
●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。

プレミアム付商品券取扱店舗一覧（8/31までに登録いただいた事業所を
　掲載しています）

事業所名
飲 食 店

理容・美容業

小 売 業

TEL住所事業内容

事業所名 TEL住所事業内容
小 売 業

コンビニエンスストア

その他サービス業

建築、設備工事業

薬局・ドラッグストア

事業所名 TEL住所事業内容
大 型 店

魚光食堂 飲食店 高岡835-26 58-1281
四十路 食堂・居酒屋・テイクアウト 板橋1821 58-2366
青木製麺工場　麺工房あおきや 飲食店、製麺業 板橋2277 58-2131
御食事処　よねや 大衆食堂 板橋3022-6 58-6488
そば処　大村庵 そば、うどん、丼物 板橋3060-3 58-5454
カフェレストラン　野いちご 喫茶店、軽食 板橋2844-236 58-5291
どしこでん 居酒屋 板橋2844-91 57-0381
一龍 中華料理 板橋2844-117 58-8835
中国料理　福苑 飲食店 板橋2844-54 58-3188
（有）と兵衛 寿司、割烹 山王新田1602-3 58-8646
らーめん　いっちゃん亭 ラーメン店 山王新田1428-18 57-1177
（有）幸ちゃん寿司 寿司店 山谷1066-6 58-1721
イタリアの家庭料理　ベンベヌート ピザ、パスタ 谷井田1416-1 57-0778
遊なかにし 紅茶専門店、ギャラリー 谷井田2118-1 58-5959
幸乃家 和食、中華料理店 谷井田1379-1 58-3973
焼肉麗苑 焼肉店 谷井田1991-14 58-8050
スナック潯 居酒屋 谷井田2106-2 58-1585
やきとり　けんちゃん 飲食店 谷井田2104 58-1632
まつだ家 そば・うどん・他 谷井田1670-20 57-1552
中華坊主 中華料理 青木117-1 38-7045
日本料理しゃぶしゃぶ　丸松 日本料理店・お弁当・テイクアウト 豊体1619 58-0077
ばんどう太郎みらい平店 和食レストラン 小張4126-1 21-5911
鳥吉みらい平駅前店 焼き鳥 陽光台1-7-2ステーションタワー2F 58-9429
珍来　みらい平店 中華料理店 陽光台1-14-1 57-8818
居酒屋　満福 居酒屋 陽光台4-1-3 58-8116
そば処　一扇 蕎麦店 陽光台2-25-8 58-0138
あみ焼元祖　しちりん 焼肉店 陽光台1-114-1 58-9890
Bar Lilac 飲食店 陽光台1-18-5 MTCビル2F-2 34-1450
やきとりバンク 居酒屋 陽光台1-16-7 58-9036
北京老飯店　みらい平店 中華料理 陽光台1-10-6 21-5286
九州屋台九太郎　みらい平店 居酒屋 陽光台1-7-2ステーションタワー2F 21-5565
ｒｏｃｋ　ｃａｆｅ　ＧＬＡＳＳ　ＯＮＩＯＮ カフェ 陽光台3-22-4 非公開
つくばみらい　らーめん本舗 ラーメン店 紫峰ヶ丘1-17-3 58-6818
拉麺・呑喰い処　伊八 ラーメン店 紫峰ヶ丘1-21-3-101 070-3933-2020
珈琲屋かたみ 喫茶店、軽食 台665 52-3963
中村食堂 食堂 台281 52-5148
とんかつ　丸源 とんかつ店 東楢戸1663-6 52-3927
レストラン味楽乃 レストラン 西丸山318-5 52-0141
日本料理　ねぎしや 日本料理店・お弁当・テイクアウト 古川533-1 52-2183
鳥しげ 焼き鳥屋 古川322-3 52-2325
ふたば 飲食店、弁当販売 絹の台2-14-3 52-5227
イタリアンレストラン　ラ・ペスカ レストラン 絹の台3-32-3 52-7589
ご馳走ちゅうぼう　いちろ 居酒屋 絹の台2-4-8 フレンド102 52-0090
居酒屋　おれんち 居酒屋 寺畑78 090-3094-6339
もつの屋 ラーメン店 小絹683-1 52-0040
カフェモアル 喫茶店 小絹768-2 52-0163
カフェテラス・アール レストラン 細代41-1 52-2766
旬彩料理　小名浜 割烹料理店 細代736-1 52-3361

