
衣類・靴・寝具
㈱パワフル 毛有325

赤羽洋品店 山王200

板倉洋品店 山王333

柏屋洋品店 藤代386

㈱よしや 藤代384-1

呉服・洋品・学生洋品　やまざき 宮和田491

坂本呉服店 藤代513

てらだ屋呉服店 藤代499-1

ファッションセンターしまむら　藤代店 藤代南2-16-2

ファッションセンターしまむら　取手東店 青柳474-1

ファッションセンターしまむら　白山店 白山3-9-27

洋服の青山　取手店 新町4-28-10

熊倉ふとん店 新取手1-2-6

スクールショップ　オリジン 戸頭4-9-6

イイジマ靴店 取手1-5-13

かとり呉服店 取手1-11-13

須藤はきもの店 取手2-6-13

ファッション　リゼ 取手2-4-10 マツモトビル1F

レディース　トキワ 取手2-11-8

小川きもの専門店 白山2-16-18

洋品寝具のくらもち 白山2-6-25

外食
食と肴　うおもと 片町313-3

ふくだ 片町313-4

サルデーレ 清水296-1

中国料理　茶寮 下萱場1285-2

鮨源 浜田590-7

やきとり　とんちゃん 藤代南1-9-8 キャップスト－ン藤川A

インド・ネパールレストラン＆バー　マナシ 藤代678-1 藤代102号

季節料理　浜夕 藤代902-4

こだわりらーめんゆきむら亭　藤代店 藤代968-1

お食事処　鈴木屋 宮和田1132

オステリア　ディ　クオーレ 宮和田1006-60

炭火串焼　竜 宮和田429-9

そば処　やしま 宮和田233-6

焼肉レストラン　たいかろう 宮和田390-3

焼肉のんきや 青柳354－8

自家焙煎　琥珀 青柳353-5

手留寿し 青柳1-1-51

居酒屋　酒楽 井野1-12-29

鹿角 井野1-5-6

ココス　取手店 井野台4-9-21

ココス　取手中央タウン店 西1-31-33

GALLERY＆CAFE　OMONMA　TENT 小文間4154-4

中華　タイコー 桑原1034

レストラン　やま忠 桑原1414-1

カフェ　グラッチェ 駒場3-6-14

外食
ちゃいなはうす 駒場3-9-21

はな膳　取手店 米ノ井3-1

創作料理　たむたむ 新取手1-8-1

咊好 新取手1-6-1

レストラン　ごとう 新取手2-1-2

赤から　取手店 新町4-17-12

そば処　石庵 新町6-2-2

鉄人餃子坊　取手駅前店 新町3-9-32

レストラン　カステッロ 新町1-8-58

福和内 新町2-2-8 パークハイツ1階

大衆酒場　千石 台宿2-3-3

うなぎ浦島 長兵衛新田214-13

我那覇　こころ庭 寺田5001-9

我那覇　本店 取手2-9-26

弘昇庵 寺田5165-3

蜀味三国 戸頭1161-1

玉川寿司 戸頭4-18-22

味蔵 取手2-10-15 ナガタニビル１階

居酒屋　亜紀 取手2-16-28

伊勢利そば店 取手2-6-15

居酒屋　ニューひさご 取手2-14-23 山本ビル2F

魚民　取手東口駅前店 取手3-4-7 取手イーストビル3階･4階

唄の牧場（カラオケ居酒屋） 取手2-9-18 山中屋ビル3階

キュイジーヌ・アイ（西洋厨房 石川） 取手2-3-7 取手センタービルC棟4階

串揚げ家　ぼらんち 取手2-4-10 マツモトビル2F

ケニーズ・ファーム 取手2-7-3 イーストヒルズユウキ206

四季料理　野の花 取手2-3-3

魚菜茶家　たへい 取手2-9-20

旬鮮　蓮沼 取手2-1-21

食楽Bar　Nobe 取手2-7-3 イーストヒルズユウキ102
スナック　アド 取手3-4-8

ダイニングバー　パぺエテ 取手2-9-13

ハリオン　取手店 取手3-4-8 海方ビル1階

