
令和４年９月８日現在

キャッチコピー 事業所名 電話番号 所在地
まつ毛エクステ専門店 Venti 加須駅前店 ネット予約 中央1-4-14　しゃるめーぬﾋﾞﾙ1F
サラダ専門店 Green salad factory 070-8953-0637 中央1-4-14　しゃるめーぬﾋﾞﾙ2F
加須市で一番老舗パン店 ㈲小松ベーカリー 61-0531 中央1-5-21
時計・宝石・メガネ・補聴器 金宝堂 62-7676 中央1-7-47
メンテナンス・修理ができるお店 ㈲田辺スポーツ 62-6465 中央1-7-47
化粧品の店あなたの『キレイ』を応援します！ ㈲ビューティショップむかわ 61-1010 中央1-7-59
チャーシューチャーハン　チャーシュー多い麺　売れ筋メニュー！ 中華　かし亀 62-1408 中央1-10-8
お酒の専門店 ㈲西河酒店 61-0352 中央1-11-44
持ち帰り弁当・巻物・和菓子の専門店！ たかのチェーン加須店 61-4461 中央1-11-45
鯉のぼり最中 岡安堂 61-3441 中央1-12-25
美しいヘアスタイルは幸せのスタート ㈲美容室サロンドペペ 62-7328 中央1-12-40
暮らしのファッション ファミリア・コバヤシ 62-0121 中央1-13-17

㈲石川荒物店 61-0518 中央1-15-15
地域密着！学校用品は当店へ スクールショップ日大 61-0388 中央2-2-8
和洋中オリジナル料理 旬彩遊膳しょうぞう 61-0308 中央2-4-3
唐揚げは好きですか？火・木曜日営業、お弁当400円～ 旬彩食堂いろは 44-9103 中央2-5-29
手づくり弁当、おにぎり、揚物　土日限定〈たこ焼き入り焼そば〉300えん フードショップ　レインボー 61-2735 中央2-5-30
メガネ・補聴器・時計・宝飾の店　メガネのことなら「認定眼鏡士」のいる当店へ 銀鐘堂 61-2274 中央2-5-32
ブリヂストンサイクル専門店 彩くる 48-6458 中央2-6-20
任せて安心！補聴器選びや聞こえの悩みは専門店で解決 補聴器専門店　たいよう補聴器 38-9108 中央2-9-9-102
タイの味をお家で！！ PALM SUGAR 53-3475 中央2-10-8　マスゴビル　1F B
本の販売 ㈲ブックセンターやまと 62-1211 中央2-10-9
昔ながらの洋食屋さん。 café&DINING BAR Tomoe 61-0155 中央2-10-12
手打ちうどん 中央食堂 61-0319 中央2-10-13
ENJOY　HOME　with　FLOWERS ㈲坪井生花店 61-2660 中央2-10-23
鶏卵、鶏肉、豚肉取扱店 ㈲肉のはせがわ 61-0446 中央2-12-22
お手軽価格で素敵なファッション レディースファッションとおい 61-0136 中央2-12-28
一軒目に飲み行くなら当店へ！ 大衆酒場つなぐ家 31-6860 本町1-3
そば処 恵比寿家 61-0201 本町2-33
プロの道具・良品長持ち ㈱伊勢屋金物店 61-0107 本町6-2
うまいお茶・嘉永七年創業 ㈱下総屋 61-0215 本町7-11
日頃のご愛顧に感謝を込めて価値ある価格 ㈲正札堂 61-0138 本町7-13
お茶と海苔 野本園茶舗 61-0108 本町8-6

絆券を使って！当てよう！お買物プレゼントキャンペーン参加店一覧



令和４年９月８日現在

キャッチコピー 事業所名 電話番号 所在地

絆券を使って！当てよう！お買物プレゼントキャンペーン参加店一覧

食べておいしい、贈って嬉ばれるお菓子、取り揃えております 新井家菓子店 61-0230 本町8-6
暮らしのパートナー ㈲渋川商店 61-0421 本町9-5
ギフト、個人用、食器、衣料、食品取り扱っています ㈲粕壁屋 61-0148 本町12-28
本と文具　音楽教室はじめました ㈱カサモ関口商店 61-0041 本町12-41
市民プラザ駐車場隣 丸茂食品マート 61-0359 元町8-11
craft　school＆shop CRAIL 77-0685 南町9-32
唐揚げチューリップ 湯本鶏肉店 62-4966 富士見町9-8
☆家電、工事、修理、リフォームなどお困りごとなら当店へ ㈲つじや総合電器 65-3620 東栄1-13-23
ゆず最中の 松屋菓子舗 61-0248 東栄2-2-16
手打ちうどん・そば よしもと 66-1122 久下1-6-3
記念写真撮影 ㈱竹内写真館 65-3639 久下2-14-1
Wiz Heartであなたの髪とハートがうきうき！わくわく！ 美容室　Wiz Heart 66-1800 久下5-2536-6

