
令和3年度 草加市プレミアム付商品券事業実行委員会（草加市商店連合事業協同組合内）
TEL : 048-928-8121

7月21日㈬令和3年購入申込期限
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30％もお得！

はがき申込の場合

必着！
はがき申込の場合

必着！

1冊13,000円分の商品券を

10,000円で買える！！
●購入申込は1人3冊までです。
●幅広い業種で使えます！
スーパー、コンビニ、飲食料品店、
飲食店、ドラッグストア、衣料品、
雑貨店、ホームセンター、家電量販店、
理容・美容店、クリーニング、医療機関、
リフォーム業など

草加市プレミアム付商品券草加市プレミアム付商品券

令和3年5月31日現在

全1,164
事業者

P　～掲載しています！5

購入方法と
取扱事業者（使えるお店）の

ご案内
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令和3年8月23日㈪〜令和4年2月13日㈰

令和3年度 草加市

当店では

当店でご利用
いただけます！
当店でご利用
いただけます！

お使いいただけます

令和3年度 草加市プレミアム付商品券事業実行委員会（草加市商店連合事業協同組合内）
TEL : 048-928-8121

共通券 専用券

8月23日㈪～2月13日㈰
令和3年 令和4年

見　本 見　本

プレミアム付商品券取扱店プレミアム付商品券取扱店

共通券 専用券 を

使用
期間

令和3年度 草加市

当店では

お使いいただけます

令和3年度 草加市プレミアム付商品券事業実行委員会（草加市商店連合事業協同組合内）
TEL : 048-928-8121

共通券 専用券

8月23日㈪～2月13日㈰
令和3年 令和4年

見　本 見　本

プレミアム付商品券取扱店プレミアム付商品券取扱店

共通券 のみ

使用
期間

当店でご利用
いただけます！
当店でご利用
いただけます！

ステッカー
令和3年度 草加市プレミアム付商品券事業実行委員会

（草加市商店連合事業協同組合内）

当店でご利用
いただけます！
当店でご利用
いただけます！

令和3年度 草加市

プレミアム付商品券取扱店プレミアム付商品券取扱店

8月23日㈪～2月13日㈰
令和3年 令和4年使用

期間

が使えるお店のポスター ▼

共通券 専用券
のみ使えるお店のポスター ▼

共通券

このステッカーや
ポスターが貼ってある

お店で使えます！
※8月頃より順次掲示予定

取扱事業者一覧（P 5 〜）で、★のついている店舗は大型店のため「共通券」のみ、
ついていない店舗は「共通券」「専用券」どちらもご利用いただけます。

1 プレミアム付商品券の概要

使 用 期 間

この商品券は、次のものには
使用できません

●不動産や自動車のような資産性の高いもの
●商品券、切手、プリペイドカードなど換金性
の高いもの
●事業活動に伴い使用する原材料、仕入商品等
●国や地方公共団体への税金等支払い並び
に公共料金等の支払い
●現金との換金、金融機関への預け入れ
●たばこの購入

ご 注 意
●令和3年度草加市プレミアム付商品券事業
実行委員会で登録した取扱事業者でのみ利
用可能です。取扱事業者は予告なく変更す
る場合があります。

●1冊（13,000円分）を10,000円で販売します。
●1人あたり3冊まで購入できます。

見　本見　本

全取扱事業者で
使えます共通券（ピンク色） 大型店 （一部を除く）では

使えません専用券（黄緑色）

使用について
●令和3年8月23日㈪～令和4年2月13日㈰

まで使用できます。期間を過ぎた場合は
無効となります。

●盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造
等に対して、令和3年度草加市プレミアム付
商品券事業実行委員会は責任を負いません。

●本券ご利用の際、釣銭はでません。
●本券の第三者への交換又は売買、現金との
引き換えはできません。

 【1冊 19枚】
共通券1,000円券 .. . . . . . . 7枚
専用券500円券 .. . . . . . . . .12枚
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2 商品券購入申込から使用までの流れ

使 用 期 間 令和3年8月23日㈪〜令和4年2月13日㈰

商品券が使える事業者はP 5 ～をご覧ください。
なお、最新の情報は実行委員会ホームページをご覧ください。
※使用期間をすぎた場合は無効となります。
※商品券利用の際、釣銭がでません。

引換販売期間 令和3年8月23日㈪〜9月6日㈪

購入引換はがき発送 令和3年8月13日㈮頃

購入引換はがきと現金を持参して、はがきに記載された引換販売所にて購入できます。
※期間内に引き換えなかった場合、購入引換はがきは無効となります。

購入申込期限 令和3年7月21日㈬まで

商品券の購入申込方法は2通りあります。いずれかお選びください。
 （※申込は1人3冊まで）

※申込時に引換販売所を指定します。（詳しくはP 4 ）
※先着順ではありません。あわてず記入をお願いします。

※申込数が発行冊数に達しなかった場合は2次販売を行う場合があります。
（詳細については広報そうか・実行委員会ホームページで告知いたします。）

実行委員会ホームページのお知らせ
欄から申込フォームにお入りください。
https://premium-gift.jp/soka2021/

必要事項を入力します。切手を貼ってポストに投函します。
★7月21日必着のため余裕をもって投函してください。

専用申込
はがき

実行委員会
ホームページ

切手

購入いただける方にのみ 8月13日㈮頃に購入引換はがきを発送します。なお、発行冊数
を上回る申込があった場合、抽選となります。抽選の場合、市民の方が優先となります。 
結果についてのお問い合わせには、お答えしかねますのでご了承ください。

申込フォーム

7月21日㈬
必着！

巻末にある専用申込はがきに必要事項を記入します。
★.はがきの記入方法はP 17をご覧ください。（はがきが
足りない場合は、官製はがきでも可）
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Q1 令和2年度の商品券とどのような点が違いますか？
A1：より多くの方が商品券を購入できるよう、お一人あたりの購入上限数を5冊から3冊に引き下げました。

Q2 商品券購入申込は何回もできますか？
A2：お一人様1回のみの申込となります。（はがき又はホームページのいずれか1回）

Q3 5人家族ではがきが足りない場合どうしたらよいでしょうか？   
A3：官製はがきでも申込ができます。詳細についてはP 17を確認ください。

Q4 ホームページから家族分を申込む際に、同一のメールアドレスを使えますか？
A4：同一のメールアドレスをご使用いただけます。

Q5 本人ではなく代理でも引換購入することができますか？
A5：購入引換はがきと現金をお持ちの方であればどなたでも購入できます。

密を避けるため、ご家族様分まとめての引換をお願いいたします。

Q6 1回に使える商品券の上限額はありますか？
A6：実行委員会では定めておりませんが、取扱事業者において特段の事情がある場合がございます。

購入申込について

引換販売について

プレミアム付商品券の取扱事業者について

プレミアム付商品券についてのQ&A

● �同一の方より、複数回申込があった場合、無効となります。（はがき又は実行委員会ホームページ
のいずれか1回のみ）

●購入申込内容の変更はできません。
●原則として申込のキャンセルはできません。購入可能な冊数をお申込みください。
●購入申込時に引換販売所を指定いただきます。詳しくはP 4をご覧ください。

● �当日は購入引換はがきと現金を必ずお持ちください。お忘れの場合、いかなる理由でも購入
いただけません。

●購入引換はがきの再発行は一切行いません。
● �購入引換はがきをお持ちいただければ、代理の方の購入引換も可能です。密を避けるため、
ご家族様分まとめての引換をお願いいたします。

● �商品券の使用ができる事業者はP 5 〜をご確認ください。登録事業者は随時更新しています。
最新の情報は、実行委員会ホームページ�https://premium-gift.jp/soka2021/�をご覧ください。

　なお、商品券の購入引換の際に、本冊子以降に追加された取扱事業者の一覧を配布いたします。
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3

