


円まん家 24-2525 飲食店

㈱エコス 川島店 28-5222 スーパーマーケット　　　 ㈲おおわだ設計 24-5926 建築・設計及び監理

家具の山新　下館店 25-6551 家具・インテリア雑貨 おしゃれなクリーニングのぐち 24-0445 クリーニング

㈱カスミ　フードスクエア下館南店 21-0202 スーパーマーケット　　　 ㈱高田観光 28-1401 旅行代理店

かましん下館店 23-6101 スーパーマーケット　　　 とこやdeスズキ 54-5038 理容業

㈱カワチ薬品下館西店 25-1961 ドラッグストアー 日本料理　井上 22-5141 飲食店（日本料理）

㈱カワチ薬品下館南店 25-6103 ドラッグストアー ㈱根本製菓 22-5871 せんべい・おかき・どら焼

ケーズデンキ筑西店 28-8001 家電量販店 マルツータクシー 24-1234 タクシー

コジマＮＥＷ下館店 25-1001 家電量販店 谷中魚店 28-2286 鮮魚・青果

㈱ジョイフル山新　下館店 24-9511 ホームセンター ラクロス 25-3422 紳士服・婦人服

ダイユーエイト茨城下館店 28-0577 ホームセンター

とりせん下館店 28-3900 スーパーマーケット　　　

フードオフ・ストッカー下館店 21-0234 スーパーマーケット 一級建築士事務所ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵYAJIMA 22-3862 建築設計

