
№１ ３５９店舗 （令和元年10月1日　現在）　　

■ 外川町 海保板金 ㈲佐野家 ㈱いのうえ

治ろうや ■ 笠上町 丼屋　七兵衛 クスモト

三浦丸 鮨初 ㈲つる弁 まるぶん

㈱伊東商会 ハーブガーデン・ポケット ㈲犬吠の月本舗　たか倉 サカオ

ヘアーサロン野本 還元陶板浴　三奈 ㈲ごうけん商店 津村燃料店

こばやし洋装店 ■ 黒生町 ヘアーサロンふじい 犬のとこやさん

㈲根本商店 小野商店 銚子港　鮪蔵 ㈲一心

㈲〆印島長水産 ㈲ヤマタ仲内商店 ㈱dining mare ㈲吉川陶器店

サロンドK２ 民宿　五十嵐 ■ 東　町 佳能屋商店

㈲笠上屋商店 ■ 榊　町 ㈲根本菓子舗 ㈱さだゆう呉服店

■ 外川台町 岡モータース 医療法人積仁会島田総合病院 ㈲宝文堂書店

歩夢蘭 ㈲やまこ庵 さとう精肉店 ㈱ジョジョ

■ 潮見町 フクヤ オカダ薬局 リレイションズ

㈲銚子海洋研究所 ■ 愛宕町 本嶋電気商会 （公財）銚子市シルバー人材センター

C's marina Kitchen&cafe ㈲伊藤米店 ■ 馬場町 シャロン美容室

■ 犬吠埼 勝味屋酒店 ㈲栄屋清水商店 サントノーレ

犬吠テラステラス 林商店 トリマサ くるまやラーメン　銚子新生店

ホテルニュー大新 お食事処とこよだ 小林理容店 シャトレーゼ　銚子店

ドライブインなぎさや 花の店　和華 手焼きあられ・せんべい処　福屋 宮内肉店

㈱犬吠埼観光ホテル OASIS・AMIYA ミソラ模型 魚料理　ひたち

絶景の宿犬吠埼ホテル ■ 清水町 ㈲宮惣製菓所 銚子電気鉄道㈱

ファッション専科　祥 成田理容店 辰巳寿司 銚子麵屋　潮

㈲しまたけ水産 宮内鮮魚店 ■ 南　町 ふくたろう

銚子ビール犬吠埼醸造所＆tops 清泉庵 飯島電機 ■ 中央町

■ 君ヶ浜　 ㈲カーサポート・エンドー しま理容室 ㈱パームデザイン

君ヶ浜ベイハウス 大山姿勢均整院 桜井写真館 大新旅館

■ 高神東町 ■ 橋本町 ル・クール ㈲ミヤザワ宝石

㈱イシガミ　犬吠店 ㈲マカベ電機商会 ECC銚子中央教室 焼とり　りゅうじ

食事処　寿 静岡園茶舗 春日堂薬局みなみ店 中華料理　鳳蘭

■ 高神西町 ■ 幸　町 ■ 陣屋町 ㈲加満家支店

セブンイレブン　銚子高神西町店 越川時計店 ㈲丸十スポーツ 香海

■ 天王台 桶文 ㈲保土ヶ谷電機 酒処　藤

犬吠埼　やまたそば店 ■ 通　町 東京軒 ㈲えむ

■ 小畑町 御菓子司　堀井 ■ 前宿町 銚子インターネット㈱

コマデンキ ヘアーサロンコメタニ 伊藤理容店 花の店　たんぽぽ

■ 小畑新町 ■ 和田町 銚子ボウル メガネの和光

あしか寿司 すし　勝の家 手打　甚作 ㈱銚子山十

㈱平岡電器 喜可久寿司 お食事処あおき ■ 末広町

　コメリハード＆グリーン小畑店 関根商店 ㈲永田ヤ本店 ㈱篠田クリーニング店

■ 名洗町 ㈱辻肉店 春日堂薬局前宿店 ビストロ茶葉蘭

㈲髙根商店 エバト薬局 ■ 新生町　 ㈲マルミ洋傘

■ 川口町 寿し辰 ㈱トラヤ マルシチ畜産㈲

㈲ヤマワカ水産 オリエントＡＩＲ美容室 メディアツカモト ㈲花工房ほりごめ

ウォッセ21　銚子ちぢみ　江戸のみせ ■ 田中町 ㈱イシガミ　新生店 ■ 双葉町

あじ処　まほろば 石上酒造㈱ わたしん銚子店 島彦本店

ミナト・ミタカタクシー㈱ ■ 新地町 理容さかえ ㈱山長

嘉平屋㈱ウォッセ店 松竹園 ㈲大屋商店 （資）近江屋商店

嘉平屋㈱ ■ 浜　町 ㈱三浦丸 とんかつ　いな村

キッチンライフ銚子東洋 ㈲宮内本店 ㈲高橋商工社 オリエント美容室

シーフードレストランうおっせ 寿司文 いとしん寝具 ㈲神原呉服店

お食事処ゆうなぎ ㈲エビス薬局 琴寄仏具店 リリアーナ

折鶴 ヒノデ理容店 大丸タクシー㈱ ジュールフェリエ

㈱阿天坊　ウォッセ1店 長谷川米店 第一薬局 T.FIELD

■ 明神町 （資）天金洋品店 ＰＥＡＣＥ　ＢＯＷＬ　ＣＡＦＥ ROPPONGI

