
遠藤食品㈱ 下彦間町
佐野ラーメンセットの店　平井生麺店 高砂町
㈲城山製麺 堀米町
つるり佐野ラーメン本舗 高砂町
中里製麺 免鳥町
㈱波里 村上町
㈲ふじくら米菓 船津川町
名水とうふ丁庵 ヨシコシ 出流原町

アイドル 伊賀町
wingマツモト 田沼町
エレガンス浜田屋 葛生東
オワリヤ 万町
キングファミリー佐野店 堀米町
クツのタカセ 田沼町
小沼呉服店 本町
サンバード田沼店 田沼町
㈱篠崎衣裳店 浅沼町
㈱シャレム 若松町
スクールショップ かのこ 犬伏下町
タチカワ綜合ストアー 田沼町
ハマダヤ本店 葛生西
フットメモリー しまだ 堀米町
娘屋 伊賀町

Alcoolique Entree 大川屋 植野町
おやつの店　ぴのや 若松町
ぎゃらりー酒蔵楽 田島町
㈱キラクヤ 戸奈良町
くだものらんど 田沼町
自然食品の店 ここち 植上町
白金園茶舗 大和町
ストアーおおすが 戸奈良町
セーフティショップ まなべ 堀米町
㈲仙波そば 葛生西
㈲高砂園 高砂町
多喜屋商店 伊賀町
㈱天狗屋養蜂店 田沼町
フライドチキン カメヤマ 植上町
ほどしま食品 葛生東
マルヨシ酒店 金屋下町
道の駅 どまんなか たぬま 吉水町
八百茂商店 高砂町
山口果実店 万町
ヤマザキショップ 土澤酒店 山菅町
吉川屋酒店 寺中町

佐野市プレミアム付
商品券2019

～利用できる取扱店一覧～
（店名・町名）

※令和元年10月7日現在　　順不同

飲・食料品製造

衣料・身の回り品

各種飲食料品小売



セブン-イレブン 佐野赤坂町店 赤坂町
セブン-イレブン 佐野伊勢山店 伊勢山町
セブン-イレブン 佐野大橋町店 大橋町
セブン-イレブン 佐野小見町店 小見町
セブン-イレブン 佐野工業団地店 浅沼町
セブン-イレブン 佐野50号バイパス店 植下町
セブン-イレブン 佐野栄町店 鐙塚町
セブン-イレブン 佐野高萩町店 高萩町
セブン-イレブン 佐野栃本町店 栃本町
セブン-イレブン 佐野富岡町店 富岡町
セブン-イレブン 佐野日大校前店 石塚町
セブン-イレブン 佐野本町店 本町
セブン-イレブン 佐野若宮上町店 植下町
ローソン 佐野赤見店 赤見町
ローソン 佐野植上町店 植上町
ローソン 佐野大橋町店 大橋町
ローソン 佐野閑馬店 閑馬町
ローソン 田沼山越店 山越町
ローソン 葛生北店 葛生西

味の花まる 小中町
アンデルセン 天明町
いちごとバナナ 赤坂町
㈱エトワール中村 浅沼町
御菓子処 太田屋 田沼町
お菓子の扇屋 大祝町
乙女屋 佐野店 高萩町
亀ひろ 石塚町
加藤米菓本店 久保町
金禄 浅沼店 浅沼町
金禄 堀米店 堀米町
ケーキハウスロゼーヌ 浅沼町
サーティワンアイスクリーム 佐野ロードサイド店 植上町
シャトレーゼ佐野店 植上町
十三屋 天明町
天明最中本舗・大坂屋本店 万町
㈱ナカダ 万町
㈲中村菓子店 葛生西
パティスリー K.Fujita 高萩町
パテスリーきむらや 田沼町
ヒロシマヤ 田沼町
みかわや 伊賀町
味噌まんじゅう新井屋 葛生店 葛生西
味噌まんじゅう新井屋 佐野本町店 本町
味噌まんじゅう新井屋 たぬまの杜店 吉水町
和菓子 石川や 栃本町

㈲阿部自動車 赤坂町
㈲アライオート 石塚町
㈲アレックスオート 植下町
㈱岩澤自動車 小中町
㈱オートアールズ佐野店 堀米町
㈲オートカメヤマ 小見町
オートバックス 佐野 大橋町
孝和モーター 戸奈良町

