
 

大泉町プレミアム付商品券取扱登録店一覧 (2021.12.21 現在)        

店名の前に★印があるお店は特典・サービスがあります。詳しくは別紙の「特典・サービス一覧表」をご覧ください。 

 

（順不同） 

飲食店  A 券 B 券 C 券 全ての券が利用できます 

 
 焼肉とうげん ＆Potato Kebab House  菜苑 ★インド料理 ヒマラヤン ★Vegan Curry 763 Cafe 

★The Day’s Cafeザ デイズ カフェ レストラン アリンガ おそば 増田屋 ★Rest and Bar GHOST(ダーツバー） ★まるよし  札幌ラーメン まりも 

居酒屋 黒猫 沖縄料理 島人 たび路  ＴＯＹ ＢＯＸ  美むら庵  たつみ家 

(有)田中菓子店 WARUNG WAGHA 日本料理 泉松  幸すし  満笑  おとなのもんじゃ なんぼのもんじゃ 

ごはん家 小堀うなぎ店 ライズ  LALIGURASA ラリグラサ ★手打ちラーメン鈴音  海鮮 どんさん亭 大泉店 

 せんごく庵 一平飯店 ★酒菜 桜  ねぎちゃん  田中食堂  ココス大泉店 

鈴蘭 和食やながわ ★カフェレストラン ミザール ★ピリカ大泉店 ★麺屋８１０  レストラン カプリ 

珈琲館 大泉店  いづみ家  レストラン ブラジル  アジアン カフェ ★ＴＯＭＩのパン屋さん  

ごはん☆バー ゴールデンタイム 照寿司  銀寿し ★季節料理 つくし 居酒屋とんとん  

酒処 だいだい 村長さん  大衆焼肉 暖々  SUNITA KITCHEN & SPICE SHOP 旬香  

海幸 パブ エミコ  ちゃんこ・魚料理 和香  チャウラシ パリカ 都屋  

養老乃瀧 大泉店 キッチン しみず  喫茶ビートル  お食事処 むら やきとり駱駝  

 伊太利亜食堂 ロココダイナー そば切り 手うち庵  サロマ  自然食レストラン ラ・スール クレープ ロココ  

くるまやラーメン大泉店 Bar Snow Style  たつの家  スナック きゃろっと とび丸  

 

 

一般店  A 券 B 券 が利用できます 

 
衣料・身の回り品 富岡屋  ピザ クイーン コンビニエンスストア  (有)桝屋 自動車・自転車 

宝石・時計・メガネ つつみ パンペルデュ  まねきや(お弁当・パイ)  ファミリーマート大泉坂田七丁目  (有)吉澤設備工業所  サイクルショップ黒須 

★宝飾・メガネ・時計 タカギ 堀江食料品店  フルーツサンドみるも  セブンイレブン大泉朝日店 ★(株)秩父建設  ムトウ サイクル 

 寝具のカワカミ  ワカキヤフードサービス   セブンイレブン大泉南原店  永田板金  大一自動車 

 まるみや  さわた 大泉富士之越店 スーパーマーケット ファミリーマート日野屋大泉朝日三丁目店  スワ産業(株)  Honda Cars 大泉 大泉店 

 学生服専門店 シティー  (株)羽前屋  いずみマート 大泉店  ファミリーマート大泉坂田  将伸工業(株)  リペア・ショップ MTO 

 若旅衣料品店(学生服)  十一屋酒店   セブンイレブン大泉古氷店  川田空調家電(株)  

 モリ運動具店  鮮魚やながわ  セブンイレブン大泉仙石２丁目店 ★(株)大谷畳店 その他 

 T-shirts SHOP タカハシ ★伊勢園 家電    小林印刷所 

 尾城綿店  不二家西小泉店 (有)ビリオン  薬局・ドラッグストア・化粧品  (有)長山新聞店 

★宝飾・メガネ イイヅカ美宝  服部商店  (有)アレックスアライデンカ 園芸・植物・農業用品  (有)薬局もり  富士ドライ 

 メガネのイタガキ フォリオ大泉店 ★ぼくらの希望ファーム たまご直売所  (有)あい家電 (有)千歳屋種苗 ★わきた薬局 ★大泉町観光協会 

 寝装リビング たむら  御菓子処 むとう  (有)君島電器商会  花屋 すみのえ ★マツモトキヨシ フォリオ大泉店  大泉観光(株) 

 (株)シャルレワールド  (株)大泉野菜工房  ★(有)造園土木植清園  サンドラッグ 寄木戸 ★PCK Music Studio 

 靴のハラダ  (株)登利平    ドラッグセイムス北小泉店  タイヤショップ久保田 

  山口牛乳店 理容・美容   ドラッグセイムス西小泉店 ★町田写真工房 

  石窯パン工房いちごいちえ  ヘアーサロンやまだ 燃料 ★プロムナード よこづか ★けやき接骨院 

飲食料品  南アジア食品店  サロンドエム (株)イトネン  クスリのアオキ大泉吉田店 ★カイロプラクティック  和(整体・エステ） 

(有)森本店  川五園  美容室トモトモ 館野燃料(株)  クスリのアオキ大泉朝日店  ナカムラヤ書店 

(有)萩原酒店  たかのチェーン大泉店 ★ nail＆eyelash Reas  藤沢商店  ウエルシア薬局群馬大泉店  ケアステーション ラクティ 

静波園  西田園  ボン理容室  (有)中村燃料店  ウエルシア大泉中央店 ★野間スイミングスクール大泉校 

 集月  ㈱村田製パン所  マスダ理容室   ウエルシア大泉古氷店 
★ 

フィットネスクラブアップルシティ 

ホットヨガスタジオマグマ大泉 ★島田米穀店 ★あじぎん ★ＰＯＰ 住宅・土木・建設  こうや化粧品店 

 ＢＲＥＡＤ千米  (有)高田屋本店   鳶 山田組  カナリヤ  (有)いづみ綜合印刷 

 夢酒ド．カーヴ クリハラ  白石商店   (有)太田建窓   はた接骨院 

 

 

大型店  A 券 のみ利用できます 

 
スーパーマーケット  とりせん 大泉店 薬局・ドラッグストア・化粧品  

 ベイシア 大泉店  カスミ 大泉店  カワチ薬品 大泉店 その他 

★フレッセイ 大泉店    カインズ 大泉店 

 ベルク ベスタ大泉  自動車・自転車  

   ㈱オートアールズ大泉 354 バイパス店  
    
    
    
◇  商品券でお買い物をされた際の釣り銭はありません。 
◇  商品券と現金との引換えはいたしません。 
◇  医療保険や介護保険の一部負担金には使用できません。 
◇ 利用期間が過ぎた商品券は、ご利用できません。 

  有効期限：令和４(２０２２)年２月２８日(月)まで 

※この登録店一覧は令和 3年 12月 21日(火)9時現在のものです。 

店名に二重線がある店舗は、商品券の取扱いが中止になりました。 

取扱店募集は 10月 25日(月)で受付が終了しました。 

最新の情報は、大泉町商工会ホームページにて掲載しています。 

大泉町商工会（大泉町大字吉田 2467  TEL.0276-62-4334  http://www.gos.or.jp/） 


