
（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