ヘアーサロン　やじま 理容業 板橋2844-87 58-8038
ビューティーオアシス華寿枝 美容業 板橋3032-1 58-8697
カットハウス　ろ～ず 理容業 伊奈東34-109 58-7130
瀬尾理容所 理容業 下島195-1 58-0403
理容　シイナ 理容業 山王新田292-9 58-0518
美容室ヘアーイマージュ． 美容業 山王新田1613-6 57-0214
理容　きむら 理容業 谷井田1071-7 58-0786
HAIR＆MAKE　BANGS 美容業 谷井田1939-8 58-9779
カットハウス　ポトス 美容業 谷井田1353-13 58-1930
美容室バドジェ 美容業 谷井田2118-2 58-8818
ヘアーサロン・ヒガノ 理容業 谷井田365 58-9397
カット・イン彩夢 美容業 谷井田2471 58-9695
モリ理容室 理容業 青木162-1 58-2356
ゆたか美容室 美容業 豊体511-2 58-6077
ヘアーサロンｅ’ｓ（エス） 理容業 豊体164-1 58-5294
理容タキモト 理容業 豊体1104-3 58-0075
ヘアーリゾート　CLiＰ 美容業 小張4125-6 58-4545
hair ＆ make  Vive 美容業 陽光台1-10-5 58-4166
カットインアーチ 理容業 陽光台1-7-4プリンセスコーワ102 21-3589
ヘアーサロンＮｏｉ 美容業 紫峰ヶ丘3-12-4 21-3588
HAIR & SPA  LUXY 美容業 紫峰ヶ丘5-7-6エクセルコート102 44-7774
SEREN DIPITY(セレンディ　ピティ) 美容業　Cut・パーマ・カラー 紫峰ヶ丘1-13-2 58-9292
杉山理容所 理容業（カット、シャンプー、シェービング、その他） 福岡1517 52-5808
サロンドＦＯＸ 美容業 福岡1884-1 52-2972
ヘアーサロン　コウズマ 理容業 西楢戸779-2 52-4613
プレミアムヘアークラウディット 理容・美容業、脱毛 古川1388-3 52-1381
ヘアーサロンおおやま 理容業 筒戸2069 52-4152
カザミ美容室 美容業 筒戸2302 52-3267
理容　カット イン タイム 理容業 絹の台6-1-7 52-0570
Ｌino 理容業 絹の台1-17-13 52-0698
美容室ＧＥＬ 美容業 絹の台1-18-4 52-7555
ラナヘアー 美容業 西ノ台11-3 21-4046
ヘアーサロン　しもむら 理容業 小絹737-5 52-3067
美容室　LeCLiC 美容業 小絹1236-1 52-2333
ヘアーサロン　ヒロ 理容業 箕輪149 52-2409
ビューティーサロンまこ 美容業 上長沼1943-3 52-2746

増田屋衣料店 繊維製品小売 板橋1790 58-1201
青木不二郎商店 米穀、肥料、農薬小売 板橋1799-1 58-1203
オオシロミート 精肉・総菜販売 板橋2372-1 58-1332
（株）サンロール お弁当製造販売 板橋3063-1 58-3599
Jan Auto 中古車販売 板橋2483-1 080-9865-1881
近江屋洋品店 学生洋品、洋品販売 東栗山1434-1 58-2178
肉のエビハラ 精肉・総菜販売 谷井田2031-15 58-3789
（株）あさの生花店 生花販売 谷井田1379-5 58-4113
（株）スウィートグリーン 豆菓子製造販売 谷井田1349-5 58-1877
御菓子司おおくぼ 米菓製造販売 谷井田1246-2 58-4433
協和メガネ メガネ、コンタクト、補聴器 谷井田1379-8 58-4855
㈱しまむら　伊奈店 衣料品の販売 谷井田1335 20-7001
サカモト洋品店 衣料品小売 青木59 58-0513
ネモト 洋品・制服・雑貨販売 小張2641 58-0005
ＨÜＴＴＥ 衣料品販売 小張4124-3 57-1072
太郎兵衛煎餅本舗　㈲大久保熨斗吉商店 米菓製造販売 市野深446-1 58-0203
お米と暮らし本店 こだわり雑穀米と新鮮野菜専門店 陽光台3-5-8 58-0453
CRAFT BAKERY パン製造販売 陽光台1-7-4 プリンセスコーワ103 44-7255
sweets home iroha 洋菓子製造、販売 陽光台1-18-5 MTCビル101 58-1680
キララスポーツ スポーツ用品のオンライン販売 陽光台4-38-3 21-4428
焼き立てパン　ブルーマロン パン製造販売 紫峰ヶ丘1-22-3 58-8003
スクールショップ　オカミ 学生衣料販売 紫峰ヶ丘5-7-5 37-8101
pain saito　パンさいとう パン製造販売 紫峰ヶ丘1-16-6 44-7272
花柄生地のお店　ｆｒａｉｓｅ 布生地の販売（小物、洋服等の販売） 紫峰ヶ丘2-14-11 21-3975
fika アロマ、お香、お線香、ハーブティー、自然食品販売 紫峰ヶ丘1-21-3-102 38-4628
auショップみらい平 携帯電話販売 紫峰ヶ丘1-1-2 47-6110
いばらきコープ生活協同組合つくばセンター 生協、小売業 台970-3 0120-502-310
横田漬物店 漬物製造・販売 南929 52-5005
片倉家具店 インテリア・オフィス家具販売、カーテン 福岡1447-3 52-5096
岡野商店 米穀集荷販売、肥料農薬販売 福岡986-4 52-5017
アルソア化粧品　土田 化粧品販売 東楢戸240-1 090-2645-0945
ル・シエル・ブルー パン屋 富士見ヶ丘1-2-2 44-7449
prisme． カフェ・雑貨販売 富士見ヶ丘1-13-17 44-7028
田中洋品店 スクール用品販売 古川1079-1 52-2187