㈱ヤマダ電機テックランドＮew筑西店 26-6650 家電量販店 おそばや　なかせい 25-1777 飲食店（そば）

作業服の寅さん 22-5464 作業服

佐藤米菓㈲本店 22-3559 米菓（せんべい）

セキショウカーライフ㈱下館直井店 25-1465 ガソリンスタンド

あさひや酒店 22-3484 酒類・食品 タグチ企画 22-5633 印刷（名刺・ハガキ・年賀状印刷）

荒七酒店 22-2038 酒類販売 ㈱ツカコシ 24-4411 印刷（名刺・ハガキ・年賀状印刷）

市村洋服店 22-3415 紳士服 中里印刷所 22-2317 印刷（名刺・ハガキ・年賀状印刷）

イトコー下館駅前店 22-2625 毛糸・手芸・ニット製品 中原自動車整備工場 22-2256 自動車整備・販売

栄進堂印刷㈱ 24-3456 印刷 美容室アルス 24-9444 美容室

㈱エコス下館岡芹店 22-5155 スーパーマーケット ブックエース下館店 23-3150 書籍・ＣＤ・ゲーム・文具販売

㈲エビコー 22-2740 自転車 ヘアサロン　リゼ 24-5111 美容室

㈱大島スポーツ 24-0123 スポーツ用品全般 夫婦寝具㈱ 24-1231 寝具・寝装品

大町老田タンス店 22-4124 家具 ㈲谷島ホーム機器 22-3862 住宅機器・燃料

お茶、のり、平塚園 22-2648 お茶・のり・コーヒー・カステラ

お茶の山口園 22-2220 日本茶、海苔、茶器

㈲改進タクシー 24-2151 タクシー 大森商店　割烹おおもり 22-7111 鮮魚・仕出し・飲食店（割烹）

菓子庵たちかわ本店 22-3268 菓子 御食事処　和（やわらぎ） 24-7137 飲食店

菓心　ひろせ 22-2351 和菓子 しまや寿司 24-1683 飲食店（すし店）

かせき堂 22-4102 和菓子 大衆割烹　よし川 24-1827 飲食店

カフェブリーズ　　　　　  　　 23-1616 内線１０６ 飲食店（カフェ） パナピットナガモリ店 24-6603 家庭電器

菊池ふとん店 25-0202 寝具 ㈱広瀬印刷 24-6288 印刷（名刺・ハガキ・年賀状印刷）

喜作鮨 22-3967 飲食店（すし）

きもの専門店　なかい 22-5041 呉服

光栄写真館 22-3807 写真撮影 ㈲あらたにや酒店 28-0305 酒類　

しおや 24-7741 呉服 祝樽本舗　富田屋 28-0567 酒類（祝樽・祝酒）

志学塾　志学教育センター 25-0075 学習塾 ㈲英光タクシー 28-0221 タクシー

志学塾　下館本校 22-6073 学習塾 川島交通㈲ 28-0702 タクシー

（合名）下館ゴータク 24-1511 タクシー 扇屋質店 28-0007 質店

㈱下館電業社 22-3740 照明器具・エアコン・ＬＥＤランプ ㈲鈴木家庭電器商会 28-0054 家電品の販売・修理

㈲十一屋酒店 22-2232 酒類販売 制服のはぎわら 28-1919 学生衣料

十一屋煎餅店 22-2838 手づくりせんべい ㈲高山タイヤサービス 28-0909 自動車タイヤ販売・修理

庄や　下館店 25-7371 飲食店（居酒屋） 藤﨑商店 28-0865 酒類

杉山印刷所 22-2234 印刷（名刺・ハガキ・年賀状印刷） 冨鮨 28-0862 飲食店（すし）

㈱スズキ電化ストアー 24-2244 家庭電化製品販売・電気工事・修理 永島鮮魚店 28-0126 鮮魚小売

鈴木ドライクリーニング 22-2718 クリーニング ㈲白銀堂 28-0879 時計・メガネ・宝飾

須藤金物店 22-3787 金物全般・電動工具 広瀬商店 28-6496 タバコ・燃料

すみれ美容室 22-6488 美容室 プリント・マンゆきもと川島店 28-2033 デジタルプリント

㈲諏訪書店 24-5396 書籍・文具等 増田商店 28-0127 米穀・食料品・燃料（ＬＰガス・灯油）

㈲盛昭軒 22-3669 飲食店（ラーメン） Ｙショップ　平田酒店 28-0818 酒類、食料品

セキネビューティサロン 22-7530 美容室

鮮魚　みつこし 22-2541 鮮魚

㈲ダイシン 25-0517 婦人服 ㈲青木モータース 24-7005 自動車整備・販売・修理

㈲宝屋酒店 22-3452 酒類・飲料 ㈱江連観光 26-8588 旅客運送

たけや寝具店 22-3568 寝装品（ふとん） ㈲江連自動車 28-5733 新車･中古車販売　大型・小型車検整備

㈲つぼい酒店 22-2414 酒販・綜合食品 円家　玉戸店 28-9200 飲食店

テーラーヤマナカ 22-3645 注文紳士服・オーダーワイシャツ他 菓子庵たちかわ玉戸店 20-2626 菓子

時野谷輪業 22-2389 バイク・自転車 活味 48-6001 和食等の宅配

時計・ジュエリー・メガネのサノヤ 24-6000 メガネ･時計･宝飾品 志学塾　玉戸校 28-7669 学習塾

戸頃印刷所 22-2326 印刷（名刺・ハガキ・年賀状印刷） 杉の子 28-6805 飲食店（お好み焼・もんじゃ焼・釜飯・日本そば)