4

至越谷至越谷

至北千住至北千住

新田駅新田駅

草加駅草加駅

谷塚駅谷塚駅

獨協大学前
〈草加松原〉駅

獨協大学前
〈草加松原〉駅 東武スカイ

ツリーライン
東武スカイ
ツリーライン

P P P

P P P

P P

イトーヨーカドー
新田店

イトーヨーカドー
新田店

イトーヨーカドー
草加店

イトーヨーカドー
草加店

ベルクス
草加青柳店
ベルクス
草加青柳店

ベルクス
草加松原店
ベルクス
草加松原店 ベルクス

草加手代店
ベルクス
草加手代店

ベルクス
草加谷塚店
ベルクス
草加谷塚店

いなげや
草加谷塚店
いなげや
草加谷塚店

島忠ホームズ
草加舎人店
島忠ホームズ
草加舎人店

ユニディ
草加新栄町店
ユニディ
草加新栄町店新

田
駅

草
加
駅

獨
協
大
学
前〈
草
加
松
原
〉駅

谷
塚
駅

ビッグエー

八幡北小 古
綾
瀬
川

毛長川

綾瀬川

辰
井
川

毛長川

辰
井
川

伝右川

城北信金

法務局

マルエツ

栄小

ファミリー
マート

高砂小

草加中央
防災広場

ヨークマート

学園町

草加産業道路 新善町（西）

清門町（南）

清門町（北）

八幡町

獨協さくら橋

町五丁目

瀬崎浅間神社南

柳島

谷塚仲町

遊馬町西 遊馬町東

新里町

柳島

草加駅入口

山王橋（西）

県立草加高校

セブン
イレブン

セブン
イレブン

セブン
イレブン

新栄中
清門小

長栄小

新田中

清門郵便局

ローソン

ローソン

瀬崎小 新里小 新里小

両新田中

両新田小

両新田中

両新田小
交番交番

ビバホーム

浅間神社

ローソン

三菱UFJ

西口西口

金明通り金明通り

産
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松戸草加線松戸草加線

川口草加線川口草加線 川口草加線川口草加線

山王通り山王通り

男
女
土
橋
通
り

男
女
土
橋
通
り

西口西口

東口東口

東口東口

川戸通り川戸通り

そうか公園通りそうか公園通り

金明町鳩ケ谷線金明町鳩ケ谷線

外環自動車道外環自動車道

獨協大学通り獨協大学通り

外環自動車道外環自動車道 外環自動車道外環自動車道

4
号
バ
イ
パ
ス

4
号
バ
イ
パ
ス

4
号
バ
イ
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ス

4
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バ
イ
パ
ス

セブン
イレブン

セブン
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草加市立
勤労福祉会館
草加市立
勤労福祉会館

松原小松原小

獨協大学獨協大学

アコスアコス

谷塚中谷塚中 谷塚中谷塚中新里文化
センター
新里文化
センター

セブンイレブンセブンイレブン

草加マルイ草加マルイ

中央ポンプ場中央ポンプ場

花栗南小花栗南小

草加ひまわり
幼稚園
草加ひまわり
幼稚園

伝右川伝右川

ハーモネスタワー
松原

ハーモネスタワー
松原

埼玉りそな銀行埼玉りそな銀行

埼玉りそな
銀行
埼玉りそな
銀行

日枝神社日枝神社

草加商工会議所草加商工会議所

ファミリー
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↑
至
越
谷

↑
至
越
谷

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

至
草
加
↓

至
草
加
↓

↑
至
越
谷

↑
至
越
谷

至
草
加
↓

至
草
加
↓

↑
至
越
谷

↑
至
越
谷

至
北
千
住
↓

至
北
千
住
↓

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

↑
至
越
谷

↑
至
越
谷

至
北
千
住
↓

至
北
千
住
↓

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

●TEL 048-943-0510
●住所 草加市旭町 6丁目15 - 30

1 イトーヨーカドー新田店

●TEL 048-933-8719
●住所 草加市青柳5丁目22 - 22

2 ベルクス草加青柳店

●TEL 048-944-0707
●住所 草加市新栄2丁目14 - 3

3 ユニディ草加新栄町店

●TEL 048-944-8719
●住所 草加市草加3丁目9 - 13

4 ベルクス草加松原店

●TEL 048-922-6111
●住所 草加市高砂2丁目7 - 1

5 イトーヨーカドー草加店

●TEL 048-922-8719
●住所 草加市手代町2丁目11 - 7

6 ベルクス草加手代店

●TEL 048-928-7201
●住所 草加市瀬崎 1丁目9 - 1

7 いなげや草加谷塚店

●TEL 048-926-8719
●住所 草加市谷塚上町271 - 1

8 ベルクス草加谷塚店

●TEL 048-929-7111
●住所 草加市遊馬町2 - 1

9 島忠ホームズ草加舎人店

全体図

P は駐車場有り

3 商品券引換販売所について

購入申込時に 1 ～ 9 の引換販売所よりご希望の引換販売
所を1つ選んでください。
申込時に希望した引換販売所で購入できます。
※.引換販売期間中に商品券を購入されなかった場合、お手持ちの購入引換
はがきは無効となります。

引換販売
期 間

令和3年
8月23日㈪〜9月6日㈪
10：00～18：00
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令和3年5月31日現在【地域別】★は共通券のみ使用可能

店　名 電話番号 業　種 店　名 電話番号 業　種

柿 木 町 地 区
ファミリーマート【草加市柿木町店】 933-7507 コンビニ

うめだ商店 951-7229 飲食店

リストランテ ステッラポラーレ 931-5681 飲食店

ファミリーマート【草加ひがし店】 930-5171 コンビニ

草加市障害福祉サービス事業所つばさの森 935-5678 飲食料品店

㈱村木建設 948-7431 リフォーム業

㈱棟信工務店 931-2972 リフォーム業

青 柳 地 区
㈱一福本店【本社売店】 936-6301 草加せんべい

エスシーエス㈱ 936-1234 廃棄物回収・運搬

はなまるうどん【草加青柳店】 930-0870 飲食店

カットハウス わたなべ 090-3087-7823 理容・美容店

草加ダイヤモンド交通㈲ 935-2200 タクシー

メガネセンターつりや 936-7702 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

㈱一福本店【東草加店】 936-1280 草加せんべい

工業団地福祉センター歯科医院 932-2244 病院または医療機関等

㈲成尾印刷 931-6358 印刷サービス

堀田畳店 931-7489 畳店

㈲トヨダスポーツ 935-9911 スポーツ用品等

㈲錦楽 936-6916 飲食店

一正堂薬局 936-3871 ドラッグストア・調剤薬局

肉の太田屋 931-7531 飲食料品店

西村電気商会 935-2713 家電販売店

★ ベルクス【草加青柳店】 933-8719 スーパー

ウエルシア【草加青柳店】 933-0529 ドラッグストア・調剤薬局

ファミスタ【草加青柳店】 949-6750 衣料・身の回り品取扱店

草加だんご菓子舗 936-9217 飲食料品店

㈱サンペイ 953-9283 建築・建設・不動産

ホワイト急便【青柳店】 935-6318 クリーニング・コインランドリー

割烹 一榮 936-6033 飲食店

ヤマザキショップ【青柳店】 936-4586 コンビニ

医療法人 虎溪医院 931-3700 病院または医療機関等

一正堂薬局【第二支店】 936-7715 ドラッグストア・調剤薬局

ドラッグセイムス【草加青柳店】 930-0806 ドラッグストア・調剤薬局

ドラッグストアセキ【青柳店】 933-2050 ドラッグストア・調剤薬局

㈲シティデンキさとう 935-8110 家電販売店

理容かきぬま 935-0868 理容・美容店

コンパルワコー【青柳店】 936-0991 ホームセンター

マツモトキヨシ【草加青柳店】 936-0715 ドラッグストア・調剤薬局

TAIRAYA【草加店】 954-8301 スーパー

炭火焼肉 和【青柳店】 951-2991 飲食店

太陽ランドリー【青柳店】 935-5565 クリーニング・コインランドリー

ローソン【草加青柳七丁目店】 933-1330 コンビニ

㈲サトウ文具店 931-5904 書籍文房具小売店

㈱草加屋 931-5031 草加せんべい

野田歯科医院 931-3185 病院または医療機関等

セブンイレブン【そうか公園通り店】 935-2270 コンビニ

緑喜園 050-3734-9523 剪定・伐採

㈲浅見建設 936-5551 建築・建設・不動産

革工房フェニックス 090-6028-2005 衣料・身の回り品取扱店

セブンイレブン【東草加店】 935-2383 コンビニ

麺一 932-1715 飲食店

BeaTricK 090-8038-8293 家電販売店

RYO磨亭 948-6910 飲食店

自家焙煎珈琲屋 レプラホーン 936-3448 飲食店

サイトーデンタルクリニック 935-8241 病院または医療機関等

稲 荷 地 区
ウィズ 969-4196 衣料・身の回り品取扱店

ローソン【草加稲荷一丁目店】 922-3936 コンビニ

セブンイレブン【草加稲荷2丁目店】 931-7575 コンビニ

和洋食堂だいす家 936-9504 飲食店

やよい軒【草加稲荷店】 933-6405 飲食店

㈲高橋電気 931-2675 家電販売店

㈱ヨシケイ東埼玉 933-2121 宅配サービス

スカッシュクリーニング 935-8888 クリーニング・コインランドリー

共通券のみ使える事業者（大型店）
★ベルクス【草加青柳店】
★マルエツ【草加稲荷店】
★マルエツ【草加八幡店】
★新鮮市場【八幡店】
★スーパーバリュー【草加店】
★MEGAドン・キホーテ【草加店】
★カインズ【草加松原団地店】
★マルエツ【松原店】
★西友【草加店】
★イトーヨーカドー【草加店】