コンビニエンスストア

菓子・パン

自動車整備・タイヤ



㈲塩田モータース商会 田沼町
タイヤ市場 佐野店 浅沼町
東京オート佐野店 赤坂町
栃木自動車㈱ 浅沼町
㈲栃本自動車 栃本町
㈲藤倉自動車 赤見町
㈲藤倉モータース 下彦間町
Honda Cars 佐野 田島店 田島町
Honda Cars 両毛 佐野富岡店 富岡町
ミスタータイヤマン・佐野店 堀米町
㈲むらの 堀米町
野州自動車工業㈲ 田沼町
吉澤タイヤ商会・ミスタータイヤマンくずう店 葛生西

荒居家具店 亀井町
オフィス家具販売 ココロ 大橋町
しのざき畳店（新吉水町） 新吉水町
篠﨑畳店(田沼町) 田沼町
十字屋デンキ 田沼町
鈴木電気 堀米町
せきぬま無線 下彦間町
立川ふとん店 田沼町
谷電器 栃本町
パナソニックのお店 安藤電気 長谷場町
パナタウン ハギノ 葛生東
藤倉電気㈱ 大橋町
㈲ふとんの大森 佐野駅前店 若松町
㈲ふとんの大森 田沼店 田沼町
ふとんのさやま 大和町
ボックスショップ.蔵 栃本町
ヤマグチカデン 田沼町

オザキ薬局 田沼町
コスモ薬局 犬伏新町
すみれ化粧品 葛生東
日本調剤　佐野薬局 堀米町
ハリウッド化粧品 こえのき 高砂町
美京 イオンタウン浅沼店 浅沼町
ほていや薬局 伊賀町
ホワイトルージュ 若宮上町
むろおか化粧品店 田沼町
ムロオカ化粧品店 若松町
森田屋化粧品店 葛生東
ライオン堂 ki・re・i 若松町

㈲青木油店 戸奈良町
㈲石川油店 仙波町
駒形興業㈲ あくと町
駒形興業㈲林給油所 小中町
日忠石油㈱ 栃本町
広瀬商事㈱ 葛生西
㈲峰﨑油店 田沼町

㈱永楽屋 若松町
㈱さんだい 田沼町
事務用品・文具・画材　㈲日本屋 若松町
パソコンショップ フェニックス 馬門町

家具・什器・機械器具小売

医薬品・化粧品

燃料

書籍・事務用品・OA機器





㈲オンダ楽器　ハーモニープラザ 浅沼町
金井楽器 本町
京屋商店 万町
㈲フレンドフジ 亀井町
松本人形店 久保町
吉貞人形 植下町

エル・オオタ〈時計・メガネ・宝石・補聴器〉 富岡町
かめい 時計・メガネ・宝飾品店 七軒町
カメラのキタムラ佐野/佐野店 浅沼町
サトーカメラ　イオンタウン佐野店 浅沼町
サンコーメガネ　フレッセイ佐野店 赤坂町
東京堂 若松町
ナカダ時計店 葛生西
宝石・時計・メガネ ツカダ佐野店 浅沼町
メガネドクター佐野店 高萩町
ヨシダ時計店 田沼町
和光メガネ 佐野本店 浅沼町

㈲相子商店 葛生西
旭タクシー㈱ 相生町
アトリエ花子 若宮上町
いいじまサイクル 吉水町
㈲内田写真館 富岡町
大出輪業 葛生東
㈲奥澤商事 新吉水町
オフハウス佐野店 富岡町
（資）川田商店 田沼町
絹屋商店 堀米町
ギフト館 いしかわ 奈良渕町
茶道具　中村吉祥堂 朝日町
佐野合同タクシー 若松町
佐野市観光物産会館 金井上町
さのまるの家 高砂町
サラダ館 佐野赤坂店 赤坂町
サラダ館 田沼吉水店 新吉水町
㈲塩田石材店 葛生西
ジェラートの丘 戸奈良町
シンワチェーン田沼店 田沼町
誠美堂 堀米町
天使の森 佐野オリヴィエ 浅沼町
陶栄堂 浅沼町
栃木県職員生活協同組合 堀米町
DOG DEPT GARDEN 佐野店 越名町
豊島商店 植上町
ネオヤ手芸店 久保町
花きち生花店 万町
㈲花倶楽部いなば 上台町
㈲フラワーショップかわしま 植上町
㈲フラワーショップかわしま イオンタウン佐野店 浅沼町
ペットのお墓専門店 ワンモア 葛生西
㈲ますや 葛生西
町田商店 多田町
豆屋香味館 水野陶器 久保町
みかも山観光物産会館 黒袴町