平和タクシー㈱ ■ 後飯町 日鳥商会 桔梗屋

■ 植松町 常鮨 伊太利亜 ㈲ル・ノワ

常盤燃料 白鳥商店 ㈱溝商 銚子セレクト市場

■ 海鹿島町 きのくに写真館 久六

石井丸ひもの店 ■ 飯沼町 長谷川写真館

ミツワ美容室 ㈲シラト電機商會 フラワーショップかおり

理容アイカワ ㈲菊則 志賀時計店

プレミアム付き商品券が使える店舗



№２ ３５９店舗 （令和元年10月1日　現在）　　

■ 東芝町　 ■ 北小川町 ドコモショップ　銚子店 ■ 諸持町

とくとく居酒屋　二代目　萬蔵 ヘアーサロン白鳥 御食事処つくし ㈲マルトモ商店

（資）篠田食料品店 宮栄製菓舗 ■ 松岸町 ■ 三宅町

㈱Ｂマート タナカのタネ ㈲石毛川魚店 中谷商店

大久保寿司 ■ 春日町 島田商店 ■ 小浜町

明石青果店 らくだ生活 石毛精肉店 らくだ

■ 西芝町 ウイングスポーツ カンバラ生花店 リカーハウスかまた

㈱イシガミ　駅前店 ヘアーサロン矢場 ㈲宮内薬局 おがわ食堂

植田屋 ㈲たけみ 池ノ内理容 ㈲やまこ庵　小浜店

ウラシマ写真館 カットサロンえばた ce'lavie dress hair 和風　一力

フタバ薬局駅前店 髙うら とこやさんネモト ㈱銚子タクシー

フタバ薬局本店 cafe poohyon 松月呉服店 ■ 八木町

ヘアサロン　サカイ 株ベルックス銚子店 宮本青果店 伊東製菓

幡野商店 春日堂薬局 ヘアーサロン大胡

㈱一心堂 ■ 上野町 うざわ商店

㈱よしみや 田村自動車 hair&make plaisir

㈱多部田商店 宮内製菓 リラクゼーションサロン　HappyHand

渡辺理容店 犬吠長生院 ■ 松岸見晴台

ひまわり手芸店 ヘアーシザーズ 金島建設㈱

　㈲つるや ■ 三崎町 ■ 垣根町

　リサイクルショップ　アースマインド なんジャ 角田鈑金

　㈱阿天坊　駅前店 アステル交通㈱ 宇野沢種苗店

■ 妙見町 ■ 松本町 ■ 四日市場町

山口治作商店 和泉庵わかや 竹水・メテオール

■ 栄　町 鈴木海苔㈱ たかはし食堂

㈱藤本設備 ㈲石井電気商会 ㈱櫻井商店

■ 若宮町 ㈱秀英社 セキネデンキ

のみ喰い処　神楽 ■ 本城町 信田園芸

創彩美食　和 ㈲サンロッシュ アルソア　ラッキー

㈲エレガンス天昭堂 ふるさと 宮内洋服店

■ 大橋町 山の上蕎庵 スバル千葉東㈱　スバルショップ銚子

美と健康の店　プレジャー ヘアーサロンヒサナガ スズキショップ千葉東

レストラン　ボンボニエール ㈲吉原石油 ■ 柴崎町

ヘアーサロンヤマグチ パティスリールウィズ カナリア観光㈲

銚光自動車工業㈱ フレッシュオガワ ■ 余山町

■ 三軒町 ポーラ本城ショップ 和ごころレストランうさぎ

長谷川ドラッグストア 中国料理　双喜 ■ 芦崎町

カクヤ商店 ヘアーサロンたか根 根本油店　芦崎給油所

㈲長谷川商店 ㈲ジェントリー 梅のや芦崎店

たかぎ生花店 不二家　銚子店 稲葉燃料設備㈲

あづま寿司 ㈱小僧寿し　銚子本城店 ■ 高田町

■ 唐子町 ローソン　銚子本城町店 マロンド

㈲セキカラコ薬局 伊東屋 千和屋建材㈱

春日堂薬局唐子店 伊右衛門マルシェ お仏壇のちかずや

■ 清川町 ■ 長塚町 ■ 野尻町

フラワーショップＪＵＮ 伊藤石油㈲ 魚道

タムラテレビ 洋品　銚子織物 安井電気商会

髙木クリーニング ゆたか食堂 ■ 忍　町

お菓子の工房ダイモン 入船寿司 ㈲カネト自動車

㈱茂利戸家 林理容店 ■ 笹本町

おか村 ㈱銚子大洋自動車教習所 鈴木鮮魚店

■ 東小川町 魚八 向後商店

青柳鮮魚店 カットサロンナユキ 平兵衛屋

■ 西小川町 オートユニック・車検のケン太くん ■ 宮原町

グリーン美容室 飯田理容 ヘアーサロンタジマ

ヘアーサロンラッキー 百鳳苑 久里波志

■ 南小川町 柳屋肉店 方宝たつみ

魚伊鮮魚店 貴作そば屋 コボリデンキ

風よう日 ゆきむら亭　銚子店 ■ 豊里台