★草加マルイ
 （参加テナントについてはP 9 をご確認ください）

★ヨークマート【草加店】
★ベルクス【草加手代店】
★いなげや【草加谷塚店】
★いなげや【草加瀬崎店】
★東武ストア【草加谷塚店】
★ベルクス【草加谷塚店】
★ヤマダ電機テックランド【New草加店】
★ビバホーム【草加店】

★オザム【草加両新田店】
★島忠【ホームズ草加舎人店】
★オーケー【草加舎人店】
★ダイエー【草加店】
★東武ストア【松原店】
★ベルクス【草加松原店】
★島忠【草加店】
★ヤオコー【草加原町店】
★ドラッグストアセキ【草加原町店】
★ニトリ【草加店】

★マルヤ【長栄店】
★イトーヨーカドー【新田店】
★ロピア【草加セーモンプラザ店】
★ケーズデンキ【草加店】
★ユニディ【草加新栄町店】

※今後もぞくぞく増加予定です！

見　本

4 取扱事業者（使えるお店）一覧（令和3年5月31日現在）
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店　名 電話番号 業　種 店　名 電話番号 業　種

Ken's Pasta 932-3737 飲食店

らーめん居酒屋伝助 931-1212 飲食店

★ マルエツ【草加稲荷店】 931-9581 スーパー

ライスプラザ草加 932-6301 飲食料品店

石田歯科医院 935-7132 病院または医療機関等

ウエルシア【草加稲荷町店】 933-2144 ドラッグストア・調剤薬局

マルコー生鮮市場 932-4141 スーパー

サンドラッグ【草加稲荷店】 933-5235 ドラッグストア・調剤薬局

hairリッシュ 935-1890 理容・美容店

ファミリーマート【草加稲荷店】 930-0277 コンビニ

揚げ挙げ 柴田屋 950-8766 飲食店

CAMP MARKET 934-5600 レジャー用品等

㈱アシスト 933-8190 衣料・身の回り品取扱店

㈱トヨダコーポレーション 951-7122 リフォーム業

すし伸吉 935-7333 飲食店

㈱今井工務店 935-8362 リフォーム業

ウエルシア【草加稲荷5丁目店】 933-8150 ドラッグストア・調剤薬局

JUNO 080-3939-3931 理容・美容店

弁 天 地 区
ドラッグセイムス【弁天町店】 933-5552 ドラッグストア・調剤薬局

よしだ整骨院 932-3139 整骨院・接骨院

エスシーエス【草加弁天SS】 931-5768 ガソリンスタンド

トヨタカローラ埼玉㈱【草加店】 931-3591 自動車・バイク関連

コメダ珈琲店【草加店】 933-2345 飲食店

㈱富士屋 931-9567 飲食料品店

サイクルベースあさひ【草加弁天店】 930-1240 自転車販売

祐工商事㈱ 931-7654 電気・ガス・水道関連

㈲ヤナギ金物店【ヤナギロック】 936-5522 合鍵・錠前・シリンダー

ローソン【草加弁天六丁目店】 954-5411 コンビニ

中 根 地 区
㈱高橋工務店 931-6349 リフォーム業

どんぐり寿司 936-6216 飲食店

平城苑【草加松原店】 936-4239 焼肉店

好きやねん 935-4184 飲食店

サンドイッチしばた 935-2351 飲食料品店

㈱松原食品（田川屋） 936-5864 飲食料品店

セブンイレブン【草加中根2丁目店】 931-0101 コンビニ

ごはんカフェ うさぎのしっぽ 931-1920 飲食店

東武ストア【草加中根店】 933-2830 スーパー

小料理 双葉 935-9100 飲食店

ヘルシーマークス インどり屋【本店】 935-0788 飲食店

弁天町歯科医院 931-0113 病院または医療機関等

㈱江戸一 草加館 932-7272 飲食店

アコレ【草加中根店】 933-1157 スーパー

八 幡 町 地 区
ファッションセンターしまむら【八幡店】 930-1265 衣料・身の回り品取扱店

昭和西川アウトレットショップ 935-6171 寝具

ジョインフォース㈱ 945-8995 健康食品

アサイサイクル 936-6740 自転車販売

㈲エクセル 936-7537 文具・事務用品

クリハラ歯科 935-6491 病院または医療機関等

ファミリーマート【草加八幡町店】 933-0266 コンビニ

小山畳店 935-3206 畳店

ひまわり接骨院 935-0970 整骨院・接骨院

★ 新鮮市場【八幡店】 951-0468 スーパー

YAMAHA YOU SHOP コダマ 936-5985 自動車・バイク関連

御食事処 コダマ 936-5956 飲食店

㈲豊田酒店 931-5857 飲食料品店

征鮨 931-0967 飲食店

秋元鍼灸院 935-0844 はり・きゅう・あんま・マッサージ

シェアアトリエつなぐば 948-8240 飲食店

㈱コルジャヘアー 934-9280 理容・美容店

ton ton's toy 〜ちいさな木のおへや〜 080-7619-7737 教育サービス

ビジョンメガネ【草加新田店】 935-6399 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

㈲アサイエナジー 浅井園 935-2070 飲食料品店

カットタイムヨーグルト【草加八幡町店】080-7018-1314 理容・美容店

㈲正興不動産 936-1515 建築・建設・不動産

★ マルエツ【草加八幡店】 936-1010 スーパー

栄 町 地 区
セブンイレブン【草加栄町1丁目店】 931-3317 コンビニ

眼鏡市場【草加栄町店】 933-2177 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

シュープラザ【草加店】 930-1051 衣料・身の回り品取扱店

サンキ【草加栄町店】 930-5000 衣料・身の回り品取扱店

★ スーパーバリュー【草加店】 932-5151 スーパー

㈲おんだ 931-1853 質店

二代目岩代家 936-1091 飲食店

珍来【松原店】 932-1173 飲食店

養老乃瀧【獨協大学前駅東口店】 936-5789 飲食店

佐藤歯科クリニック 935-0383 病院または医療機関等

ファミリーマート【獨協大学前駅東口店】 930-5801 コンビニ

炭火焼肉 和【草加松原店】 931-2975 飲食店

湯屋処まつばら 930-5526 スーパー銭湯

鶏一 954-5400 飲食店

Rosso Hair&SPA【獨協大学前店】 951-0808 理容・美容店

居酒屋 つるみ 935-5036 飲食店

秋山畳店 931-0571 リフォーム業

Pause-cafe 951-3096 飲食料品店

串焼ひろ 935-7327 飲食店

ガスト【草加松原店】 930-1452 飲食店

カレーハウスCoCo壱番屋【東武獨協大学前駅東口店】 967-5514 飲食店

花うさぎ 948-7256 衣料・身の回り品取扱店

草加ガーデン 935-4055 花・植木販売等

バリヤスサカバ【獨協大学前東口駅前店】 931-4088 飲食店

㈱一福本店【松原店】 931-5057 草加せんべい

Mallsen24 933-9699 飲食店

韓国家庭料理 郷味 931-3037 韓国料理

上海苑 999-5008 飲食店

埼玉トヨペット㈱ 935-3121 自動車・バイク関連

★ MEGAドン・キホーテ【草加店】 930-6811 100円・ディスカウントショップ

和派居酒屋喜作本店 935-0960 飲食店

boms【松原店】 935-3717 理容・美容店

ボアスタジオ 935-2736 写真店・写真スタジオ

クリーニング白和【松原店】 931-4580 クリーニング・コインランドリー

合同会社 カラダファイン 969-4572 パーソナルトレーニング

美容室スージー 999-5727 理容・美容店

松原スターボウル 931-6211 レジャー施設等
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ミニストップ【草加松原店】 931-9390 コンビニ

