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消費税率の引上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えするためにプレミアム付
商品券を発行しました。

八潮市商工会館にて販売中です。
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商品券は八潮市商工会で２月２８日㈮まで販売中です
　販売期限が近づいていますので、まだ購入可能な引換券をお持ちの方はお早目にご購入く
ださい。
　なお、購入の際には、市で発行の購入引換券、本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
及び購入代金をご用意のうえ、商品券を購入してください。

販売会場等は次のとおりです。
販売会場：八潮市商工会館１階
　　　　　八潮市中央一丁目６番地１８
　　　　　☎０４８－９９６－１９２６
販売日時：９時から１７時まで
（土曜日・日曜日・祝日を除く）
２月２８日㈮まで販売

カクニャン

商品券の使用可能期間は３月１５日㈰までです。使い残しのないようご注意ください。

他市区町村から異動された転入者で、異動元で発行された購入引換券をお持ちの場合、未購入分について八潮市
の購入引換券と交換することができます。
詳細は商工観光課プレミアム付商品券事業担当までお問い合わせください。
※商品券購入引換券は簡易書留で郵送しています。郵送時に不在等で受け取りがされておらず、郵便局での保管期間が経過した分を市で保管しています。
　受取されてない方は商工観光課プレミアム付商品券事業担当までお問い合わせください。