肉の恵比寿屋 24-4129 精肉・お惣菜 セキショウカーライフ㈱下館玉戸店 28-2547 ガソリンスタンド

はきもの王ハタ 22-2652 サンダル・装履・くつ 膳や 28-9988 飲食店

ファッションハウス　シラ井 22-3610 化粧品 ダイヤモンドホール 28-8511 結婚式場・宴会等

ファッション　リッチ 22-3682 婦人洋品 チャイナハウス　華山 28-2810 飲食店（ラーメン・華山めん・中華丼）

不二家下館店 24-6384 洋菓子 ㈲早瀬自動車整備工場 28-1077 エンジンＯＩＬ交換

ブティック麻衣 24-3615 婦人服 ばんどう太郎　下館店 28-1801 飲食店（うどん・そば・和食レストラン）

ブティックミハシ 22-3367 婦人服 BeOne 28-1117 メンズ・レディースカジュアル

ベスト電器下館店 24-1711 家電製品・住宅設備機器 ヘルスケアスドウ（㈱須藤） 28-5211 介護用品・福祉器具全般

㈱マスゼン 22-2228 文具・事務用品・本雑誌 ㈲ホーム寝装杉山 24-4653 寝具・作務衣・カーテン

三宅洋品店 22-4314 衣料品小売・小中学校用品 ホルモン道場　ぎんざや 28-9987 飲食店

館最中本舗　湖月庵 22-2513 和菓子 松乃家 24-2562 飲食店（うなぎ）

㈲山川商店 24-3666 業務用厨房設備 めし処よこた 24-6726 飲食店

㈱吉見屋 24-4438 婦人服・学生服 メゾンプチ洋菓子店 24-8073 和洋菓子

㈲緑花館 22-7774 洋菓子（生菓子・焼菓子） 焼肉専門店　炎座本店 28-8388 飲食店（焼肉）

レディースファッションＨＩＲＯＳＥ 24-0211 婦人衣料 拉麺ぎんざや 28-9987 飲食店（らーめん）

ワコールショップ　アカシヤ 24-2348 婦人洋品 らーめん　みほっち 28-8633 飲食店（らーめん）

Ｌ・Ａパークス 25-3611 婦人服・紳士服

円蔵 25-4471 飲食店

◎伊讃美・飯島・外塚・笹塚

◎市野辺・稲野辺・直井・横島

◎中館・折本・八田・樋口・森添島

◎伊佐山・小川・下川島・布川

◎幸町・玉戸・西方・下野殿・嘉家佐和

筑西市・しもだてプレミアム商品券取扱店一覧表（１１月１８日現在）
大　　　型　　　店

下　　館　　地　　区
◎北口/各町甲･乙･丙・岡芹・下岡崎の一部



和菓子処杉山 22-3852 和菓子

和光メガネ下館本店 24-0032 眼鏡・補聴器

㈱エコス下館東店 25-1201 スーパーマーケット

エビサワ時計店 24-3943 時計・眼鏡・貴金属 ㈱アイ・カンパニー 52-5300 印刷（名刺・ハガキ・年賀状印刷）

カーショップ車屋 24-3505 タイヤ・カー用品 明野タクシー㈲ 52-0046 タクシー

神田仏具店 22-3326 仏壇小売 岩平屋 52-0035 京呉服・婦人服・紳士服・寝具各種・学生服

クラブ凪 25-7770 飲食 キクヒメ 52-0256 寝具

こどもしゃしん館１ねん１くみ 22-3344 写真撮影 志学塾　明野校 52-3799 学習塾

佐藤米菓㈲大塚店 25-1766 米菓（せんべい） 細谷タクシー㈲ 52-0136 タクシー

すし大 22-3910 飲食業（すし）

八丁タクシー㈱ 25-0337 タクシー

あづま鮨 37-6343 飲食店（すし）

いけがみ 37-6454 学生洋品

壱番亭下館店 25-2914 飲食店（ラーメン） いこい　あゆみ 37-1335 飲食店

㈲大嶋屋 22-3413 精肉・惣菜・せっちゃんメンチ いなば生花店 37-4224 生花

オカダヤ 25-1385 呉服 北山呉服店 37-2316 学生洋品

お好み焼き・もんじゃ焼　　ひらり 25-1061 飲食店 倉持建築板金 37-7222 建築板金

オリジナルグッズ製作ＢＩＧＦＡＣＥ 23-2111 オリジナルＴシャツ・グッズ ㈲小林時計店 37-6410 時計・メガネ・補聴器