カメラ・時計・メガネ・宝飾品

その他の小売・サービス業

スポーツ用品・玩具・楽器



青ねぎラーメン太七 堀米町
あけみ寿司犬伏店 犬伏新町
AJISAI 相生町
あらいや 大町
アリラン 田沼町
居酒屋 たかまる 若松町
居酒家 なるねこ 大橋町
いっちょう佐野高萩店 高萩町
いっちょう佐野田沼店 新吉水町
犬伏とみや 犬伏上町
魚民　佐野店 浅沼町
鰻 うおとよ 金屋仲町
うま～いソースかつ丼 雲（うんろう）楼 吉水駅前
沖縄スタイル和洋食 和伊寿 富岡町
御食事処 ふじ 多田町
割烹れすとらん 甍 赤坂町
川魚 矢澤 葛生東
季節料理 竹姫 免鳥町
北むら食堂 田沼町
牛角　佐野店 富岡町
国産うなぎ・黒毛和牛ステーキ うおさだ 栃本町
個室居酒家やっちゃ場 富岡町
佐野やつや 堀米町
佐野らーめん南天 赤坂町
三岩 若松町
㈲三男坊 並木町
しゃぶしゃぶどん亭佐野店 高萩町
ジャックと豆の木 富岡町
旬菜中華玉家 高萩町
食彩 みなとや 堀米町
鮨廣 葛生西
寿司和食 勘助 石塚町
炭火焼肉 あぶり屋 田沼町
精養軒 やまだ 植野町
千石鮨（すし・釜飯・宴会・ランチ） 出流原町
そば処 鈴庵 豊代町
そば処 美々 田沼町
太陽のグリル 佐野プレミアムアウトレット店 越名町
竹ノ屋 豊代町
たけはる十八番 富岡町
タベルナ・ブンユウ 浅沼町
ちゃこや 伊賀町
中国料理 角半 大和町
中国料理 上海 高萩町
地酒のとびら SUN 若松町
手打ちらーめん 茶煒那 犬伏新町
道産麺 免鳥町
トラットリア・スカッコマット 高萩町
とんかつ 肉のマルコウ 植上町
日本料理 吾妻 万町
日本料理 田代 関川町
根古屋亭 飛駒町
蜂屋 浅沼町
ハンバーグの店　キャトル　クワトン 堀米町
ピザーラ佐野店 浅沼町
味楽 築地町
モスバーガー佐野東店 浅沼町
モスバーガーフォリオ佐野店 赤坂町
森田屋総本店 堀米町
やさい専科 ILOHA 168 万町
養老乃瀧 田沼店 吉水町
萬家佐野店 堀米町

飲食店



ラーメン・贈答用餃子 大和屋 吉水駅前
レストランアルシオーネ　COENA cafe 越名町
れすとらん HOUSE K・A 大橋町
６月の森 富士町
和風れすとらん 桃川 石塚町
和食屋 善が岡 馬門町

㈱ホテル一乃館 出流原町
㈱ホテルサンルート佐野 朝日町
ホテルマリアージュ仙水 奈良渕町

Earth美容室 植下店 植下町
アプリーレ 高砂町
㈲石塚クリーニング 本店 田沼町
㈲石塚クリーニング とりせん田沼店 田沼町
かみおか理容室 並木町
髪 house WIN 富士見町
豊原美容室 堀米町
美容室 OZ オズ 堀米町
美容室プレール 田沼町
Natura 栃本町
理容ナガシマ 田沼町

佐野観光㈱ 赤坂町
㈱東武旅行業務センター 葛生東

佐野ゴルフクラブ 赤見町
ロイヤルゴルフセンター田沼 戸奈良町

㈱佐野スレート工業所 高萩町

佐野観光農園　アグリタウン 植下町
ＪＡ佐野 愛村支店 閑馬町
ＪＡ佐野 赤見支店 赤見町
ＪＡ佐野 吾妻支店 上羽田町
ＪＡ佐野 犬伏支店 犬伏中町
ＪＡ佐野 経済センター 飯田町
ＪＡ佐野 旗川支店 並木町
ＪＡ佐野 北部センター 栃本町
ＪＡ佐野 ほっとコーナー 葛生西
ＪＡ佐野 三好支店 戸室町
ＪＡ佐野 三好農産物直売所 戸室町

