

伊勢屋 飲食店　ラーメン 中央２丁目 富士見屋 飲食店　うどん・そば 上新郷

麺飯飲処　華楽 飲食店　一般食堂 中央２丁目 カーライフイワサキ 自動車販売・整備・自動車保険 上新郷

小川ゆでめん店 飲食店　うどん・そば 中央２丁目 伊藤電気商会 電気工事 上新郷

村田屋食品店 食品 中央３丁目 松月庵　新郷 飲食店　そば・うどん 下新郷

スズキ洋品店 婦人服・肌着 中央３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

RIN.HAIR 美容院 中央３丁目 アルソア輝 化粧品 上岩瀬

斉藤園陶器店 陶器・お茶 中央３丁目 堀口商店 酒・食料品 上岩瀬

のら化粧品店 化粧品販売 中央３丁目 ウエルシア　羽生下岩瀬店 ドラックストア医療品販売 下岩瀬

㈱荒木食料品店 菓子販売 中央３丁目 オートバックス　羽生店 カー用品 下岩瀬

井上大成堂 印鑑 中央３丁目 ㈲玉鮨 飲食店　寿し店 下岩瀬

たかのチェーン羽生店 和菓子・弁当・巻物販売 中央３丁目 寿々間　そば処 飲食店　そば・うどん 中岩瀬

秋山時計店 時計・補聴器・眼鏡 中央３丁目 ㈱ロアール　工場店 洋菓子小売 中岩瀬

和田百貨店 衣料品販売 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

ビューティーショップなかじま 化粧品・貴金属販売 中央３丁目 Fine Factory オリジナル製品 小松

㈲松本薬局 薬局 中央３丁目 そば膳　葵 飲食店　そば 小松

すぎやま㈱ 呉服 中央３丁目 ㈲今西建設 リフォーム・設計施工 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 きのだな関口商店 菓子小売業 今泉

いちばんどり 飲食店　居酒屋 中央３丁目 アロハガス㈱ LPガス販売 小須賀

Bar Bar Fujino 理容店 中央３丁目 Sｌｏｗ　Ｄｉｎｉｎｇ　風来坊 飲食店　お食事・酒 桑崎

㈲ビューティフレンド　シムロ 化粧品販売・エステ 中央３丁目 ORTON 飲食店　レストラン 桑崎

㈱ロアール　中央店 洋菓子小売 中央３丁目 金山庵 飲食店　そば・うどん 桑崎

㈱梅林堂　羽生店 和洋菓子販売 中央３丁目 赤城屋　バイパス店 飲食店　うどん・そば・ラーメン 須影

パソコンショップ　ユーテック パソコン全般 中央４丁目 本家　松月庵 飲食店　そば 須影

㈱斎徳商店 石油製品・乾麺 中央４丁目 パティスリープティプラージュ 洋菓子製造・販売 須影

須永金物店 一般金物店 中央４丁目 ジャパンブルーテラス 藍染製品販売 須影

一進堂書店 書籍・雑誌・文具 中央４丁目 King Diner 飲食店　ハンバーガー 須影

自転車　中島商会 自転車販売 中央４丁目 リフレッシュヨガ　和み ヨガ教室 須影

㈱吉井屋商店 『俊介の冷たく凍る制菌マスク』 中央４丁目 ㈲早川電気商会 電気製品販売・工事 須影

リカ―ストア　いりやま 酒販売 中央４丁目 読売センター羽生西部店 新聞販売店 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 ㈲長谷川電機センター 家電販売 砂山

まつのや 菓子販売 中央４丁目 セブンイレブン羽生砂山店 コンビニエンスストア 砂山

ヘアサロンASANO 理容店 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

モア松屋 アイスクリーム 中央４丁目 ウエルシア　イオンモール羽生店 ドラックストア医療品販売 川崎

うなぎ　江もり 飲食店　うなぎ料理 中央５丁目 川野辺自動車販売㈱ 自動車販売修理 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 Ｏｎｌｙ　ワン トリミングサロン 下川崎

