
令和元年9⽉27⽇現在

地区 参加店舗名 住所  電話番号 取扱商品等

フレッセイ板倉店 朝⽇野1-2-1 82-5600 ⾷料品、⽇⽤雑貨など

呑喰処しゅう 朝⽇野1-17-6 82-5188 やきとり、しゅう特製⽯焼ビビンバ、⾺刺

ダイニングなごみ 朝⽇野3-8-6 82-5153 マルゲリータ、オムソバなど

Hair Make Feel 朝⽇野3-9-2 82-5617 理容・美容施術、化粧品販売

スーパーセンタートライアル板倉店 朝⽇野3-12-1 58-5193 ⾷料品、⽇⽤雑貨など

カラオケスタジオせきね 海⽼瀬2408 82-3133 カラオケ、飲⾷

セブンイレブン板倉ニュータウン店 海⽼瀬4085-1 82-5707 ⾷料品、雑貨

理容室サイトウ 海⽼瀬4058-5 82-3826 理容

パルム・ドール 朝⽇野1-5-12 82-5425 ケーキ、アイスクリーム、洋菓⼦

ドラッグセイムスフォリオ板倉店 朝⽇野1-2-1 70-4110 医薬品、健康⾷品、化粧品、⽇⽤品、⾷品

総合⾐料(株)たけまさ 海⽼瀬4683 82-1406 総合⾐料

⾷事処 季楽⾥ 海⽼瀬8487-1 82-1101 ⼿打ちそば、うどん、各種定⾷
加⼯品(饅頭、味噌、⾚飯、草餅など)

Hair Atelier Y 朝⽇野2-4586-26 050-5580-4077 ヘアサロン全メニュー

Cake Cafe ロポン 朝⽇野3-8-8 55-4525 洋菓⼦、ケーキ、スイーツ、ランチなど

⼤塚商店 海⽼瀬1409 82-1522 燃料油(ガソリン、軽油、灯油)

サンキ板倉店 朝⽇野1-2-1 82-5081 洋品、実⽤品、寝具、インテリア

クレスティサロン Karion 朝⽇野1-14-8 82-5163 エステ施術、ヤマノ化粧品販売

⼿打ちらあめん⼀休 海⽼瀬4085 82-5595 ⼿打ちラーメン

⼩保呂直売所 海⽼瀬2326-1 82-2662 卵・⽶・野菜の販売

カフェだいにんぐてぃーだ 海⽼瀬4857-1 78-7658 飲料、料理(ハンバーグ、パスタなど)

コメリハード＆グリーン 板倉ニュータウン店 海⽼瀬8487-2 70-4120 ⼯具・⾦物・園芸⽤品・⽇⽤品

㈲荻野商店 板倉497 82-0176 うなぎ、こい

川⿂・郷⼟旬菜うおとし 板倉903 82-0054 川⿂料理

⻲⽥⾵呂店 板倉1295-3 82-1301 住宅設備、タイル⼯事

⼩林菓⼦店 板倉1297 82-0079 お菓⼦

スズキ化粧品店 板倉1311-1 82-0378 化粧品、洋服など

うどんCaféはらだ（原⽥製麺） 板倉1640 82-0063 うどんメニュー、珈琲、⽣麺類

塩家畳⼯業 板倉1991-5 82-0274 新畳、畳表替、畳裏替など

三⽊屋 岩⽥884 82-0055 化粧品、学⽣⾐料、⽂具

岡⽥サッシ店 岩⽥908-3 82-1659 板ガラス、アルミサッシ、カーテンなど

農家の店しんしん 板倉店 岩⽥1260-3 80-4500 農業資材、肥料、農薬、作業⽤品

松本洋品店 籾⾕2079 82-0156 学⽣⾐料、婦⼈洋品、肌着類

おぎの屋 岩⽥1912-5 82-0395 上州まごごろうどん雷電の⾥
⽣うどん・半⽣うどん販売、お⾷事

籾中⾃動⾞ 籾⾕1689 82-2070 ⾃動⾞、鈑⾦、塗装、整備、⾞検
販売、オイル・タイヤ交換など

ジャストドラッグ板倉店 岩⽥939-2 82-0242 医薬品、健康⾷品、化粧品、⽇⽤品、⾷品

ネモト⾃動⾞ 株式会社 岩⽥878 82-1231 ⾃動⾞販売、⾞検整備

和膳処 あぶらや 内蔵新⽥126-4 82-0699 和⾷、割烹、⼩料理

⼤⽉寿し 板倉1296-3 82-0222 寿司、宴会料理

蓮⾒商店 板倉1318 82-0067 住宅設備機器
(キッチン、洗⾯所、トイレ、⾵呂関連設備)