菓子庵たちかわ南店 20-0200 菓子 さかえや呉服店 37-6248 学生洋品

カジュアルショップ　ララミー 22-2275 婦人服・ジーンズ・紳士カジュアル服 システムライン 37-4125 自動車他

神山芳子バレエスクール 24-8110 クラシックバレエ ㈲醤油屋呉服店 37-5150 学生洋品

カメラのゆきもと 24-9544 デジカメプリント・デジカメラ・証明写真撮影 滝田洋品店 37-3326 学生洋品

きもの工芸ふじます 22-3753 呉服・和雑貨 ㈲塚田工務店 37-4674 工務店

ごほう下館本店 26-7331 飲食店（和食） ながた（衣料品店） 37-6304 学生洋品

ジュエルキクチ下館店 25-0020 宝飾・時計・メガネ ナカ美 37-6504 学生洋品

旬和食酒房けやき 23-3323 飲食店 山木屋 37-6039 学生洋品

㈲セバタメガネ 25-2020 メガネ・補聴器

大衆海鮮料理まる田 24-0988 飲食店

中国料理ユーロン 22-7000 飲食店（中国料理レストラン） 大木美容室 57-4532 美容室

ドラッグてらしま下館店 24-6568 ドラッグストアー ㈲シノザキデンキ 57-4403 太陽光、エコキュート

中尾米穀店 22-2654 米穀 旬彩遊膳かねきや 57-2030 飲食店

中野印刷 22-3714 印刷（名刺・ハガキ・年賀状印刷） セキショウカーライフ㈱下館東店 57-9611 ガソリンスタンド

人形のネモト 22-2339 人形販売・提灯製造販売 タケダ洋品店 57-3439 紳士・婦人・学生衣料・身の回り品

ビールバー凪 24-8771 飲食店 手焼き煎餅　ひがの屋 57-3511 手焼き煎餅

美容室パレスタ 24-3444 美容室 ㈲ところフラワー 57-2071 生花店

ヒロセ採種場 22-3278 種・肥料・農薬 兵藤宝飾 57-2211 貴金属・宝石、加工・リフォーム販売

ふじた燃料 22-3732 燃料小売（ＬＰガス・灯油・住宅機器その他） ベーカリーハウスヤジマ 57-2205 パン・ケーキ

ホテル新東 24-3351 ホテル リラクゼーションルーム大木 57-4532 エステ

ホテルニューつたや 24-8181 飲食店　 和菓子処岡埜榮泉 57-4427 菓子製造、販売

men'sスタッグ 24-5270 紳士スーツ・洋品

リトルペア下館店 24-3800 ベビー服・子供服

両国寿司本店 24-1455 飲食店（すし）　

レストラン　サン・ビオラ 24-8820 飲食店（洋食）

〇各取扱店でプレミアム商品券の使用を制限しているものには、使用できません。各取扱店でご確認ください。

〇プレミアム商品券での1回使用限度額はありません。

〇盗難・紛失または消失・破損に対して、その責任は負いません。

プ　レ　ミ　ア　ム　商　品　券　ご　利　用　上　の　注　意

〇つり銭は出ませんので、ご容赦願います。

〇販売したプレミアム商品券の払戻しには応じません。また、有効期限を過ぎた商品券は使用できません。

関　　城　　地　　区

協　　和　　地　　区

お問合せ：下館商工会議所　ＴＥＬ　２２－４５９６　　（協）日専連しもだて　ＴＥＬ　２４－５５７８

〇利用できない商品等：換金性の高いもの（商品券、ビール券、図書券、切手、はがき、印紙、宝くじ、プリペイドカードなど）や公共料金、

事業活動に伴い発生した買掛金、未収金の支払いなど。

〇プレミアム商品券は、1,000円券11枚つづりです。11枚の商品券のうち6枚は大型店・中小店で使える共通券、5枚は中小店専用になります。

筑西市・しもだてプレミアム商品券取扱店一覧表（１１月１８日現在）
下　　館　　地　　区

明　　野　　地　　区

◎南口/南町乙・二木成・榎生・下岡崎の一部・一本松

◎下中山・成田・島・大塚

〇商品券は、筑西市・しもだてプレミアム商品券取扱店に登録した店舗で使用できます。のぼり旗、取扱店ポスターが目印です。
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