八潮市役所　商工観光課　プレミアム付商品券事業担当　　☎０４８－９９６－２１１１（内線）８０３．８０４

● お知らせします ●



（2）プレミアム付商品券（八潮市）

八潮市プレミアム付商品券　取扱事業所一覧(２２１事業所)
令和２年１月２３日現在

小売業（１４３事業所） ５０音順

店舗名 取扱品 地区 店舗名 取扱品 地区
会田青果 青果 中央２ セブンイレブン八潮木曽根店 コンビニエンス 木曽根
葵の倉 本店 和菓子 南後谷 セブンイレブン八潮下二丁目店 コンビニエンス 二丁目
㈱アキヤマ 学生服・文房具 八潮２ セブンイレブン八潮新町店 コンビニエンス 新町
㈱ＡＫＩＹＡＭＡ 学生服・文房具 八潮２ セブンイレブン八潮中央店 コンビニエンス 西袋
アコレ八潮ＴＸ店 スーパーマーケット 大瀬６ セブンイレブン八潮二丁目店 コンビニエンス 二丁目
浅井米店 米 伊草 セブンイレブン八潮二丁目いちょう通り店 コンビニエンス 八潮２
東屋 酒類・食料品 南川崎 ㈱セレクション八潮店 生鮮食品・酒類 八潮４
東屋商店 酒類・食料品 南川崎 草加葵 本店 煎餅 南後谷
飯島電機商会 家電製品 中央４ ㈱タカヤナギ 事務用品・文房具 中央３
イエローハット八潮中央店 自動車用品 西袋 ㈱卓球家８４０ 卓球用品 中央２
イオンリテール㈱ザ・ビッグ八潮南店 食料品・衣料品他 大曽根 田中酒店 酒・食料品 中央２
㈱イデア ツノイ電気事業本部 家電製品 緑町５ 大栄電器 家電製品 八潮２
㈲イトー寿薬局 医薬品・化粧品 中央４ つるみ製菓 和菓子 中央２
いなげや八潮中馬場店 スーパーマーケット 中央２ でん工舎八潮店 家電製品 中央１
今成サイクル 自転車販売・修理 茜町１ ドラッグストアセキ八潮店 ドラッグストア 緑町４
衣料のウエダ 衣料全般・学生服・着物着付 鶴ヶ曽根 ドラッグストアセキ八潮中央店 ドラッグストア 八潮７
ウエダヤ 文房具 大曽根 ドラッグセイムス南川崎店 ドラッグストア 南川崎
ウエノ菓子店 お菓子・パン 大曽根 ドラッグセイムス八潮中央店 ドラッグストア 八潮７
魚晃 鮮魚 大曽根 ドラッグセイムス八潮八条店 ドラッグストア 八條
内田青果店 青果 古新田 ドラッグセイムス八潮松之木店 ドラッグストア 緑町２
越後屋酒店 酒類・食料品 南後谷 どらっぐぱぱす八潮大瀬店 ドラッグストア 大瀬４
ＡＢＣ－ＭＡＲＴ フレスポ八潮店 紳士・婦人・子供靴 フレスポ内 中山精肉店 精肉 木曽根
㈲えびす製菓 和菓子 中央４ 肉の横山・ホワイト急便南川崎店 精肉・クリーニング 南川崎
遠藤薬局八潮店 調剤薬局 大瀬６ ㈱西松屋チェーン　八潮南後谷店 衣料品（子供服・ベビー服） 南後谷
㈱Ｏｒｄｅｒ Ｍａｒｋｅｔ 印鑑・名刺・ゴム印 中央２ ㈱西松屋チェーン　フレスポ八潮店 衣料品（子供服・ベビー服）フレスポ内
㈲大久保屋 酒類・食料品 鶴ヶ曽根 ニトリ デコホーム フレスポ八潮店 家具・生活雑貨 フレスポ内
大曽根産業㈱ プロパンガス 大曽根 日本調剤八潮薬局 調剤薬局 緑町３
大場商店 食料品 古新田 ㈱ノジマ八潮店 家電製品 フレスポ内
大山商会 プロパンガス 木曽根 パティスリー ラ キュイッソン ケーキ・洋菓子 南川崎
岡西印房 印鑑・名刺・ゴム印 八潮１ パンとケーキのお店ノエル（１００円パン） パン（１００円パン）・ケーキ 中央１
㈲オザワデンキ 家電製品 古新田 日の出文具店 文房具 二丁目
おっ母さん食品館八潮店 スーパーマーケット 緑町４ ビッグ・エー八潮店 酒類・食料品他 中央１
お弁当・お惣菜のさわき 弁当・惣菜 緑町１ ファミリーマートアイダ八潮店 コンビニエンス 南後谷
おもちゃのアポロ おもちゃ・カードゲーム 中央３ ファミリーマートプラスカスミ八潮大原店 コンビニエンス 大原
おもちゃのハッピースマイル八潮店 玩具・雑貨 フレスポ内 ㈲藤吉 弁当・惣菜 中央２
オンダ商事㈱ ガソリンスタンド 大瀬５ ペットランドアイリスワコー八潮中央店 ペットショップ 中央２
オートバックスやしお店 自動車用品 南後谷 ㈱ベルク八潮鶴ヶ曽根店 スーパーマーケット 鶴ヶ曽根
㈲菓子道楽 杵屋 和菓子 八潮６ ベーカリーシマダ パン 中央３
㈱カスミ フードスクエア八潮駅前店 スーパーマーケット フレスポ内 ㈲前田電機 家電・電気工事 木曽根
喜多村商店 豆腐店 古新田 マツモトキヨシ ｐｅｔｉｔ ｍａｄｏｃａ八潮中央店 ドラッグストア 中央３
木の店　木楽 木のおもちゃ・オーダー家具 古新田 マツモトキヨシ フレスポ八潮店 ドラッグストア フレスポ内
銀の糸　フレスポ八潮店 洋服リフォーム フレスポ内 マツモトキヨシ 八潮伊草店 ドラッグストア 伊草
国井商店 学校用品・文房具 古新田 マミーマート八潮伊草店 スーパーマーケット 伊草
クラフトハートトーカイ フレスポ八潮店 手芸用品・クラフト フレスポ内 ㈱マルエツ八潮店 スーパーマーケット 中央３
㈲栗原商事 食料品 大曽根 ㈲南川崎薬局 医薬品・化粧品 南川崎
ココカラファイン薬局八潮店 ドラッグストア 大瀬１ 眼鏡市場八潮西店 メガネ用品 西袋
小僧寿し八潮新町店 持ち帰り寿司 新町 メガネフラワー八潮店 メガネ用品 フレスポ内
こばやし 食料品 中央４ ㈲元名主商店 酒類 木曽根
小藤屋 煎餅 中央３ ㈱ヤオコー八潮店 スーパーマーケット 大瀬５
コンパルワコー八潮店 ホームセンター 中央３ ㈱八潮園芸センター 花・園芸用品 八條
コンビマート　いしかわや スーパーマーケット 古新田 八潮市ふれあい直売所 農産物直売所 鶴ヶ曽根
サイクルベースあさひ フレスポ八潮店 自転車販売・修理 フレスポ内 ㈲八潮テリヤスポーツ スポーツ用品 中央３
埼玉日石ホールディングス㈱ ガソリンスタンド 八潮８ ㈲山崎時計店 時計・貴金属 中央１
ザ・ダイソー フレスポ八潮店 家庭用品 フレスポ内 ㈱ヤマダ電機 テックランド八潮店 家電製品 中央２
佐藤商店 食料品 二丁目 ㈱ユニクロ フレスポ八潮店 衣料品・服飾品 フレスポ内
渋谷寝具店 寝具 八潮２ 洋品和田屋 婦人服 南川崎
島忠ホームセンター八潮店 ホームセンター 大曽根 洋服の青山　八潮店 衣料品 緑町５
しまむら八潮店 衣料品・服飾品 中央２ 吉田酒店 酒・食料品 大曽根
㈱しまむら　アベイル八潮店 衣料品・服飾品 大曽根 緑花園 生花店 中央２
シュープラザ 紳士・婦人・子供靴 緑町４ る・菓壇 ケーキ・洋菓子 中央４
ジーンズメイト フレスポ八潮店 衣料品・服飾品 フレスポ内 ローソンストア１００八潮中央店 コンビニエンス 中央３
すし屋 赤兵衛八潮店 持ち帰り寿司 中央３ ローソン八潮一丁目店 コンビニエンス 八潮１
スタジオアリス 写真屋 フレスポ内 ローソン八潮中央二丁目店 コンビニエンス 中央２
ストアー山口 日用品・荒物・雑貨 古新田 ローソン八潮鶴ケ曽根北店 コンビニエンス 鶴ヶ曽根
㈲須藤商店 ガソリンスタンド 南後谷 ローソン八潮鶴ケ曽根東店 コンビニエンス 鶴ヶ曽根
スリーエイト 秋葉商店 コンビニエンス 中央１ ローソン八潮西袋店 コンビニエンス 西袋
セオサイクル八潮店 自転車販売・修理 南後谷 ローソン八潮八條店 コンビニエンス 八條
セブンイレブン大曽根店 コンビニエンス 大曽根 わかまつや米・酒店 酒・米・食料品 緑町３
セブンイレブン八潮伊勢野店 コンビニエンス 伊勢野 渡部酒店 酒・食料品 浮塚
セブンイレブン八潮駅北口店 コンビニエンス 大瀬１ ワークショップ和幸㈱ 作業服・作業用品 中央１
セブンイレブン八潮大瀬店 コンビニエンス 大瀬４ ワークステーション 作業服・古着屋 大瀬４
セブンイレブン八潮大瀬北店 コンビニエンス 大瀬２