居酒屋えふ 933-4567 飲食店

ブロンコビリー【草加松原店】 933-1555 飲食店

★ カインズ【草加松原団地店】 933-7000 ホームセンター

松原コンタクトレンズ 930-0956 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

笠井眼科 935-2304 病院または医療機関等

ませ歯科医院 935-8214 病院または医療機関等

江口耳鼻科医院 936-2731 病院または医療機関等

I 'M 949-6787 理容・美容店

蕎麦處佐とう 932-2737 飲食店

ネオ歯科医院 932-6500 病院または医療機関等

やま廣 931-9680 飲食店

肉蕎麦 むね 933-9792 肉蕎麦

㈲天杉 931-2415 飲食店

wacca 954-5234 飲食店

ウエルシア【草加松原店】 932-4518 ドラッグストア・調剤薬局

WENDY'S CURRY HOUSE 930-0200 飲食店

日本調剤 松原団地薬局 933-2270 ドラッグストア・調剤薬局

カラオケシティベア【松原団地店】 936-7368 レジャー施設等

焼鳥日高【獨協大学前駅東口店】 932-0101 飲食店

㈲オリハラ 陣太鼓 931-3839 飲食店

創作ダイニングコンティニュー 931-5181 飲食店

鳥貴族【獨協大学駅前店】 948-6773 焼鳥屋

まつばら屋 948-6123 飲食店

東武松原インドアテニス＆ゴルフスクール 935-1589 教育サービス

パティスリー ベルアシェット 954-5674 飲食料品店

ティールームジュン 936-4211 飲食店

ボーノボルケーノ 949-6697 飲食店

㈱鳥平 936-4431 飲食店

リンガーハット【草加松原店】 931-8673 飲食店

★ マルエツ【松原店】 936-2310 スーパー

割烹 栄 935-1717 飲食店

RESTAURANT ＆ BAR TRIP 935-9993 飲食店

神 明 地 区
和彩 清水や 924-2051 飲食店

源兵衛せんべい 922-2459 草加せんべい

おーぐぱん 959-9202 ベーカリー

草加宿神明庵 948-6882 地場産業製品販売等

泰龍 931-8112 飲食店

和井田畳内装 931-3416 リフォーム業

㈲ほりゐ 931-3033 草加せんべい

中山工務店 931-2809 建築・建設・不動産

町小屋 つづき 951-1807 飲食店

大馬屋【本店】 922-1001 草加せんべい

米重せんべい 922-1332 草加せんべい

やまとや洋品店 922-2528 衣料・身の回り品取扱店

合資会社志免屋 931-2666 草加せんべい

秋元園 931-2609 飲食料品店

よろずキッチン恵登屋 931-2015 飲食店

三升堂煎餅店 931-5660 草加せんべい

㈲高瀬煎餅店 931-5401 草加せんべい

food story 948-7826 飲食店

ネッツトヨタ東埼玉㈱【マイネッツ草加】 933-0511 自動車・バイク関連

吉田自動車 936-9045 自動車・バイク関連

堀川産業㈱【エネクル草加店】 936-5701 電気・ガス・水道関連

大馬屋【神明店】 936-5557 草加せんべい

草加均整院 927-5444 整体・指圧

松 江 地 区
ぱりっせ 931-1970 地場産業製品販売等

ウエルシア【草加松江店】 933-3855 ドラッグストア・調剤薬局

㈲吉田工務店 931-9425 建築・建設・不動産

㈱スズキ自販埼玉【スズキアリーナ草加】 931-3071 自動車・バイク関連

やこう橋歯科医院 935-6262 病院または医療機関等

SAP草加ボウル 932-5050 レジャー施設等

ココス【草加松江店】 930-1278 飲食店

MIYABI 954-4812 持ち帰り・配達飲食サービス等

共栄旅行サービス 932-4236 旅行サービス

天丼 天ぷら本舗 さん天【草加松江店】 934-9630 飲食店

ローソン【草加松江六丁目店】 932-4807 コンビニ

青木石油商事㈱【草加東SS】 931-7485 ガソリンスタンド

アミューズ 932-2022 飲食店

㈱光雲堂【草加店】 951-1522 仏壇・仏具

住 吉 地 区
蔵カフェ中屋 928-3266 飲食店

三藤屋 922-2464 飲食店

ホテル朋泉 928-7700 旅館・ホテル

内藤クリニック 922-6011 病院または医療機関等

㈲ワンヤ真壁時計店 922-2057 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

オレンジベーカリー 927-6969 ベーカリー

旬魚と炭焼 猿楽 929-1867 飲食店

山崎印房 922-0411 雑貨店

野菜とお酒のバル スバル 954-8928 飲食店

お菓子の店しみずや 922-2563 飲食料品店

㈲鈴木薬局 922-2301 ドラッグストア・調剤薬局

草加パリ食堂エルブ 925-3472 飲食店

草加・加賀廣 928-4194 飲食店

肝命 922-7118 飲食店

税理士法人L＆Cアシスト 924-9244 法律・会計事務所等

松葉鮨 924-4775 飲食店

Bliss Bali 924-2166 リラクゼーション・エステ・ヨガ等

くすりのみつわ 925-5599 薬

恋ゆき 924-5133 飲食店

セブンイレブン【草加駅前1番通り店】 924-5155 コンビニ

門灯 948-6291 飲食店

Jazz&Drinks SugarHill 927-7489 ライブハウス

ドラッグセイムス【草加住吉店】 920-3375 ドラッグストア・調剤薬局

きょうわCAFE 960-0502 飲食店

フルーツパーラー808 — 飲食料品店

住吉薬局 924-7637 ドラッグストア・調剤薬局

パルティーレ 924-8490 飲食店

燻縁×鉄板ビストロ ラクガキ 969-4950 飲食店

虎門 924-3677 飲食店

まなべや【草加駅前校】 934-9701 教育サービス

knot NO.3 934-5547 飲食店

アコレ【草加住吉店】 921-8722 スーパー

Cinnamon Cafe 915-2253 飲食店
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店　名 電話番号 業　種 店　名 電話番号 業　種