板倉屋 飲食店　鰻・川魚料理 中央５丁目 Calm 飲食店　カフェレストラン 下川崎

水野呉服店 呉服・洋品販売 中央５丁目 ㈲藤倉商店 ガソリンスタンド 下川崎

サンドラッグ羽生店 ドラッグストア 中央５丁目 セブンイレブン羽生須影店 コンビニエンスストア 下川崎

ライフデリ　加須・羽生店 高齢者向け宅配弁当 東１丁目 ㈱アイライフ 福祉用具販売・レンタル 神戸

島田精肉店 精肉・惣菜販売 東１丁目 ㈲アズテック ステッカー・カーフイルム 南羽生

コメリハード＆グリーン羽生店 ホームセンター 東１丁目 ヘアーサロングリーン 理容店 南羽生

カワサキデンキ 家電販売 東２丁目 ヘアーサロン梅沢 理容店 南羽生

ノール　ケンゾー スーパーマーケット 東３丁目 ココモ　ケンゾー スーパーマーケット 南羽生

㈲東宝種苗店 種苗販売 東３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

㈲丸広家具 家具・インテリア用品 東４丁目 イタリア料理　カーザ　ミーア 飲食店　イタリアン料理 南羽生

ヘアサロン　マルダイ 理容店 東４丁目 ポーラ　アカシア 化粧品販売・エステ 南羽生

羽生工業㈱　和久モータース 自動車整備販売車検 東４丁目 日本料理　花むら 飲食店　和食・寿司 上手子林

焼肉　信山 飲食店　焼肉 東５丁目 カワベ美容室 美容院 上手子林

パナピット　サオトメ 家電製品販売 東５丁目 阿部被服㈱ スポーツウェアー全般 下手子林

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 ㈲阿部商店 酒類 下手子林

高瀬モータース 車検・修理・販売 東５丁目 ㈱ケイミックスパブリックビジネス 文化ホール運営・公演チケット 下羽生

㈱かねか苑葬祭 葬祭業 東６丁目 パン工房　学舎 パン製造・販売 羽生

串焼・与兵 飲食店　焼鳥 東６丁目 伊藤　圧送 コンクリート圧送 羽生

魚徳 飲食店　鰻・川魚料理 東６丁目 小谷野土建 基礎工事・コンクリート事業 秀安

DAI 飲食店　居酒屋 東６丁目 ソルデシレ本店 菓子販売店 秀安

大黒鮨 飲食店　寿司 東６丁目 キッチンとんとん 飲食店 北萩島

土屋電気商会 家電販売・工事 東６丁目 ㈲蓮見商店 酒・LPガス 北袋

ドラッグセイムス羽生東店 ドラックストア 東６丁目 吉永肉店 精肉店 北袋

ヒロヤ酒店 酒類小売 東６丁目 ㈲関口政巳商店 燃料販売 藤井上組

春美食堂 飲食店 東６丁目 ㈲石川葬儀社 葬祭業 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・保険取扱業 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 手もみラーメン　十八番 飲食店　ラーメン 藤井上組

みやび亭 パン製造・販売 東７丁目 平八 飲食店　そば・うどん 藤井上組

マキ美容室 美容院 東７丁目 うしくぼ　珈琲 喫茶店　珈琲 尾崎

浜島新聞店 新聞販売 東８丁目 西山左官 左官業 与兵エ新田

矢吹産業　㈱ 燃料販売・水道工事 東８丁目 江森商店 食料品 与兵エ新田

よしの 飲食店　うどん・そば 東８丁目 ㈲卯ノ木土建工業 エクステリア 下村君

大東園 飲食店　ラーメン・料理 東８丁目 魚新 飲食店　うなぎ 三田ヶ谷

松岡本店 酒類・燃料販売 南１丁目 キヤッセ羽生 農産物直売所 三田ヶ谷

若松ホルモン亭 飲食店　焼肉 南１丁目 里cafe 飲食店　カフェ（プレートランチ） 三田ヶ谷

力道 飲食店　お弁当・うどん等 南１丁目 インテリア　ふじの 室内装飾・学生衣料販売 弥勒

サイクルセンター埼北 自転車店 南２丁目

㈲篠田家具センター 家具販売 南２丁目 大型店舗名（A券のみ使用可） 主な取扱商品 町名

ドッグサロン　マハロ ペット用品・トリミング 南３丁目 ベルク　フォルテ羽生店 スーパーマーケット 小松

㈲横須賀電機 家電販売・修理 南３丁目 ㈱カインズ　羽生店 ホームセンタ 小松

一番 飲食店　ラーメン 南３丁目 ケーズデンキ羽生店 家電販売 上岩瀬

アロハスリフォーム㈱ リフォーム業 南３丁目 ベイシア羽生店 スーパーマーケット 中岩瀬

きものサロン菊田屋 呉服・婦人服 南３丁目 ㈱ベルク羽生西店 スーパーマーケット 西２丁目

花やののちゃん 生花店 南３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

relie 飲食店　スナック 南３丁目 ㈱ヤオコー羽生店 スーパーマーケット 南４丁目

ファッション衣料 さいこう 衣料品販売 南４丁目 ジョーシン　羽生イオンモール店 家電・リフォーム・おもちゃ 川崎

ドラッグストアセキ羽生店 ドラックストア 南４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

お好み焼きＫＡＮＳＡＩ羽生店 飲食店　お好み焼き 南４丁目 ㈱ヤマダデンキ　テックランド　New羽生店 家電販売 下岩瀬

ケンゾー　本店 スーパーマーケット 南５丁目 ㈱ヤマダデンキ　ヤマダアウトレット羽生店 家電量販店 下岩瀬

鮨処　髙山 飲食店　寿司 南５丁目 スポーツオーソリティ羽生店 スポーツ用品 川崎

珈琲焙煎　香蔵 小売業　コーヒー豆・コーヒー用品 南５丁目

㈲鈴木電器商会 家電販売 南５丁目

パティスリー　ポムホッペ 洋菓子製造販売 南６丁目

羽生市プレミアム付商品券取扱店舗
２０２１年１２月１０日現在　２１７店舗　

羽生市商工会ホームページはQRコードからご確認いただけます。
また、羽生市商工会窓口でもご用意しております。