プレミアム付商品券（八潮市）（3）

商品券の取扱事業所

商品券取扱事業所の登録は八潮市商工会で募集中です。
問い合わせ先　 八潮市商工会（☎９９６－１９２６）

飲食業（２６事業所） ５０音順

店舗名 取扱品 地区 店舗名 取扱品 地区
イタリアンレストラン フェリーチェ イタリアン 大曽根 中華料理 一番 中華料理 中央４
イル チェッポ ピザ 中央４ とんかつ串亭 とんかつ 緑町１
活魚料理　旅屋 海鮮料理 伊勢野 はなの舞八潮南口店 居酒屋 大瀬６
魚民八潮南口駅前店 居酒屋 大瀬６ 花水木亭 お好み焼 鶴ヶ曽根
お好み焼＆居酒屋　なかしお お好み焼 中央３ 宝盛庵 そば・うどん 鶴ヶ曽根
ｶﾌｪ＆ﾗｲﾀﾞｰｽﾞﾊｳｽ　はらっぱ 喫茶店 大瀬 ぽぽらまーまフレスポ八潮店 パスタ・ピザ フレスポ内
カラオケ あるばとろす カラオケ 浮塚 まんま亭 居酒屋 中央１
カラオケ なかちゃん カラオケ 大曽根 やきとり大賀 焼鳥 八條
カラチの空 パキスタン料理 中央１ 焼肉 三千里 焼肉 中央４
きーＣｕｒｒｙ アジアン料理 中央１ 八潮牛たん屋　米州 洋食 八條
新寿司 寿司 中央４ やぶそば そば・うどん 中央１
Ｓｔｕｄｉｏ ｃａｆé ｃｕｃｕｒｕ カフェ・卓球場 中央３ らいらい飯店 中華料理 緑町４
そば処 能登家 そば・うどん 垳 和食さと八潮店 和食 中央３