木村青果店 922-2555 飲食料品店

うな繁 927-3909 飲食店

あきば歯科医院 924-4182 病院または医療機関等

セブンイレブン【草加住吉店】 922-2076 コンビニ

佐々木金物店 922-2509 金物

FLY SHOP ROCKS 934-5582 釣具店

㈲おぐらや 922-3010 寝具

㈲大坂屋書店 925-6662 書籍文房具小売店

洋食屋アターブル 951-3036 飲食店

㈱さかまき【草加店】 922-2546 飲食料品店

㈲中村商店 922-2565 飲食料品店

ecoma coffee 915-2026 飲食店

ヨガスタジオSerenita 050-3555-0206 リラクゼーション・エステ・ヨガ等

カットスタジオ オオタニ 922-5432 理容・美容店

内田園 922-2972 飲食料品店

うめむら助産院 母乳育児相談室 080-4179-3808 助産院

教育しん研 922-4039 教育サービス

ファッションプラザフジヤ【草加店】 924-2481 衣料・身の回り品取扱店

ブルーアンドレッド【草加店】 927-7336 衣料・身の回り品取扱店

のぞみ薬局 921-8686 ドラッグストア・調剤薬局

食旬家 長重郎 951-5312 飲食店

㈱井戸梅 922-3413 電気・ガス・水道関連

高 砂 地 区
スマイルドラッグ 923-4126 ドラッグストア・調剤薬局

FUZZY 951-1367 飲食店

Beauty Salon Bivi【草加店】 951-4186 理容・美容店

FULBARI【草加店】 924-9919 飲食店

たのし味や BAOBAB 920-3301 飲食店

NailVenus 929-2081 理容・美容店

スペースナガイ 928-2816 書籍文房具小売店

メディカルプロトレーナーズ整骨院 948-8984 整骨院・接骨院

Bar Juego 950-8190 飲食店

食為天 929-0688 飲食店

Dining cafe プティポワ 951-0131 飲食店

millevoeux 929-5100 リラクゼーション・エステ・ヨガ等

銭形や【草加店】 921-0031 リサイクルショップ

やきとり串太郎 928-2623 飲食料品店

★ 西友【草加店】 929-3325 スーパー

カットスタジオモーデ 927-5799 理容・美容店

割烹 ふぢや 924-1192 飲食店

紫菜館 922-3860 飲食店

㈲花政生花店 922-2556 花・植木販売等

ヤマトヤスポーツ 928-1135 スポーツ用品等

漢方のたから 922-2620 ドラッグストア・調剤薬局

ACT美容室 927-4220 理容・美容店

八木陶器店 922-2720 陶器店

そうか食堂 918-4005 飲食店

埼玉屋旅館 922-4141 旅館・ホテル

cafe CONVERSION 928-0188 飲食店

ペレカスブック 090-5325-8065 書籍文房具小売店

一品香 924-7713 飲食店

純喫茶カプリ 922-5019 飲食店

セオサイクル【草加店】 924-9329 自転車販売

酒菜 一粋（ひといき） 926-1000 飲食店

寿し直 924-1810 飲食店

Osteria Bra【BIG&MaMA草加店】 922-1140 飲食店

酒処ダイニング大陸 951-0199 飲食店

草加高砂珈琲 959-9011 飲食店

タイレストランノンミュー 080-5013-1785 飲食店

魔法のジュータン 924-8338 飲食店

博多ラーメン清水屋 929-3815 飲食店

旬彩ダイニング 一成 922-1155 飲食店

メガネ・コンタクト・アイショップ 923-1722 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

ダンススタジオ RUCHIRU 922-8714 教育サービス

たかさご薬局 922-4619 ドラッグストア・調剤薬局

あさこ小児科内科医院 922-2517 病院または医療機関等

Peche 924-0246 理容・美容店

東武トップツアーズ㈱【草加駅店】 928-1311 旅行サービス

麺屋時茂 934-9871 飲食店

かばさん薬局【草加駅前店】 960-0015 ドラッグストア・調剤薬局

わい歯科クリニック 924-8841 病院または医療機関等

内山内科小児科医院 922-0963 病院または医療機関等

ファミリーマート【草加駅東口店】 920-6050 コンビニ

モッズ・ヘア【草加店】 928-9512 理容・美容店

カークスからだ館【草加店】 928-3332 リラクゼーション・エステ・ヨガ等

高砂ブックス【草加駅前店】 927-1355 書籍文房具小売店

Carrefour LOHAS 920-3606 理容・美容店

ステーキハウス TEPPAN 999-5355 飲食店

ヘルシーマークス インどり屋【草加駅東口店】 945-7533 飲食店

㈲染井商店 922-2452 電気・ガス・水道関連

EpiL 925-2120 理容・美容店

カフェ＆レストラン リーフ 928-0668 飲食店

ボンズ桜鍼灸院整骨院 929-3941 整骨院・接骨院

㈱CANNOA 951-1182 理容・美容店

D-ROOM 925-8715 理容・美容店

山本達夫法律事務所 948-8822 法律・会計事務所等

一頭買焼肉 牛将軍 927-5019 飲食店

㈱丸久 924-3240 電気・ガス・水道関連

おいしや酒場 福わらい 949-6900 飲食店

まつけんぱん 915-7530 ベーカリー

モイセsoka 951-4479 飲食店

㈱大福源 920-5878 飲食店

ZELE【草加駅前】 920-4100 理容・美容店

マツモトキヨシ【草加店】 927-4425 ドラッグストア・調剤薬局

吉野家【草加駅東口店】 920-5011 飲食店

ベストメガネコンタクト【草加駅前店】 929-5601 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

栄泉堂ハニー 922-9226 飲食料品店

Lavien hair 915-7327 理容・美容店

くにのべ歯科医院 924-7955 病院または医療機関等

草加粉もん屋三郎 960-0300 飲食店

アパマンショップ ㈱アップル草加店 928-7373 建設・建築・不動産

アイラッシュ＆ネイル MAK's【草加店】 954-4771 理容・美容店

惣草 090-2750-5830 飲食店

ビアハウスクーパーズ 925-9820 飲食店

ポーラ ザ ビューティー【草加駅前店】 929-0446 リラクゼーション・エステ・ヨガ等

惣菜酒席 四角い亭 928-1324 飲食店
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店　名 電話番号 業　種 店　名 電話番号 業　種