BAR　自己酎 取手2-4-10 マツモトビル2F

Bistro　QUATRE 取手2-10-15 ナガタニビル1F-D

ひたちや　そば店 取手1-8-12

陽だまり 取手2-2-7 偕楽ビル3F

日高屋　取手東口店 取手3-1-2 取手プラザ1階

vegetaboo　LEAF 取手2-9-17

ベトナム料理店　MYMY PHO（ミイミイ フォー）　取手3-3-19

豊後高田どり酒場　取手東口駅前店 取手3-4-7 取手イーストビル5階

ホルモン焼肉　炎吉 取手2-4-12 柴田ビル5階

目利きの銀次　取手東口駅前店 取手3-4-7 取手イーストビル1階

山内農場　取手東口駅前店 取手2-2-8 海老原ビル2階

焼肉　和（なごみ） 取手2-1-17 カネヨビル1階

ワインカフェ取手 取手2-2-8 海老原ビル4階

カンパーニャ本店 野々井1582-3

肉盛食堂　肉一　取手店 野々井1031-8

ラ・ベル・フォンテーヌ 野々井166-6

あきら寿司 白山6-23-17

鮨　髙はし 東3-4-15

中国料理　京華 本郷3-12-27-1

菓子・パン
泉家菓子舗 片町325-12

歌舞伎あられ池田屋 山王542-1

椎名米菓 山王87-1

パティスリー　プティシュシュ 宮和田1074-5

羊羹屋本舗 山王282

ヤマザキショップ　斉藤菓子店 藤代570

羊羹屋本舗　宮和田店 宮和田1221-4

和洋菓子　さがら 新取手2-2-20

伊勢屋餅菓子店 新町5-18-13

パティスリー　ラ・シュエット 新町5-18-18

和菓子　笹屋 台宿2-13-38

ル・ソレイユ 寺田5186-1

甘納豆の小川製菓 戸頭9-1-22

クーロンヌとりで 戸頭2-12-13

フランス菓子　セビアン 戸頭3-32-15 メゾン戸頭1F

㈲まるやま千栄堂 戸頭4-16-12

さくらいピーナッツ店 取手2-3-9

寺沢製菓　ゆめみ野工房 野々井1030-3

和洋菓子の店　フレーズ 白山3-9-9

和菓子　取手　風月堂 本郷1-2-15

パンダカフェ 東1-1-5

マッターホルン洋菓子店 ゆめみ野2-2-36

家電関連
αサクライ 小浮気351

村井電器 新町5-12-10

㈲海老原電機店 新町1-2-40

㈱中山電機 野々井232-2

化粧品・医薬品
マツモトキヨシ　藤代店 藤代南2-16-2

マツモトキヨシ　取手青柳店　 青柳1-18-31

㈲なかの薬品 双葉3-22-18

そうごう薬局　井野台店 井野台5-2-29

ドラッグセイムス　新取手店 新取手1-3-5

ドラッグセイムス　取手戸頭店 戸頭283-1

ビューティーショップ　鈴屋 新取手2-2-16

㈱カワチ薬品 ドラッグストア クラモチ取手店 新町6-1-25

サンドラッグ　取手店 戸頭1125

麻生保命堂 取手2-6-16

白山薬局 白山6-24-7

ハロー薬局 白山1-2-21　1F

クスリ　大成堂 東3-1-15

ウエルシア　取手戸頭２号店 戸頭1-9-18

ウエルシア　取手ゆめみ野店 ゆめみ野3-8-2

娯楽・レジャー
我孫子屋釣具店 藤代2034-25

ユーアイスポーツ　藤代店 藤代491-9

アクアプロショップ　まんぼう 新取手2-2-20

㈱とりで旅行センター 取手3-4-20 中山ビル1階

㈲一竿堂 取手2-11-9

コンビニ
セブン‐イレブン　取手藤代庁舎前店 藤代524-1

セブン‐イレブン　藤代南口店 藤代南2-1-5

コンビニ
セブン‐イレブン　取手宮和田店 宮和田500

セブン‐イレブン　取手小浮気店 小浮気新田555-9

セブン‐イレブン　取手井野1丁目店 井野1-9-25

セブン‐イレブン　取手新町3丁目店 新町3-372-3