そば処こぶし 65-4611 久下1603-2
スポーツ用品で必要なものなら！ ㈲スポーツカサモ 61-0703 不動岡1-4-38
コスメ＆ソニックエステ べっこうや 61-0611 不動岡2-5-29
あなたの街のでんきやさん おうちサポート　コボリ 61-4178 不動岡2-6-31
加須銘菓五家宝 ㈱武蔵屋本店 61-0172 不動岡2-6-44
日用品・荒物 ㈲山田屋商店 61-0616 不動岡3-1-10
加須市のお米を使用 太郎せんべい本舗 ㈱白鷹食品 61-1045 不動岡520
電化製品のことなら ベスト電器 コバデン加須店 61-0001 大門町1-2
毎朝、豊洲から直送される魚の刺身と手作り総菜、あげものの店です ㈲丸栄食品 (八百善三俣支店) 61-0625 大門町3-38
手打うどん・そば 大島庵 61-2597 大門町7-27
優秀な技術者の散髪屋、ご来店お待ちしております 髪サロン　ウメザワ 61-1304 大門町19-20
手打うどん・そば 子亀 62-2876 諏訪1-15-16
毎日の美味しいをお届けします 橋本米店 61-0559 睦町1-5-15

ビストロ富士屋 61-0685 睦町1-11-14
あなたの街のでんきやさん ワタナベでんき 62-0111 三俣1-3-1
作業服の専門店 ワークマン加須店 62-5684 三俣1-4-10
”贈りもの”のことならお任せください シャディサラダ館加須店 63-0120 三俣2-15-7
お刺身・鳥串焼きが人気です 和食処まつもと 62-6208 三俣2-14-2
あっさりスープ・こってりスープ２種類のスープで品数豊富 ラーメン一代元加須店 62-2336 三俣2-18-6
メンズ・レディース・スーツ・フォーマル用品専門店 紳士服コナカ加須店 63-2303 三俣2-29-11
リーズナブルな価格でバラエティー豊かなメニューを取り揃えた居酒屋 とりあえず吾平　加須店 63-0311 三俣2-22-2



令和４年９月８日現在

キャッチコピー 事業所名 電話番号 所在地

絆券を使って！当てよう！お買物プレゼントキャンペーン参加店一覧

お刺身と揚物のセットメニューはいかがですか？ 日本料理いちむら 61-0822 三俣2-3-7
ホンダ、ヤマハ、スズキ、外車、新車、中古車取扱い店 ㈲モトスポーツ　スズキ 62-0015 北小浜147-5
金、土曜日営業。本マグロの中トロ丼が人気 豊洲直送　鮪や 61-4003 北小浜1264-1
あなたとご家族のかかりつけ薬局 加茂薬局 68-5971 北篠崎1493
御菓子司 ㈲三小間 61-0756 土手1-9-24
任せて安心　メガネ・補聴器専門店 メガネのアライ 61-0583 土手1-12-4
「若甦」ののぼりが目印です 大久薬局 61-0065 土手1-12-6
お酒の専門店・酒屋の酒場 山田酒店・和飲家 61-0569 土手1-12-15
落ち着いた雰囲気で、オールディーズを聴きながら食事ができるらーめん屋。 麺めんくみ加須店 47-0168 愛宕1-6-4
お家のお掃除の事は【近いから安心！近いから悪い事は出来ません！】加須市生まれのドリーム・ドアへ 加須のおそうじ屋さん　ドリーム・ドア 070-4500-0480 馬内994
手打ちうどん・そば つかさ分店 65-0555 南大桑705-4
カーテン・ふとん・インテリア工事 トータルリビングあかさか 65-1288 南大桑886
オーダーメイドジュエリー・リフォーム・サイズ直し 佐々木貴金属工芸 65-3358 南篠崎2-2-9
美容室　一般着付 美容室真弓 65-3063 南篠崎2-10-4
あなたの街のくらしのサポート係 ドリーム・ライフ・サポートはなさき電器 65-2868 花崎2-25-15
洋食店　大車海老のフライセット レストラン細井 65-3791 花崎4-23-13
定番の品から創作メニュー、季節限定メニューまで 洋菓子倶楽部エーデルワイス 31-8933 花崎北1-10-3　鈴木ビル1F西側
地元の朝採れ野菜が人気 PU-PU 44-8725 花崎北1-10-3　1F東
からあげ専門店 鶏笑　加須花崎店 99-0176 花崎北3-16-12
田舎そばうどん　　 おおはし 65-2933 川口1-7-5
髪を整えて気分上々 てむ美容室 66-3875 川口2-18-21