サービス業（３６事業所） ５０音順

店舗名 取扱品 地区 店舗名 取扱品 地区
愛犬美容室ねたろう トリミング 緑町４ サロンドモーラル 美容室 鶴ヶ曽根
飛鳥交通㈱ タクシー 大瀬２ 鍼灸整骨院 あおてあ 整骨院 大瀬３
うさちゃんクリーニング ヤオコー八潮店 クリーニング 大瀬５ ㈱トーカイ八潮営業所 福祉用具 八潮１
㈲ＨＲＤ 自動車用品・修理・車検 西袋 ドッグサロン アロハ トリミング・ペット商品 南後谷
㈲エース レッカー・車検 二丁目 ㈱トヨタレンタリース新埼玉八潮駅前店 レンタカー 茜町１
㈱おざわスイミングスクール スイミングスクール 西袋 美容室　峰 美容室 南川崎
ＯＫタクシー タクシー 木曽根 ビューティーサロン峰パートⅡ 美容室 中央１
家族葬邸宅　団欒 葬祭 垳 ㈲ビー・アンド・ビー クリーニング 大曽根
カットスタジオ・モアナ・ラニ 美容室 二丁目 ホワイト急便 新町店 クリーニング 新町
カットハウス タカハシ 理容 木曽根 ホワイト急便 スワショップ店 クリーニング 鶴ヶ曽根
カットハウス・ラッツ 美容室 中央１ ホワイト急便 マルエツ八潮店 クリーニング 中央３
髪工房 ムラヤマ 理容 八潮４ 八潮交通㈲ タクシー 緑町１
木村クリーニング クリーニング 大曽根 公益社団法人八潮市シルバー人材センター 詳細は問合せ。 伊勢野
木村クリーニング ザ・ビッグ八潮南店 クリーニング 大曽根 やしお山本整骨院 整骨院 八潮６
㈲クリーニングみわ 八潮店 クリーニング 柳之宮 ら・ポール 美容室 南後谷
㈲サイバープリント 印刷・印鑑 中央３ ㈱ライステン エアコン清掃 八潮６
佐藤自動車工業所 自動車修理・車検 鶴ヶ曽根 リメイク 美容室 大瀬５
㈲さろんどふみ 美容室 中央２ ＬＵＣＥＬＩＳＳ 美容室 茜町１

その他（１６事業所） ５０音順

店舗名 取扱品 地区 店舗名 取扱品 地区
㈱石塚塗装 塗装工事 木曽根 鈴木畳店 畳工事 八條
㈲大津塗装店 塗装工事 八條 ㈲大星建具 ガラス・サッシ・建具 中央１
片山防水 防水工事 鶴ヶ曽根 にしかわ脳神経外科クリニック 医療機関 大瀬６
㈱栗原工務店 建築一式 柳之宮 西塚ふすま内装 内装・リフォーム 緑町１
グリーン建設㈱ 造園工事 八條 増建工業㈱ サッシ・網戸・鍵工事 鶴ヶ曽根
㈱サイバー 建築一式 中央３ 緑町こどもクリニック 医療機関 緑町３
医療法人清水内科クリニック 医療機関 中央１ ㈲リネックス リフォーム 中央２
新協電設 電気工事 柳之宮 ㈲ワイ・ビー・エス 建物クリーニング 中央２
※令和２年１月２３日時点で登録申し込みがあった店舗等を掲載しています。今後、随時更新していきます。また、八潮市商工会のホームページからも閲覧できます。



（4）プレミアム付商品券（八潮市）

「プレミアム付商品券」を装う
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

市や内閣府などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、
市役所や警察署（または警察相談専用電話（＃９１１０））にご連絡ください。

※商品券の第三者への譲渡、転売は行わないようお願いいたします。

制　度　概　要
●購入限度額

要件①（非課税者分）の場合…�平成３１年度の市民税（均等割）が非課税の方。ただし、課税者と生計を一にする配偶者、
課税者の扶養親族、事業主が課税者の専従者、生活保護を受給されている方等の場合は
除きます。

おひとりにつき、最大２５，０００円の商品券を２０，０００円で購入できます。
※要件①（非課税者分）に係る購入引換券交付申請の申し込みは令和元年１１月２９日で終了しました。

要件②（子育て世帯分）の場合…平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までに生まれた児童がいる世帯の世帯主

対象となる児童おひとりにつき、最大２５，０００円の商品券を２０，０００円で購入できます。

※商品券は１セット５，０００円（券面額５００円×１０枚）を４，０００円で合計５セットまで購入できます。
※要件①②両方に該当する方は、それぞれの立場で限度額まで購入できます

●使用可能期間：３月１５日㈰まで
・商品券は、取扱事業所一覧にある店舗（随時追加します）で使用できます。
　使用時にお釣りは出ないため、なるべくお値段に近い金額で使用するとお得です。

※ご本人が買い物に行けない場合、商品券は代理の方でも使用できます。
※商品券、購入引換券を紛失した場合、原則として再発行はできません。

お釣りが出ない使い方（例）
１，１００円の商品を買いたい場合

「額面５００円の商品券を２枚と現金１００円を組み合わせる。」

＋

商品券（５００円） 商品券（５００円）

１００
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