セブン‐イレブン　取手台宿店 台宿1-7-11

セブン‐イレブン　取手駅東口店 取手3-4-11

セブン‐イレブン　取手白山3丁目店 白山3-9-15

セブン‐イレブン　取手本郷１丁目店 本郷1-6194

セブン‐イレブン　取手ゆめみ野店 ゆめみ野2-8-1

ファミリーマート　取手藤代南三丁目店 藤代南3-10-1

ファミリーマート　取手東四丁目店 東4-1-30

ファミリーマート　取手白山店 白山5-18-1

酒・米
服部米店 片町312

㈲赤羽 配松314-1

上野屋酒店 宮和田1173-15

酒のやまや　取手店 井野台3-6-35

取手の地酒や　中村酒店 戸頭3-33-13

㈱田中酒造店 取手2-13-35

㈱藤沢商店 取手2-16-34

㈲野中屋商店 取手1-2-5

岩田屋酒店 白山5-13-12

倉持本店 白山3-4-10

藤澤商店　白山店 白山3-3-25

稲葉酒店 東4-3-11

岩沢酒店 東6-29-10

(同)米のモリキン 東3-1-12

岡田商店 本郷4-7-18

プチショップ　取手本郷店 本郷1-24-10

自動車・自転車関連
カーショップ　ルックウインド 神浦1029-3

㈲山伸自動車工業 山王1686-2

川口自動車㈱ 清水947-1

倉持自動車工業 新川24-2

梅沢自動車販売 平野120

ハギワラ輪店 藤代504-1

サイクルショップすがや 宮和田496

中道タイヤサービス㈱ 谷中220-1

タイヤ館　取手 井野台3-6-33

バイクハウスフレンズ 井野525-10

アップガレージ茨城　取手店 米ノ井62-1

大浦輪業 米ノ井68-2

BooBoo 米ノ井44-3

タイヤ館　守谷ふれあい 戸頭1277-1

ナオイオート　戸頭店（車検のコバック戸頭店） 戸頭1-17-1

サイクルハウスＰ－らんど 取手3-3-13-1Ｆ

㈲弥栄モータース工業所 白山4-4-8

サイクルセンター　イイダ 東1-7-9

住宅関連
㈲桂開発 椚木205-1

㈲桂工務店 藤代559

㈱三洋 双葉2-9-8

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業
加 盟 店 舗 一 覧

2020年9月30日現在
※小規模店とは、大型店（裏面記載）以外のすべての加盟店舗になります。



住宅関連
小島工芸　藤代ショールーム 宮和田800

ケーホク 谷中332

佐々木畳店 青柳365-9

㈲小暮住建・建具店 上高井372-1

㈲葵設備 小文間4686-6

㈱住まい工房ナルシマ 駒場2-14-12

㈲セラホーム 米ノ井15-1

㈲中家建材店 中原町3-6

下田建築 野々井94

㈱京葉ホームサービス 東6-72-20

㈱取手福祉サービス 東3-7-1

戸祭塗装㈱ 東2-6-47

寺田畳店 取手1-13-24

書籍・文具
河原崎書店 藤代502

そうまストア 双葉3-32-2

ブックエース　新取手店 寺田4718-9

㈲スズキ　オフィスシステム 白山3-2-4

生活関連
小谷野金物店 藤代577-4

BOOMS 藤代973

サラダ館　藤代店（㈱ツクシ製作所） 双葉2-30-11

Avilio　Flowers 宮和田371-1

服部商店 宮和田484

㈱シムトラスト 稲1171-1

㈲取手清掃 稲1171-1

花彩花 小文間4166-3

㈲髙梨金物店 戸頭2-49-28

紫雲堂仏具店 取手2-12-8

フラワーショップ　ナガツカ 取手2-4-7

福井屋金物店 白山3-4-11

リアリティコンサルティングオフィス 白山8-12-8

石引写真館 東3-1-21-2

クリーニング洗濯王　カスミゆめみ野店 ゆめみ野3-8-2

