
小 売 業 その他サービス業

（株）カスミ　谷井田店 スーパーマーケット 谷井田1244-1 20-7033
（株）カスミ　FS　みらい平駅前店 スーパーマーケット 陽光台1-14-1 20-7511
（株）とりせん　みらい平店 スーパーマーケット 紫峰ヶ丘1-2-5 47-2001
（株）カスミ　富士見ヶ丘店 スーパーマーケット 富士見ヶ丘1-1 57-7212
（株）ヤマダ電機　テックランド　New　つくばみらい店 家電量販店 筒戸2189-1 38-8771
（株）ヨークベニマル　つくばみらい店 スーパーマーケット 絹の台6-20-1 25-3181
ＤＣＭホーマック　つくばみらい店 ホームセンター 絹の台6-20-1 25-2301
ドラッグストア　クラモチ谷和原店 ドラッグストア 小絹925-3 57-6111
ケーズデンキ　つくばみらい店 家電量販店 小絹708-1 20-5255
ジェームス谷和原インター店 カー用品販売 小絹165-1 25-2294
サンキ小絹店　ファッション館 衣料品販売 小絹1429 52-5891
サンキ小絹店　ファブリック館 雑貨販売 小絹1368 52-5892

●取扱店随時募集中!!　※登録が増え次第順次HP上で更新いたします。（http://miraishoko.com）
※事業所は順不同になっております。

●大型店 共通券のみ使用できます

●小規模店（飲食・小売・サービス業など） じもと応援券・共通券が使用できます

コンビニエンスストア

その他サービス業

薬局・ドラッグストア

建築、設備工事業

事業所名 TEL住所事業内容 事業所名 TEL住所事業内容

事業所名 TEL住所事業内容

谷和原エネルギーサービス（協） 灯油、ガス小売 鬼長526-1 52-6002
スクール用品　洋品　タカナシ洋品店 スクール用品、洋品、雑貨販売 筒戸2066-6 52-3373
吉田屋衣料品店 スクール用品販売 筒戸2260-3 52-4575
上州屋　谷和原店 釣具販売 絹の台2-15-1 52-4766
ぐらんぜるごーまる 自動車用品販売（タイヤ等） 絹の台3-21-2 20-5355
（有）内田デンキ 家電品販売・修理等 絹の台2-7-4 25-2988
丸隆ストアー 食品、酒類販売 西ノ台1-6 52-4978
（有）肉の菊屋 食肉販売・卸し・小売 小絹732 52-3059
ふとんのマスダ 寝具製造販売 小絹218 52-3026
パンの家　ミル パン製造販売 小絹1274-39 52-3171
中島洋品店 衣料品等 小絹695 52-0339
（有）ピーシーランド ＯＡ機器販売 北袋392 52-7474

セブンイレブン　つくばみらい東板橋店 コンビニエンスストア 板橋2648-4 58-8851
セブンイレブン　つくばみらい板橋店 コンビニエンスストア 板橋732-1 57-1247
セブンイレブン　つくばみらい谷井田店 コンビニエンスストア 谷井田1350-1 58-1018
セブンイレブン　つくばみらい谷井田北店 コンビニエンスストア 谷井田1413-1 57-0136
セブンイレブン　つくばみらい青木店 コンビニエンスストア 青木131-7 58-1061
ファミリーマート　フレストつくばみらい豊体店 コンビニエンスストア 豊体1102-9 57-7001
セブンイレブン　みらい平駅入口店 コンビニエンスストア 陽光台4-16-6 57-1100
セブンイレブン　つくばみらい陽光台店 コンビニエンスストア 陽光台2-37-2 58-7162
ファミリーマート　フレストつくばみらい陽光台店 コンビニエンスストア 陽光台2-20-1 47-2711