㈲滑川自動車 ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ 花と香りのサロン～Mokkun～

プレミアム付き商品券が使える店舗



1 カインズ銚子店 16 ヤックスドラッグ　銚子南小川町店 31 ㈱カスミ　フードスクエア南小川店

2 ウエルシア銚子松岸店 17 ヤックスドラッグ　銚子芦崎店 32 ㈱カスミ　銚子松岸店

3 ウエルシア銚子笠上店 18 ㈱セイミヤ　銚子四日市場店 33 ちばみどり農業協同組合　営農センター銚子　購買

4 ファッションセンターしまむら　銚子店 19 フードプラザハヤシ　銚子店 34 ちばみどり農業協同組合　海上支店

5 ファッションセンターしまむら　南小川町店 20 ㈱カワチ薬品　銚子店 35 ちばみどり農業協同組合　船木出張所

6 カジュアル＆シューズ　アベイル銚子店 21 ㈱カワチ薬品　銚子北店 36 ちばみどり農業協同組合　椎柴支店

7 ケーヨーデイツー　銚子明神店 22 ケーズデンキ　銚子店 37 ちばみどり農業協同組合　豊里出張所

8 洋服の青山　銚子店 23 ココス　銚子春日店 38 ちばみどり農業協同組合　豊岡支店

9 焼肉宝島　銚子長塚店 24 ココス　銚子松岸店 39 ちばみどり農業協同組合　東部出張所

10 イオン銚子店 25 酒＆業務スーパー　銚子店 40 魚民　銚子駅前店

11 ㈱ホンダカーズ東総　銚子松岸店 26 ヤックスドラッグ　銚子明神町薬局

12 ㈱ヤマダ電機テックランド銚子店 27 ヤックスドラッグ　銚子南小川薬局

13 ㈱タイヨー銚子店 28 マツモトキヨシ　調剤薬局黒生店

14 ヤックスドラッグ　銚子松本町店 29 マツモトキヨシ　調剤薬局小畑新町店

15 ヤックスドラッグ　銚子明神町店 30 ㈱幸楽苑

　※　イオンモール銚子専門店は一部ご使用になれない店舗があります。(下段参照)

№ 店舗名 № 店舗名 № 店舗名

1 ベル・ルミエール 26 フェミニンカフェ 51 メガネのドクターアイズ

2 イースタイル 27 コムサイズム 52 ザ・クロックハウス

3 グリルろだん亭 28 レプシィム 53 チチカカ

4 福旺菜館 29 ハミルトンエッセンス 54 ネイル＆アイラッシュサロン　ティアラリュクス

5 いきなりステーキ 30 フラワーショップあすか 55 CRB

6 ミスタードーナツ 31 銚子銀座惣菜店 56 キッズフォーレ

7 サンマルクカフェ 32 カルディコーヒーファーム 57 サーティワンアイスクリーム

8 ベルーナ 33 口福堂 58 サモサ

9 モスバーガー 34 嘉平屋 59 越後秘蔵麺　無尽蔵

10 かかし 35 みどりの大地 60 築地銀だこ

11 コスメサロン　新場＋ミニヨン 36 「鮮の市」華むすび 61 はなまるうどん

12 グラン・サックス 37 「鮮の市」デル・ソル・カフェ 62 福林厨房

13 クロワッサン 38 「鮮の市」桃符や 63 ベリーベリーカフェ

14 チュチュアンナ 39 「鮮の市」福屋 64 大阪大将

15 キラット 40 「鮮の市」フルーツパーラー附木屋 65 イオンシネマ銚子

16 クールカレアン 41 マジックミシン 66 スーパースポーツゼビオ

17 ハッシュパピー 42 きもの日本橋　かのこ

18 シューラルー 43 アヴェニュー

19 ライトオン 44 ASBee

20 ヴィレッジヴァンガード 45 ノジマ

21 イオンぺット 46 パセリハウス

22 オプトあらき 47 未来屋書店
23 チェルシーニューヨーク 48 ザ・ダイソー
24 ＨＶＣ 49 こども写真城　スタジオアリス
25 illusie300 50 ハニーズ

66店舗 （令和元年8月1日現在）

プレミアム付き商品券が使える店舗

「イオンモール銚子専門店」で使える店舗
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