生鮮食品・食料品
㈱新鮮野菜工房 岡51

SA・TO　FOODS 山王143-4

コープデリ　藤代センター 平野54-1

よしや　分店 藤代556

エコとりうみ 双葉2-30-10

服部氷室 宮和田484

藤代 伊勢屋 宮和田1172-6

肉の吉田屋 青柳368-2

スマイルバナナポーク　取手店 青柳748

スマイルバナナポーク　戸頭店 戸頭1142 NCSビル1F

ビッグ・エー　取手青柳店 青柳1-1-46

ビッグ・エー　取手白山店 白山5-13-5

農産物直売所「やさいINO」 井野団地ショッピング センター内 3-19-105

中村ストアー 上高井396-2

JA茨城みなみ農産物直売所「夢とりで」 桑原242-1

まごころ弁当　取手店 寺田5001-9

岩沢酒店　からあげ弁当 取手2-5-23

生鮮食品・食料品
㈱山中屋 取手2-3-3

新六本店 取手2-13-36

千代屋商店 取手2-4-8

WINE＆GIFT　シンロク 取手2-2-10

コミュニティショップ　ひだまり 西2-2-3 堀越ビル1F

ほっともっと　取手東店 東6-75-7

㈲戸祭貞次郎商店　サワトのつけもの 東6-70-15

その他
大勝電設㈱ 光風台1-12-11

縁活サロンネットワーク 桜が丘2-34-13

宇津井写真事務所 紫水3-2-16

坂寄歯科医院 藤代503

塚本看板店 宮和田198-7

明治牛乳　藤代販売所 宮和田390-5

㈲トヨプリントサービス 上高井564-1

チャイルドショップ　ドリーム（ホビーショップ） 新取手1-4-10

㈱アレイト 戸頭4-3-16 アレイトビル

パナソニックエイジフリーショップ　ふれあい取手店 戸頭8-7-3

ベルブレス(同)（サムシング・ブルー） 戸頭6-29-3 EHビル302

ホットヨガスタジオ　シャラ 戸頭3-1-2

取手総合法律事務所 取手2-2-3 TRDビル2F

フリーアナ 小村悦子による話し方＆スピーチレッスン 取手2-2-6 1F よりみちSOYA方

矢羽根本家㈱ 取手2-1-28

スタジオ　REV 東2-4-2 コンフォースト1F

夢スタジオ　ピン歩気 東6-70-14

タクシー・運転代行
三昇交通㈲ 米田79-4

㈲取手合同タクシー 台宿245-2

時計・メガネ
メガネのスタッセ　藤代店 片町309-1

メガネのスタッセ　戸頭店 戸頭3-13-1

メガネのミエール 新町2-4-1

眼鏡市場　取手店 寺田5003-1

ジェムウォッチ　取手駅前店 取手2-3-12 五明ビル1F

メガネハット　戸頭店 戸頭3-24-13

メガネハット　取手東店 東6-73-21

燃料（ガソリン・灯油等）
㈲鈴木燃料店 宮和田371

㈲小林商店 小文間5527-1

㈲中村屋　コスモ石油 下高井2423-1

理美容・エステ・指圧・整体
ささき美容室 清水1145

プライベートフェイシャルサロン　Rosie 中内1014-1

美容室たちばな 藤代406-3

美容室マイスター 藤代688-1 201

蛯原理容所 藤代491-4

山本理容室 藤代378

Hair　Studio　Angelica 藤代南3-11-2 1F-B

ヘアーサロン　ナカハラ 双葉1-23-14

ヘアーイン・ヨシダ 谷中40-1

メナードフェイシャルサロン　取手井野 井野3-17-3 エーデルハイム205

ヘアーインアート 　DEAR 井野3373-3

理美容・エステ・指圧・整体
hair＆spa　en 井野1-4-32

エステサロン　LUXE 新町2-2-16 ルックハイツ取手第一101

くまもと整骨院 新町2-2-16 ルックハイツ取手第一101

ヘアカット専門店 DAY’s CUT 1000 新町6-1-1 根本ビル102