桜屋石油　エネオス板橋SS ガソリンスタンド 板橋2535-1 58-1464
カーライフアドバイザー　ナオイ 新車・中古車・パーツ販売、車検整備 板橋2527 58-4757
萬屋輪業 自転車、原付販売修理 板橋2117 58-0094
なずな堂鍼灸院 鍼灸院 板橋2102-1 38-6193
このみ薬局 漢方相談薬局 板橋2102-1 58-1284
エステサロン wa・mingu エステ 伊奈東43-30 080-5481-1355
浜野商事（株） ガソリンスタンド 伊丹161 58-2416
（株）常陸自動車 自動車整備、販売 山王新田1622-1 58-0253
大内歌謡学院　カラオケひだまり 歌謡教室、カラオケスタジオ 山王新田213-10 34-1195
富士施術院 カイロプラクティック 谷井田1125-5 58-0497
雪空の扉　梅林紫織 占い鑑定、タロット講座：master@yukisoranotobira.com 市内 
取手自動車教習所 普通者・中型車・二輪車教習、「高齢者講習は使用できません」 谷井田39 58-0533
（有）谷井田自動車 自動車整備、鈑金塗装 谷井田1988-2 58-6129
水越モータース 自動車整備 豊体1131 58-1076
（株）斉藤商店　セイフル伊奈給油所 ガソリンスタンド、燃料販売、住宅設備 豊体1058 58-0054
（有）常陽観光タクシー タクシー業 小張4775-7 58-0535
田中商店 ガソリンスタンド、LPGガス、酒、たばこ他 小張2653 58-0026
（株）ラスタオートカンパニー 自動車修理、車検、鈑金塗装 小張4125-1 57-1900
ビーイングリッシュ 英会話教室・ロボット教室（学習塾） 陽光台3-23-24 57-0507
ＣＡＲＥ　ＰＥＴＳ　つくば ペットシッター業 紫峰ヶ丘2-2-5 21-7787
ひだまり鍼灸接骨院 鍼灸・マッサージ 紫峰ヶ丘2-15-1 37-7031
なのはな鍼灸接骨院 鍼灸・マッサージ 紫峰ヶ丘3-1-2 44-9078
（株）ミレアージュ オフィス等清掃業 紫峰ヶ丘4-8-3 080-4467-3707
山口自動車鈑金 自動車整備 台613-1 52-4820
（有）斉藤商事 ガソリンスタンド 福岡1755 52-5021
プラントテック（株） 浄化槽保守点検業 日川1958-2 52-4784
（株）塚本商事 ガス、燃料小売 東楢戸2-1 52-2221
ハーラウ　マヒナ　ポーマイカイ ダンス教室 富士見ヶ丘1-4-2 34-1646

（有）ツカダオート谷原 自動車整備、車輌販売 西丸山81 52-3902
（有）ＡＤＶＡＮＣＥ 自動車整備、車輌販売 鬼長13-1 52-0123
全国旅行観光施設ガイド 国内旅行ガイド 筒戸2164-30 52-2096
（株）Ｓ－Ｌａｂ.（エスラボ） 科学実験＆お菓子作り教室 筒戸18-1 科学 エスラボで検索
オートボーイＪ’ｓ オートバイの販売、修理 絹の台3-32-1 25-3883
テラダサイクル 二輪車販売、修理 小絹1225-3 52-4162
上野クリーニング 衣類一般クリーニング業 小絹784-5 52-4149
㈱イーストカンパニー　健美館みらい 岩盤浴 小絹164-1 34-0361
さくら住宅（株） タクシー業、運転代行業 細代704-1 52-7730

菊地電気工事 電気配線、照明器具、空調工事 戸崎378 58-8286
よしや畳店 畳、襖、障子、網戸、内装全般 谷井田913 58-0899
㈱中島防水総業 防水、塗装（個人・お見積からでも注文承ります） 福岡1337-1 52-8808
張替硝子店 アルミサッシ、ガラス、網戸販売・修理 古川956-8 52-7131
（有）川口商事 コスモ石油、LPガス、上下水道工事 鬼長526-1 52-3286
（有）企画設計室タカハシ 建築・リフォーム・不動産業 筒戸1117-1 52-4216
（有）鈴木商店　ホットリビング LPガス、灯油販売、住宅リフォーム 小絹745-1 52-3006
初沢電気工事店 電気工事全般 小絹171-13 52-2567

ビッグドラッグ　板橋店 ドラッグストア 板橋2844-259 57-0026
ウェルシア薬局　つくばみらい伊奈店 ドラッグストア 谷井田1332 58-3198
中村薬品 薬、酒、タバコ販売 豊体1692 58-1048
ウェルシア薬局　みらい平駅前店 ドラッグストア 陽光台1-14-1 58-7188
ツルハドラッグ　みらい平店 ドラッグストア 紫峰ヶ丘1-2-1 57-7780
ヤックスドラッグ　つくばみらい平店 ドラッグストア 紫峰ヶ丘5-1-1 38-6125
ドラッグストア セキ　富士見ヶ丘店 ドラッグストア 富士見ヶ丘1-1 47-2800