クラフト工房「愛」 手造り工房「レザー、手編み教室」、製品販売 古川1478 52-3636
ＪＡ茨城みなみ農産物直売所　みらいっ娘 米、野菜の販売 上小目223-2 52-2020
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
アルソアREI 化粧品販売 筒戸1847 52-6872
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
鈴木分店 酒類、食品販売 筒戸2244-10 52-3009
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2-1 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 52-3062
寺田輪業本店 自転車販売・修理、自動車販売・車検・鈑金・保険 小絹842-1 52-3015
（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
ローソンつくばみらい富士見ヶ丘店 コンビニエンスストア 富士見ヶ丘2-1-4 57-0780

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 58-1294
エステサロン wa・mingu エステ 伊奈東43-30 080-5481-1355
セットアップ 自動車・バイク販売・整備・パーツ 足高916 58-0035
浜野商事（株） ガソリンスタンド 伊丹161 58-2416
アームオートサービス 自動車販売 中島149-4 58-1009
（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
（有）木村測量設計事務所 測量業務・調査業務・土木設計 奉社36 58-8958
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
エステサロン　REONE 脱毛サロン  陽光台1-7-2ステーションタワートヨシマ２F-G 070-4171-3732
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
K design office デザイン業（広告・デザイン全般・イラスト作成） 紫峰ヶ丘3-14-3 「ケーデザインオフィス2008」で検索
はり・灸接骨院たむら はり・灸・マッサージ 紫峰ヶ丘1-22-1 58-5510
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
ちびっこランドみらい平園 0歳から2歳の保育（小規模保育施設） 富士見ヶ丘1-14-3 44-6126
（有）ツカダオート谷原 自動車整備、車輌販売 西丸山81 52-3902
いずみ学院 学習塾 古川1478 090-2411-6331
（有）ＡＤＶＡＮＣＥ 自動車整備、車輌販売 鬼長13-1 52-0123
イトウガレージ 自動車鈑金塗装業 下小目1936 090-2144-3940
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
滝本電機商会 自動車電修業（カーナビ､カーセキュリティー等電装品整備） 筒戸2244-8 090-6033-6665
ECHOES　climbing クライミング（ボルダリング専用ジム） 筒戸2244-7 44-7996
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
Best自学教室 学習塾 絹の台1-16-4 52-1500
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
健美館みらい 岩盤浴 小絹164-1 34-0361
一時預かり保育室　エンジェルキッズ 乳幼児の保育、一時預かり、月極保育、育児相談等  陽光台1-7-4 PRINCESSKOWA101 090-4593-3105
さくら住宅（株） タクシー業、運転代行業 細代704-1 52-7730
ECCジュニア谷和原教室 英会話教室 上長沼1239 52-0083
Studio　K ヨガスタジオ 市内 090-3147-3228

菊地電気工事 電気配線、照明器具、空調工事 戸崎378 58-8286
大同総業 土木 中島149-4 58-1009
直井　晃 電気工事全般 福原170-1 080-9204-0135
よしや畳店 畳、襖、障子、網戸、内装全般 谷井田913 58-0899
㈱井田仮設 足場工事 小張4140 44-7071
㈱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

（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
㈱しまむら　谷和原店 衣料品販売 小絹910 25-2123

●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

●大型店
共通券のみ使用できます