パルコ美容室 新取手2-17-2

メナードフェイシャルサロン　取手駅東口 台宿2-3-5-101

石嶋整骨院 長兵衛新田5815-2

みうらマッサージ治療院 寺田4678-1

針灸院ヴィアーレ 戸頭1280-3

ヘアーサロン　オアシス 戸頭1280-3-101

ポトス　取手戸頭店 戸頭1-8-29

チャンプタカオ 戸頭2-42-14 森田マンション101

整体＆アロマ ドルフィン 取手2-11-8 藤田ビル2F

KEiROW取手ステーション 取手1-11-13 ライオンズマンション取手1F

健康サロン　ローズガーデン 取手1-5-7

CORONA　oasis　of　hair 取手2-9-14

田村指圧治療院 取手2-15-18 伊勢甚ビル2F

Seeds 取手2-19-17

Nail＆Eyelash　Naiiiiil 取手2-3-7 取手センタービル2F

美容室かおる 東6-37-7

barber　shop　Kingsman 取手2-3-7 取手センタービルB棟－1F

ヘアサロン　イイジマ 取手1-9-6

祥和堂　ソフト整体院 取手2-2-7 もも太郎ビル2F

新取手整体治療院 野々井248-6

リラクゼーションルーム　あすえる 東6-75-7

asian　PLACE ゆめみ野3-3-17

ミスターマックス 取手店（テナント） 東4-5-1　大型店
ミスターマックス取手店（スーパー）
メガネフロンティア　ミスターマックス取手店（メガネ）
カットオンリークラブ　ミスターマックス取手店（美容室）

大型店
㈱ヤオコー　取手青柳店 青柳1-8-31

㈱ヤオコー　取手戸頭店 戸頭1282-1

㈱ヤオコー　藤代店 藤代南2-16-2

マスダ　戸頭店 戸頭6-30-6

マスダ　取手店 東6-10-8

TAIRAYA　新取手駅前店 新取手1-10-1

㈱カスミ　藤代店 藤代641

㈱カスミ　取手店 青柳385

㈱カスミ　取手ゆめみ野店 ゆめみ野3-8-2

タイヨー　藤代店 宮和田740-3

ヨークベニマル　取手戸頭店 戸頭1118-1

茨城トヨタ自動車㈱　取手店 寺田5038

イエローハット　藤代６号BP店 小浮気136-1

ナオイオート　6号取手店（車検のコバックR6号取手店） 桑原680-1

ケーズデンキ　取手店 戸頭1299-4

ホーマックニコット　藤代店 藤代579

DCMホーマック　取手店 戸頭1299-4

ケーヨーデイツー　取手店 青柳115-1

フジ取手ボウル 寺田4988

㈱カワチ薬品　藤代店 小浮気175-1

大型店
ウエルシア　取手新町店 新町3-9-41

ウエルシア　取手新戸頭店 戸頭9-21-23

アトレ取手店（テナント） 中央町2-5　大型店

１ 階

とんかつ和幸（食料品）
たごさく（食料品）
日本一（食料品）
ヴィ・ド・フランス（パン）
フロ　プロステージュ（菓子）
魚のサントー（生鮮食品）
京樽（食料品）
銘菓の老舗　あさ川（菓子）
茶・丸山園（食料品）
銀座コージコーナー（菓子）
Tマルシェ（食料品）
ポニークリーニング（生活関連）
ニュー・クイック（生鮮食品）
九州屋（生鮮食品）
おそうざい村（食料品）
珈琲館（外食）
第一花壇（生活関連）
セブン‐イレブン　アトレ取手店（コンビニ）
MATCH  MARKET（外食・その他）

２ 階

マツモトキヨシ（化粧品・医薬品）
お直しサロン　アン・コトン（生活関連）
美容室 フレンズ（理美容）
アドバンストヘアー ナカタニ（理美容）
キャナリー（衣類）
ベリテ（宝飾品）
さくら平安堂（生活関連）
ブォーナ・ビィータ（生活関連）
エムニ　バイ　センソユニコ（衣類）
エステサロンさくら（エステ）
キャンドゥ（生活関連）
ぞうのはな（衣類）