はきもの伊勢屋 922-2810 衣料・身の回り品取扱店

㈲富野屋金物 924-1541 金物

お好焼 高砂 922-2834 飲食店

SOSOCAFE 960-0742 飲食店

たい焼きカフェ スムー 934-9282 飲食料品店

美容室華花美人【草加店】 929-1665 理容・美容店

ビリーブ・ヘアデザイン 022-4035 理容・美容店

八百久 922-3679 飲食料品店

auショップ草加東口 920-5225 携帯電話ショップ

TANGIERS CAFE 921-1138 飲食店

草加マルシェ 949-6303 八百屋

ciel 948-7659 理容・美容店

㈲高砂スタジオ 924-7393 写真店・写真スタジオ

若草園 924-5091 花・植木販売等

天ぷら 美やま 948-7077 飲食店

紺屋店 922-2526 衣料・身の回り品取扱店

かまや釣具店 922-3570 釣具店

㈱彩光建設 928-4312 建築・建設・不動産

高 砂 地 区（ 草 加 マ ル イ ） ※掲載店舗以外では使えません。
　また、一部取扱除外商品があります。

★ そうか音楽院 999-5919 教育サービス

★ いけだ屋 922-8878 草加せんべい

★ ユニクロ 929-7655 衣料・身の回り品取扱店

★ コムサイズム 920-5821 衣料・身の回り品取扱店

★ おくだ茶房 922-8186 飲食料品店

★ おなかすいた 948-6851 飲食料品店

★ ココカラファイン 929-6130 ドラッグストア・調剤薬局

★ サーティーワンアイスクリーム 954-8413 飲食店

★ コメダ珈琲店 954-5305 飲食店

★ ディッパーダン 951-3417 飲食店

★ ブルーブルーエ 922-9010 雑貨店

★ ベーカリーズキッチン オハナ 951-0875 飲食料品店

★ ミスターミニット 929-3202 靴修理・合鍵作成

★ る・菓壇 948-8199 飲食料品店

★ ハニーズ 950-8717 衣料・身の回り品取扱店

★ パンジー 925-5550 衣料・身の回り品取扱店

★ マルイのシューズ 916-2059 衣料・身の回り品取扱店

★ アイガン 925-1757 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

★ アルク 948-7336 衣料・身の回り品取扱店

★ アロマブルーム 960-0630 雑貨店

★ キャナリー 922-6750 衣料・身の回り品取扱店

★ 東京ジュエリーインデックス 951-3651 衣料・身の回り品取扱店

★ ハイネット 921-0006 衣料・身の回り品取扱店

★ るんるん本舗 922-0101 衣料・身の回り品取扱店

★ ジーユー 951-1701 衣料・身の回り品取扱店

★ スーツ＆スーツ 924-0945 衣料・身の回り品取扱店

★ ル・タン 922-6268 リラクゼーション・エステ・ヨガ

★ ABCマート 920-6556 衣料・身の回り品取扱店

★ カラダファクトリー 954-6056 リラクゼーション・エステ・ヨガ

★ スポーツマリオ 951-4646 スポーツ用品等

★ キートス 922-8701 雑貨店

★ サイクルスポット 929-8870 自転車販売

★ 新星堂 922-6536 その他小売業

★ セリア 951-1450 100円・ディスカウントショップ

★ 楽駄屋 951-7897 飲食料品店

★ クレール 929-7773 写真店・写真スタジオ

★ スタジオキャラット 929-7771 写真店・写真スタジオ

★ コム バイ ネオリーブ 923-6822 理容・美容店

★ コンタクトのアイシティ 929-8800 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

★ ドクターストレッチ 948-6389 ストレッチ専門店

★ ファスト エコ ストア 922-0101 衣料・身の回り品取扱店

★ マリフォーチュン 922-0101 占い

★ 海鮮処 寿し常 920-6162 飲食店

★ 新宿さぼてん 922-6087 飲食店

★ チャイナファン 922-6718 飲食店

★ 肉の村山 929-2911 飲食店

★ パステル イタリアーナ 920-5030 飲食店

★ 大戸屋ごはん処 924-0088 飲食店

★ スマホ修理工房 999-5316 その他サービス業

★ おおみやバナナ 922-0101 飲食料品店

★ PXストア 922-0101 飲食料品店

★ 関ぐち 922-0101 飲食料品店

★ ブランシェ 922-0101 衣料・身の回り品取扱店

★ ビビアンb 922-0101 衣料・身の回り品取扱店

★ サカゼン 951-1683 衣料・身の回り品取扱店

★ DEPOS 922-0101 その他小売業

★ 町中華真心 922-7977 飲食店

高 砂 地 区（ アコス 専 門 店 街 ） ※掲載店舗以外では使えません。
　また、一部取扱除外商品があります。

★ イトーヨーカドー【草加店】 922-6111 スーパー

マジックミシン 927-3451 洋服のお直し

Buona Vita 951-3322 服飾雑貨

ビューティケン【アコス店】 928-4481 美容院

㈱春日堂【アコス店】 922-2465 草加せんべい

大馬屋【アコス店】 922-2461 草加せんべい

ジュエリーツツミ【草加アコス店】 922-6833 宝飾

ベルエポック【草加店】 928-5192 リラクゼーション

銀座コージーコーナー【草加店】 927-0134 ケーキ、喫茶

クリーニングハーツ【草加店】 070-7516-2720 クリーニング

㈲おしゃれ装苑【草加店】 928-1620 婦人衣料

MOGA COSMETICS【草加店】 922-4064 化粧品店

エルビー平和堂【草加店】 925-4129 学生衣料・婦人服

ケンタッキーフライドチキン【草加駅前店】 920-1056 飲食料品店

モスバーガー【草加店】 928-3421 ファストフード

昭和堂フォト 922-1365 写真販売

ランジェリーショップ アップル 922-6861 婦人衣料

御黒堂【草加店】 950-8312 タピオカ

ミスタードーナツ【アコス草加駅前ショップ】 924-0055 飲食店

エピシェール【草加店】 922-0921 ベーカリー

ミスタークラフトマン【アコス草加店】 927-3456 合鍵・靴鞄修理

フラワーSOKA 927-8700 花屋

珍来総本店【草加駅前店】 925-9928 ラーメン

ダイニングバーKatsu 927-7789 ダイニングバー

㈱柏光社キャレット 927-2630 時計・眼鏡・小売業

和ものリユースレンタル 長沢商店 920-5577 リユース・リサイクルきもの

東京きもの愛-Aiko-【草加店】 925-8850 呉服

SHAREY 924-0540 婦人服

ワッツ【草加アコス店】 948-8830 100円ショップ
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Scampi 922-0323 飲食店

虎 929-0077 飲食店

高砂・氷川町地区（草加VARIE） ※掲載店舗以外では使えません。
　また、一部取扱除外商品があります。

フルーツスイーツショップ太陽 922-1919 フルーツサンド専門店

てもみん 922-8051 リラクゼーション

SUBWAY 929-3811 ファストフード

ヴィ・ド・フランス 922-6249 ベーカリー＆カフェ

穂の香 922-5004 和食

地鶏屋 922-7528 焼鳥

田吾作 922-7538 おこわ

agreable 927-6955 美容室

ぱん蔵 951-1128 ベーカリー

Bull  Pulu 954-8840 タピオカドリンク

築地銀だこ 928-7878 たこ焼

魚力食堂 920-7888 和食

グリーン・グルメ 922-8070 惣菜

不二家 924-1588 洋菓子

東京凮月堂 922-7442 和菓子

北京樓 921-1018 惣菜

たいやき瀬田商 928-1256 たい焼き

二木の菓子 921-2078 菓子

日本橋屋長兵衛 950-8666 和菓子

FLO PRESTIGE 920-5712 洋菓子、惣菜

アントステラ 922-5922 クッキー

福のから 927-2112 からあげ

こだわりや 920-5301 自然食品

草加葵 922-7419 和菓子

スターバックス コーヒー 922-8030 カフェ

中山珈琲店 922-6045 カフェ

マツモトキヨシ 929-6577 ドラッグストア

本高砂屋 928-4551 洋菓子、和菓子

ニュー・クイック 922-6086 精肉、惣菜

北野エース 920-6267 グロサリー

大川水産 922-7191 干物

とんかつ和幸 922-7529 とんかつ

京樽 922-7552 持ち帰りすし

釜旬 922-7538 いなりずし

ロッテリア 922-6309 ファストフード

フルール 928-9187 生花

いなほくらぶ 922-8161 おむすび

モロゾフ 922-7841 洋菓子

佃浅 925-8989 惣菜

さわみつ 922-6189 青果

魚力 922-5145 鮮魚

茂蔵DELi 921-8023 豆腐、惣菜

富貴包子楼 922-1561 惣菜

茶 丸山園 922-7282 お茶

名菓ひよ子 922-1401 和菓子

銀座文明堂 922-7183 和菓子

ベリテ 920-1630 ジュエリー、アクセサリー

くまざわ書店 922-7035 書籍、文具

タリーズコーヒー 951-4090 カフェ

やきとりにしだ場 948-7221 居酒屋

アインズ＆トルペ 948-7534 化粧品

3COINS 929-2307 雑貨

Lbc with Life 954-6540 雑貨

MUJIcom 923-5170 衣料品、雑貨、食品

TUTU＋WHO'S TEA 951-3522 タピオカドリンク、クレープ

ハウスオブローゼ 922-8246 化粧品

カルディコーヒーファーム 926-1250 コーヒー豆、輸入食品

AMERICAN HOLIC 933-9402 レディスファッション

HD by Heartdance 948-7272 アクセサリー

ビアードパパ 924-8515 洋菓子

earth music&ecology premium store 951-4598 レディスファッション

SM2 olohuone 969-4027 レディスファッション

un paseo 954-7676 靴下

JINS 929-2266 メガネ

グランサックス 948-8477 バッグ

さち福やCAFÉ 929-2226 和食

中 央 地 区
二階堂歯科医院 922-3618 病院または医療機関等

㈲文化堂 922-2973 紙製品等

coco家カフェスマイルプラス 923-0021 飲食店

㈱リヴ 923-0021 建築・建設・不動産

㈲澤村バッグ 924-6938 衣料・身の回り品取扱店

マックハウス【モールプラザ草加店】 960-0261 衣料・身の回り品取扱店

モンスターグリル【草加店】 922-8929 飲食店

ZELE【草加中央】 927-3651 理容・美容店

㈲豊田屋 922-2611 草加せんべい

ABC-MART【モールプラザ草加店】 923-2560 衣料・身の回り品取扱店

ドラッグセイムス【モールプラザ草加中央店】 926-3500 ドラッグストア・調剤薬局

★ ヨークマート【草加店】 929-3322 スーパー

会田塗装㈱ 922-2677 外壁・屋根塗装、防水工事

ヘアーサロンヒラバヤシ 922-2737 理容・美容店

㈲正和堂 922-5632 印刷サービス

ダイワ薬品㈱ 925-0618 置き薬・家庭常備薬

PAKAN — 飲食店

ベーカリー三日月 949-6727 ベーカリー

ネイル＆まつげエクステのお店 ブリリアント 999-5390 理容・美容店

㈱イデア ツノイ電氣草加営業所 924-6336 家電販売店

Atelier S 090-1559-6200 寄せ植え・苗販売

ファミリーマート【アイダ草加中央店】 920-5008 コンビニ

㈱KOMAKI未来空間工房 999-5331 リフォーム業

㈲勢喜屋商店 922-2312 電気・ガス・水道関連

花の店 花人 924-0878 花・植木販売等

吉 町 地 区
㈲しのや 924-4991 飲食店

セブンイレブン【草加吉町1丁目店】 927-1600 コンビニ

㈲池澤商店 922-3662 飲食料品店

セブンイレブン【草加吉町2丁目店】 927-6190 コンビニ

㈲丸清米店 922-2561 飲食料品店

たかぎ医院 922-3731 病院または医療機関等

LOG＆LOG FACTORY 923-2022 バームクーヘン販売

ホワイト急便【吉町3丁目店】 922-4603 クリーニング・コインランドリー

㈱いけだ屋 922-2061 草加せんべい

総合衣料タカハシ 922-2982 衣料・身の回り品取扱店
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Hammock Refle Kikuya 945-0335 リラクゼーション・エステ・ヨガ等