スポーツ施設

屋根・外装工事

JA佐野

旅館・ホテル

洗濯・理容・美容

旅行業



AOKI佐野新都市店 高萩町
ウエルシア佐野植上店 植上町
ウエルシア佐野富岡店 富岡町
カインズホーム 佐野店 浅沼町
CASUAL&SHOES　Avail 赤坂町
㈱カスミ 浅沼店 浅沼町
㈱カワチ薬品 佐野朝日店 朝日町
㈱カワチ薬品 佐野店 堀米町
㈱カワチ薬品 佐野赤坂店 赤坂町
㈱カワチ薬品 佐野西店 堀米町
㈱カワチ薬品 佐野南店 高萩町
㈱カワチ薬品 田沼店 田沼町
クスリのアオキ 大橋店 大橋町
クスリのアオキ 高萩店 高萩町
クスリのアオキ 田沼店 田沼町
クスリのアオキ 堀米店 堀米町
ケーズデンキ 佐野店 田島町
㈱コジマ コジマ×ビックカメラ 佐野店 高萩町
コメリハード&グリーン葛生店 富士見町
コメリハード&グリーン佐野店 赤坂町
コメリハード&グリーン田沼店 田沼町
雑貨＆ファッション　Chambre 赤坂町
サンドラッグ 佐野田島町店 田島町
スギドラッグ佐野店 浅沼町
セイジョー 石塚店 石塚町
セイジョー 免鳥店 免鳥町
セイムス　田沼店 吉水町
東京靴流通センター佐野店 富岡町
ドコモショップ 佐野西店 大橋町
㈱とりせん 佐野西店 堀米町
㈱とりせん 田沼店 田沼町
西松屋チェーン佐野店 高萩町
ニトリ佐野店 高萩町
ファッションセンターしまむら佐野店 大橋町
ファッションセンターしまむら 田沼店 吉水町
フジマート葛生店 富士見町
フレッセイ 佐野店 赤坂町
㈱ベルク 佐野田沼店 田沼町
ベビー・子供用品　バースデイ 赤坂町
ホームセンター カンセキ 佐野店 富岡町
ホームプラザ ナフコ田沼店 田沼町
マツモトキヨシ 佐野赤坂店 赤坂町
マツモトキヨシ 佐野浅沼店 浅沼町
㈱ヤオコー佐野浅沼店 浅沼町
ヤマグチスーパー 石塚店 石塚町
ヤマグチスーパー 堀米店 堀米町
ヤマダ電機テックランド佐野店 大橋町
やまや　佐野店 高萩町
㈱ヨークベニマル佐野伊勢山町店 伊勢山町
㈱ヨークベニマル佐野田島町店 田島町
イオンスタイル佐野新都市 イオンモール佐野新都市（専門店は一部利用可） 高萩町

大型店・スーパー等　



イオンモール佐野新都市専門店
日本一 １Ｆ
築地銀だこ １Ｆ
ミスタードーナツ １Ｆ
おひつごはん四六時中 １Ｆ
スターバックスコーヒー １Ｆ
美京 １Ｆ
ミルフローラ １Ｆ
ニコロポーロ １Ｆ
ＧＲＡＮ ＳＡＣ’Ｓ １Ｆ
メガネのイタガキ １Ｆ
カメラのキタムラ １Ｆ
３コインズプラス １Ｆ
シューラルー １Ｆ
ママイクコ １Ｆ
SM2 keittio １Ｆ
未来屋書店 １Ｆ
グリーンパークストピック １Ｆ
マライカ １Ｆ
イオンペット １Ｆ
口福堂 １Ｆ
鎌倉パスタ １Ｆ
ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ ２Ｆ
ハニーズ ２Ｆ
サーティーワンアイスクリーム １Ｆ
カルディコーヒーファーム １Ｆ
セリア １Ｆ
ストーンワールド １Ｆ
アスビー １Ｆ
ａｎｙ　ＳｉＳ １Ｆ
スポーツオーソリティ １Ｆ
無印良品 １Ｆ
スタジオアリス ２Ｆ
ディッパーダン ２Ｆ
リンガーハット ２Ｆ
サンマルクカフェ ２Ｆ
REVE・NAILmoA ２Ｆ
ラクシア ２Ｆ
ブティック マミー ２Ｆ
アヴェニュー ２Ｆ
ミウラ ２Ｆ
Ｍ２(エムニ) ２Ｆ
シャツ工房 ２Ｆ
Ｚｏｆｆ ２Ｆ
エヴァンジル ２Ｆ
パセリハウス ２Ｆ
ｻﾞ･ｼｮｯﾌﾟTK ２Ｆ
タカキュー ２Ｆ
Ｆ．Ｏ．ＫＩＤＳ ２Ｆ
レオール ２Ｆ
ギャルフィット ２Ｆ
新星堂 ２Ｆ
東京FUTONカンパニー ２Ｆ