３ 階

成城石井（食料品）
スターバックスコーヒー（外食）
ロッテリア（外食）
ジンズ（メガネ）
インデックス（衣類）
くまざわ書店（書籍・文具）
ハニーズ（衣類）

５ 階
横浜田中屋（外食）
サイゼリヤ（外食）
ほぐし家　将（整体）

リボンとりで（テナント） 新町1-9-1　大型店
1 階 (同)西友　取手駅前店（スーパー）

3 階
スターボード（リラクゼーション）
PONY'S　CAFÉ（外食）
リード（衣類）

5 階 スタジオ505（その他）

sanshin
線

sanshin
線

sanshin
線

sanshin
線

sanshin
線

sanshin
線

sanshin
線

sanshin
線

sanshin
テキストボックス
赤の囲いで囲まれた部分が大型店舗になります。



衣類・靴・寝具
ヤマダイ洋品店 山王106-5

ソウル　オン 宮和田417

テーラー　清水 宮和田3-1

やよいファッション 取手1-11-10

外食
居酒や　味のくら 藤代南1-11-18

中国家庭料理　楽陶陶 宮和田978-18

四季の杜 和田1288-3

鮨処　みつや 青柳125-2

手打ちそば　車 青柳124-4

にんたまラーメン　取手店 桑原1412-1

米寿司 新町4-28-8

しちりん　取手西口駅前店 新町2-5-41

だんらん 新取手1-2-8

ガスト　取手 新町2-3-12

ガスト　取手戸頭 戸頭636-4

バーミヤン　取手駅東口 取手3-1-2

伊太利庵　Buono 取手2-3-10 玉貫ビル2F

カラオケダイニング　ランプ 取手2-9-18 山中屋ビル2F

culture space　BAR ちかぶつ 取手2-7-3 イーストヒルズユウキ101

さつま1号店 取手2-9-16

助すけ亭。。。 取手2-9-18 山中屋ビル102

酔仙酒蔵　北勝 取手2-3-5 高島屋ビル1F

和泉寿司 取手2-3-13

ハイボール酒場とりしん　取手駅前店 取手3-1-2 取手プラザ2F

ハイボール酒場とりしん　戸頭店 戸頭4-18-16 コーポフルヤ103

取手薮そば 西2-35-8

クマリカレー 白山1-8-37

菓子・パン
焼き菓子カフェ　こなのか 白山3-2-1-103

化粧品・医薬品
せきや化粧品店 東6-60-3

娯楽・レジャー
利根パークゴルフ場 新町4-1-50

コンビニ
セブン‐イレブン　取手小文間店 小文間3890-3

セブン‐イレブン　取手戸頭4丁目店 戸頭4-21-1

酒・米
霜田商店 米ノ井68-4

WINE＆GIFT　シンロク 取手2-2-10

自動車・自転車関連
CSK　garage 山王259-2

生活関連
うさちゃんクリーニング　新町店 新町6-1-1

人形の油市 取手1-8-11

生鮮食品・食料品
かんき堂 双葉2-26-6

その他
平塚珠算塾 台宿2-15-6

アイフォンターミナル 戸頭281-14

㈱サンスポーツ　取手本店 戸頭4-16-13

タクシー・運転代行
関東ハイヤー㈲ 吉田577-5

燃料（ガソリン・灯油等）
丸石商会㈱ 野々井1012-1

理美容・エステ・指圧・整体
羽田接骨院 藤代南2-3-2

カットインオレンジ 藤代南1-11-18

取手東整骨院 青柳720-2

なかま接骨院 井野1-6-11

TYコスメカンパニー(理容室やぐち内) 新町6-2-21

理容やぐち 新町6-2-21

カイロプラクティック　きぼう 新取手2-6-13

ト－タルケア　千泉堂 戸頭9-12-1

理容マツモト 戸頭3-6-11

ゾートスサロンモガ 取手2-3-7 取手センタービル C棟3F

ほぐし処　Dear　カラダ 白山3-2-37

カイロプラクティック　すなが 東6-66-54-102

Sunny ゆめみ野2-7-34

大型店
ディスカウントドラッグ　コスモス　ゆめみ野店 ゆめみ野4-1-1

スーパー銭湯　湯楽の里　取手店 寺田5001-2

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル取手戸頭店 戸頭1118-1

カスミ　取手店（移動スーパーを含む） 青柳385

ミスターマックス 取手店（テナント） 東4-5-1　大型店
うさちゃんクリーニング　ミスターマックス取手店

アトレ取手店（テナント） 中央町2-5　大型店
３ 階 シャン・ド・エルブ アトレ取手店

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業
加 盟 店 舗 一 覧 　 追 加 分

2020年10月31日現在
※小規模店とは、大型店以外のすべての加盟店舗になります。