桂歯科医院 928-8281 病院または医療機関等

小宮のせんべい 922-3792 草加せんべい

浜坂動物病院 924-7446 動物病院・トリミング等

鍼灸指圧・マッサージカワイ治療室 922-0051 はり・指圧・あんま・マッサージ

善進ペイントサービス 922-0908 リフォーム業

手 代 地 区
㈱アークス 929-3520 リフォーム業

鴨料理・旬菜・八木橋 929-0101 飲食店

手代薬局 921-7397 ドラッグストア・調剤薬局

宇田川屋洋品店 922-9469 衣料・身の回り品取扱店

★ ベルクス【草加手代店】 922-8719 スーパー

公益社団法人草加市シルバー人材センター 928-9211 請負サービス等

ウエルシア【草加手代店】 920-6048 ドラッグストア・調剤薬局

ヤマニ大塚 923-5121 金物

セブンイレブン【草加手代町店】 924-6677 コンビニ

㈲イワセポンプ店 922-2429 水道工事

はんこ屋 モリタ 924-7483 雑貨店

瀬 崎 地 区
合同会社 ミラクル 927-7260 リラクゼーション・エステ・ヨガ等

芳賀工務店 922-9328 リフォーム業

人暖楽【谷塚店】 951-5702 飲食店

セブンイレブン【草加瀬崎1丁目店】 925-0888 コンビニ

㈲山屋酒店 922-2418 飲食料品店

キッチン プルプル 925-4153 飲食店

呑み喰い処 ちょいのみ 旨辛麺処 新 SHIN 934-9855 飲食店

Rosso Hair&SPA【谷塚店】 934-5380 理容・美容店

よむよむ【草加谷塚駅前店】 928-1207 書籍文房具小売店

マツモトキヨシ【谷塚駅前店】 925-7570 ドラッグストア・調剤薬局

★ いなげや【草加谷塚店】 928-7201 スーパー

ZELE【谷塚】 924-7600 理容・美容店

㈲まるか家 925-7262 飲食店

FULBARI【谷塚店】 924-9919 飲食店

お好みダイニング絹 928-2500 飲食店

K.O.Z HAIR 924-4915 理容・美容店

カフェロージー — カフェ

ヘアーサロンキヨノ 922-4231 理容・美容店

Jr.菜苑 929-3180 飲食店

並木歯科医院 928-6800 病院または医療機関等

花屋 Bel Fiore ベル・フィオーレ【いなげや草加瀬崎店】 928-8782 花・植木販売等

★ いなげや【草加瀬崎店】 920-5666 スーパー

五楽堂 922-2521 草加せんべい

ファイト接骨院 929-5241 整骨院・接骨院

藤田時計店 922-5760 時計店

㈱光陽エステート【本店】 948-8836 リフォーム業

鳥長 924-5392 飲食店

ファミリーマート【草加瀬崎二丁目店】 920-3307 コンビニ

きむら薬品 929-1531 薬

㈲浅古自動車整備工場 924-3429 自動車・バイク関連

㈱dohome 954-7617 リフォーム業

新鮮市場【草加店】 922-8103 スーパー

あさい化粧品店 925-0556 化粧品

インドレストランサガル 921-2800 飲食店

富士建設工業㈱ 927-7677 建築・建設・不動産

ウエルシア【草加瀬崎店】 920-6537 ドラッグストア・調剤薬局

黒瀬歯科医院 924-6536 病院または医療機関等

焼肉じもんじゅ 923-3129 飲食店

㈲倉持商会 925-2461 ノベルティ販売

パティスリー フレーズ・フレーズ 928-1510 飲食料品店

煮込み屋じもん 951-3321 飲食店

大漁丼家【谷塚店】 926-2180 飲食店

食事処かねこ 925-9692 飲食店

谷塚歯科クリニック 920-6660 病院または医療機関等

クリーニングやなぎ 922-4796 クリーニング・コインランドリー

ジョリーパスタ【草加店】 920-3330 飲食店

草加石油㈱ 922-3895 ガソリンスタンド

ジョナサン【草加谷塚店】 920-1174 飲食店

セブンイレブン【草加瀬崎町店】 922-5125 コンビニ

ローソン【草加瀬崎四丁目店】 951-2610 コンビニ

ファッションセンターしまむら【瀬崎店】 923-2515 衣料・身の回り品取扱店

オフハウス【草加瀬崎店】 999-5542 リサイクルショップ

ハードオフ【草加瀬崎店】 999-5543 リサイクルショップ

ホビーオフ【草加瀬崎店】 999-5543 リサイクルショップ

おうちのハウスクリーニング専門店 お掃除どんちゃん 090-2315-5783 請負サービス等

ローソン【草加瀬崎五丁目店】 933-9299 コンビニ

HIRO'zz Hair 927-2161 理容・美容店

末広 925-4323 飲食店

ユニバーサルドラッグ【草加瀬崎店】 922-7351 ドラッグストア・調剤薬局

なおと歯科クリニック 922-4181 病院または医療機関等

中華食堂 悟楼 933-9083 飲食店

せざき歯科クリニック 926-8211 病院または医療機関等

ほてい家 925-1277 飲食店

谷 塚 町 地 区
アイメガネ【谷塚ファイン店】 924-0001 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

クリーニングハーツ【谷塚店】 070-7516-2717 クリーニング・コインランドリー

炭処ぐるり【草加店】 954-5497 飲食店

そば処 とよ田 927-2155 飲食店

㈲長崎屋魚店 925-2345 飲食料品店

kirei【谷塚店】 924-7735 理容・美容店

焼肉 潤 924-8929 飲食店

中華料理 満福園 927-4286 飲食店

ウエルシア【谷塚店】 920-6008 ドラッグストア・調剤薬局

㈱野村商店 925-5131 飲食料品店

としまや酒店 925-5941 飲食料品店

洋品の店タカハシ 925-5231 衣料・身の回り品取扱店

さいとう歯科医院 924-3110 病院または医療機関等

村木歯科医院 922-0220 病院または医療機関等

ホワイト急便【谷塚西口店】 928-4649 クリーニング・コインランドリー

ローソン【草加谷塚町店】 929-5562 コンビニ

★ 東武ストア【草加谷塚店】 923-1166 スーパー

小野寺米菓【本店】 925-3476 草加せんべい

洋品のイナバ 925-1680 衣料・身の回り品取扱店

洋品のマルヨシ 925-9293 衣料・身の回り品取扱店

ビューティーサロン セツコ 927-4234 理容・美容店

蓮見鳥肉店 925-9773 飲食料品店

和菓子司 明美 925-5733 飲食料品店
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EG製靴 925-1603 衣料・身の回り品取扱店