有限会社 荒井⽯油 籾⾕1682 82-1830 燃料油(ガソリン、軽油、灯油)、潤滑油
オイル交換、タイヤ交換、洗⾞
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地区 参加店舗名 住所  電話番号 取扱商品等

みっちゃんの福⽿餃⼦ 板倉1143-1 82-0337 餃⼦・しゅうまい製造販売

鈴⽊電気 板倉2333 82-3590 電気⼯事および家電販売

Yショップ板倉荻野店 板倉1725 82-2030 パン、菓⼦

ファミリーファッションしおだ 板倉1622-3 82-0066 ⾐料品

セブンイレブン板倉⽔郷公園前店 岩⽥693-1 82-0177 ⾷料品、雑貨など

⼿打ちラーメン 栄楽 板倉2218-1 82-0718 ラーメン、定⾷、⼀品料理、お酒

マルサカ精⾁店 板倉1658-1 82-1844 精⾁

マルビーデンキ 板倉689 82-0108 電化製品販売

増⽥モーターサイクル 岩⽥2376-4 82-0280 ⾃動⾞整備

増⽥屋 岩⽥1299 82-0071 酒類、調味料類、灯油、⽣ビールサーバー貸出
いずれも配達料無料

荒井ふとん店 板倉1669-1 82-0053 寝具販売など

⼤芳商店 板倉1644-1 82-0148 ガソリンスタンド、酒類販売

多⽥クリーニング店 板倉1417-1 82-0125 クリーニング

ヘアーサロンさいとう 板倉2424-5 82-0359 理容

はすみ 板倉1248-3 82-0147 ラーメン、そば、うどん、定⾷、丼物
宴会料理

美容室 華 板倉4228-4 82-5477 ニューヨークドライカット
電⼦トリートメント

TOY FACTORY 板倉1632-2 82-5071 ⾃動⾞整備、販売

⼩林屋 板倉2335 82-0032 川⿂料理

⼦吉⼯務店 有限会社 板倉4218-11 82-0715 住宅・店舗の新築
リフォーム設計・施⼯および監理、不動産

有限会社 海⽼屋フラワー 岩⽥2361-6 70-4070 草花、鉢花、切り花、パパイヤ苗⽊販売
クリーニング取次

原宿⾃動⾞ 株式会社 岩⽥872 82-1177 ⾃動⾞販売、整備、鈑⾦

⽯川⾷堂 岩⽥951-1 82-0150 ラーメン、定⾷

アース旅⾏ 板倉4212-6 82-4649 旅⾏代理店

岩⽥⾃動⾞ 岩⽥2348-4 70-4190 ⾃動⾞販売、整備

⼀兆 板倉1998 82-3849 ラーメン、餃⼦、中華料理

⾷堂たかせ 飯野1913 82-0754 定⾷各種

⾼瀬畳店 飯野1948 82-2199 新畳、畳表替、畳裏替など

宮古屋 ⼤⾼嶋1283-2 82-1748 和菓⼦

アキマ電器商会 ⼤⾼嶋1583-3 82-0215 家電販売、電気⼯事

折原商店 下五箇716-4 82-1686 酒類、灯油、雑貨類、クリーニング

Yショップみやたや ⼤⾼嶋1605-3 82-0155 酒、⾷品、⾃家製弁当販売

有限会社 川⽥屋 下五箇1801-3 82-0500 酒類、⾷品、燃料

⼩林⾃動⾞商会 飯野1493 82-0168 ⾃動⾞整備、⾞検、販売など

ミツコ美容室 飯野1799 82-2351 カット＆パーマ 、カラー、振袖着付、
まつ⽑パーマ

⽊村屋 飯野1848 82-1900 酒類

⼭⼝洋品店 ⻄岡315-3 77-0403 ⾐料品、板倉⼩中学校体操着

⼿打ちらぁめんいなかっぺ 細⾕1072 77-2233 ラーメンなど

有限会社 柿沼モータース ⻄岡新⽥106 77-0313 ⾃動⾞・⾃転⾞(新⾞・中古⾞)販売
および修理、⾞検、板⾦、保険

福⽥屋 ⻄岡新⽥409-2 58-2622 そば、うどん、定⾷、⼀品料理、お酒

ヘアーサロン スウィング ⻄岡426-2 77-0452 理容、理髪

藤建設⼯業 株式会社 ⼤曲1115 76-8819 建築設計施⼯、建築資材、
設備機器販売など

(注釈)板倉町プレミアム付商品券取扱登録店は現在募集中です。取扱店は随時更新を予定しています。
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