中村屋菓子店　　 65-0017 水深890-1
のどかな風景で都会の味をご提供 やさしい味工房　メリーさんち 48-5656 北辻32-17
女性スタッフならではの目線で髪のお悩みにお答えします 美容室ラ・ウ・レ・ア 66-3211 南小浜612-12
酒・たばこ 石井商店 65-2721 下高柳1367-5
お車のことなら当店へ (有)真下自動車販売整備 68-5500 下樋遣川1275-2

婦人洋品あらせい 68-5673 下樋遣川1278
「加須の舞」取り揃えています ㈲日の出屋 61-5308 志多見826-1
３代続くこだわりに老舗パン店 まつむらパン店 61-5348 志多見1547-2
ゴリラのガソリンスタンド ㈱ニュー加須 61-3087 志多見2235-1
牛・豚・鳥肉と手づくりお惣菜の専門店 田上精肉店 68-5529 大越2482
車のことなら当店へ ㈱彩北自動車整備工場 68-4812 外野407-8
心と心のふれあいを大切に ㈱広瀬電器 68-6306 大越2884-4
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肥料の事なら　エルピスガス・灯油（石油）配達します ㈱ナカザワ 68-6203 外野477
加須の美味しい地酒あります かめや酒店 73-0073 騎西1307
昔ながらの製法にこだわる自然乾燥の麺 清水製麺 73-0114 騎西354
名物まんぴらうどんはいかがですか手打のそば、揚げたて天ぷらも大人気です あじ庵 73-3515 騎西50-1
ファッションコミュニケーション 中屋 73-0044 騎西1256

でんきのいとう 73-0186 騎西1253
古い写真の復元・修正お受けいたします ㈲光画堂 73-3357 騎西1335
ちょこっとそこまでタクシーで? 騎西タクシー㈲ 73-1339 騎西1339
地元密着食品スーパーのまるたけです。 ㈱丸武騎西店 73-3548 騎西27-4
自転車のとみた ㈲富田商店 73-0008 騎西11-5

吉田時計店 73-0010 騎西1362
薬剤師が常駐する、漢方と健康相談店 ㈲もりた薬局 73-2308 騎西7－11
ステキな花を！ あずさ園　騎西店 73-7387 騎西8-7
美味しいうなぎをお求めなら ㈲うなぎ荒川 73-2108 下崎367-2
加須手ぼし麺 松井産業㈲ 73-0130 上崎2730
平日限定お席のご予約でデザートサービス中。 お食事処正三郎 73-5092 道地1303-1

㈲内藤石油 73-0269 道地1294-1
おいしい沖縄料理を加須で 沖縄そば　かふーがーでん 30-6827 中種足1195
低料金理容室！ スター理容騎西店 73-1820 鴻茎6-6
食料品・雑貨販売 菅沼商店 0280-62‐1233 麦倉145
日用品・雑貨・はきもの コーバン商店 0280-62‐2117 麦倉144-2
全て手作り、安心して食べられる美味しいパンです。 手作りパン工房　さんぽみち。 0280-62‐0938 柳生2001-6
コシヒカリと農家の新鮮野菜の直売所 JAほくさい  北川辺農産物直売所 0280-62-3636 向古河281-2
LPガス・灯油は当店へ あさひや商店 0280-62‐1877 向古河16-5
川魚専門店美味しいうなぎ、鯉を食卓へ！テイクアウト専門店です ㈲鈴木養魚場 0280-62‐1151 向古河2371-1
美味しい北川辺産コシヒカリが当店でお安くお買い求めいただけます。 田島米店 0280-62-2203 向古河367
からあげ・加須の舞 加納商店 72-4328 弥兵衛451
自動車販売修理業 田村モータース 72-2180 北下新井386
地元大利根産のおこめが人気です （有）小林商店 72-2759 北下新井938
地元野菜を中心としたランチ、手作りパン、焼き菓子、ハンドメイド木工雑貨 café ＆　zakka mt. 44-8127 北下新井1159-1

大利根タクシー㈲ 72-3148 北下新井1737
ENEOS　フルサービス　大利根SS （有）鳥海清人商店 72-3174 北平野318-2
国産小麦を使った焼きたてパン屋さん！ パン工房　ｋｏｍｕｇｉ 44-9919 間口1259-8
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大切な時間を心を込めて…あなたの街の床屋さん ﾍｱｰｻﾛﾝ　ＯＨＳＨＩＫＡ 72-2668 北大桑226-2
小川酒店 72-2024 阿佐間955
しまだ 72-3012 阿佐間557