きたはら歯科医院 921-7371 病院または医療機関等

福祉交通つなぐ 0120-978-485 介護タクシー

サンガーデン 928-4445 花・植木販売等

松月庵 922-3101 飲食店

いせそう酒店 925-2730 飲食料品店

オリンピック【草加店】 920-3000 スーパー

あみやき亭【草加店】 920-4129 飲食店

㈱三原防水ドット工務 929-1749 リフォーム業

岡田接骨院 954-5180 整骨院・接骨院

セブンイレブン【草加谷塚バイパス店】 921-1606 コンビニ

谷 塚 上 町 地 区
セブンイレブン【草加谷塚上町店】 927-6677 コンビニ

ドラッグセイムス【谷塚店】 922-7071 ドラッグストア・調剤薬局

蓮沼商店 喜久屋クリーニング【谷塚店】 927-4188 クリーニング・コインランドリー

さくら整形外科 921-7155 病院または医療機関等

スギ薬局【ベルクスタウン草加谷塚店】 954-4382 ドラッグストア・調剤薬局

バースデイ【ベルクスタウン草加谷塚店】 949-6786 おもちゃ・ベビー用品

ファッションセンターしまむら【ベルクスタウン草加谷塚店】 949-6171 衣料・身の回り品取扱店

倉式珈琲店【ベルクスタウン草加谷塚店】 954-8590 飲食店

★ ベルクス【草加谷塚店】 926-8719 スーパー

㈱フィリカ 925-1465 衣料・身の回り品取扱店

黒塀家【草加谷塚店】 920-1055 飲食店

ピッツェリア馬車道【草加谷塚店】 920-1033 飲食店

★ ヤマダ電機テックランド【New草加店】 951-0710 家電販売店

谷 塚 仲 町 地 区
㈱はるなか 934-9996 包装梱包資材

ローソン【草加谷塚仲町店】 927-3220 コンビニ

サイクルベースあさひ【草加谷塚店】 929-9800 自転車販売

リンガーハット【草加谷塚店】 928-8189 飲食店

福よし【草加店】 928-0105 飲食店

お多福【草加店】 928-0105 飲食店

かめ福【草加店】 928-0105 たい焼き

ブーランジュ・ベーグ【草加店】 928-0104 ベーカリー

★ ビバホーム【草加店】 922-3411 ホームセンター

両 新 田 東 町 地 区
cafe avenue 928-2201 飲食店

㈱アーチストスペースF 928-4691 額縁・画材

小林工務店 954-7575 リフォーム業

両 新 田 西 町 地 区
モンマートまつやま 925-2179 コンビニ

ピュアサカエ 928-1306 衣料・身の回り品取扱店

㈱県南サッシトーヨー住器 928-1223 リフォーム業

寿司の桃太郎 925-0286 飲食店

★ オザム【草加両新田店】 926-6200 スーパー

内田歯科医院 927-4390 病院または医療機関等

谷 塚 地 区
ファミリーマート【谷塚駅東口店】 920-7770 コンビニ

中国料理 銀扇 953-9890 飲食店

珍来【谷塚店】 928-8870 飲食店

谷塚フォトサービス 922-3217 写真店・写真スタジオ

谷塚みんなの鍼灸整骨院 951-5876 整骨院・接骨院

好好ラーメン 928-0820 飲食店

美容室華花美人【谷塚店】 927-2277 理容・美容店

ミック オーラル クリニック 928-6137 病院または医療機関等

㈲藤波薬局 922-2423 ドラッグストア・調剤薬局

コーヒーショップ ナミキ 922-2739 飲食店

メディカルトピア草加病院 928-3111 病院または医療機関等

藤白家 922-2316 飲食店

酒＆業務スーパー【谷塚店】 924-0200 スーパー

医療法人親和会 鳳永病院 948-6451 病院または医療機関等

谷塚駅前整骨院 951-2556 整骨院・接骨院

新 里 町 地 区
㈱エルショップ 925-7956 家電販売店

㈲鈴木自動車工業所 925-9446 自動車整備販売

㈲岡田畳商店 925-4265 畳店

㈱上岡工務店 925-4018 リフォーム業

セブンイレブン【草加新里下町店】 929-2238 コンビニ

㈲大和工務店 925-1349 リフォーム業

なかむら屋 928-5462 飲食料品店

魚や三ちゃん 925-5735 その他小売業

ドラッグストアセキ【新里町店】 920-3980 ドラッグストア・調剤薬局

㈱グンジ 927-2643 建築金物店

遊 馬 町 地 区
★ 島忠【ホームズ草加舎人店】 929-7111 ホームセンター

★ オーケー【草加舎人店】 951-5952 スーパー

福泰厨房【島忠ホームズ草加舎人店】 951-5467 飲食店

Green Parks fuuwa 920-5840 衣料・身の回り品取扱店

大戸屋ごはん処【島忠草加舎人店】 951-5912 飲食店

ABC-MART【ホームズ草加舎人店】 920-3183 衣料・身の回り品取扱店

宗教法人西願寺 925-1723 その他サービス

認定こども園あずま幼稚園 925-1741 教育サービス

柳 島 町 地 区
石川理容室 925-1869 理容・美容店

酒のやまや【草加柳島店】 950-8600 飲食料品店

安楽亭【草加柳島店】 928-7515 飲食店

セブンイレブン【草加柳島店】 927-3611 コンビニ

ウエルシア【草加柳島店】 920-1912 ドラッグストア・調剤薬局

㈲草加軒 925-7010 草加せんべい

セブンイレブン【草加柳島南店】 928-1182 コンビニ

ローソン【草加柳島町店】 929-4313 コンビニ

氷 川 町 地 区
喫茶アイフル 927-2075 飲食店

Kitchen HOSAKA 999-5066 飲食店

㈲野島屋魚武水産 929-0722 飲食料品店

ブティックベニー 927-7315 衣料・身の回り品取扱店

鮨大幸 922-1238 飲食店

㈲京屋本店 925-2738 コンビニ

木綿 924-1123 飲食店

セブンイレブン【草加氷川町西店】 924-6788 コンビニ

木かげ 927-2282 飲食店

寿司とら 929-0888 飲食店

セブンイレブン【草加氷川町南店】 924-8780 コンビニ

ここます 954-4641 飲食店

手打そば 砂場 925-1771 飲食店

菜 090-4747-7733 飲食店
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ドラッグセイムス【草加氷川町店】 929-6081 ドラッグストア・調剤薬局

美好屋石油㈱ 928-3751 ガソリンスタンド

じんじゃ前更科 927-9117 飲食店

キャトルカール 927-6144 飲食料品店

ローソン【草加氷川町南店】 951-1441 コンビニ

Carrefour LOCO nail 929-3110 理容・美容店

焼肉酒場 べこ 921-8129 飲食店

プチレストラン マリンカヤ 925-8084 飲食店

氷川自動車交通 923-2006 タクシー

瀬戸長生療院 944-7778 はり・きゅう・あんま・マッサージ

草加市物産・観光情報センター 921-1800 地場産業製品販売等

マツモトキヨシ【草加氷川町店】 924-1951 ドラッグストア・調剤薬局

虎離宮 954-8299 飲食店

Hair&Relaxation LA FABRIQUE 999-5729 理容・美容店

ノジマ【ダイエー草加店】 920-5360 家電販売店

★ ダイエー【草加店】 920-4147 スーパー

珍来【草加西口店】 922-5583 飲食店

1000円ヘアーカットOB 922-9181 理容・美容店

麺屋鯛鯛 948-8987 飲食店

Carrefour Lir 954-4788 理容・美容店

クマガイこどもクリニック 922-8683 病院または医療機関等

お食事処河陣 920-1611 飲食店

とらふぐ亭【草加店】 922-8029 飲食店

㈲池田商事 924-1009 100円・ディスカウントショップ

三貴・M・按術院 927-0447 はり・きゅう・あんま・マッサージ

㈲草加功栄堂本舗 925-5875 草加せんべい

タノー宝石【草加店】 925-5577 宝飾

Carrefour LOCO 924-5530 理容・美容店

日高屋【草加西口店】 921-2260 飲食店

hairshop N＆A 【草加店】 948-8606 理容・美容店

ガスト【草加駅西口店】 921-9611 飲食店

ドトールコーヒーショップ【草加駅西口店】 922-9833 飲食店

セブンイレブン【草加駅前西口店】 928-7110 コンビニ

笑笑【草加西口駅前店】 928-4488 飲食店

目利きの銀次【草加西口駅前店】 921-0888 飲食店

キタノイチバ【草加西口駅前店】 928-2288 飲食店

山内農場【草加西口駅前店】 922-4388 飲食店

パティスリーエマリュール 960-0140 飲食料品店

埼玉地建㈱ 928-8888 建築・建設・不動産

カラオケシティベア【草加2号店】 924-6131 レジャー施設等

エクラ・ベルファンム 924-1966 理容・美容店

Rufle 070-3965-5007 理容・美容店

Voyage 927-7040 飲食店

東横イン【草加駅西口】 920-1045 旅館・ホテル

サイクルパーク草加 925-3043 駐輪場

医療法人和明会 つだ皮膚科 925-4122 病院または医療機関等

ささき薬局 925-3781 ドラッグストア・調剤薬局

とんとり炭焼串嘉 925-8484 飲食店

もつ焼 大将【草加店】 921-1088 飲食店

白蘭酒家 924-0084 飲食店

Carrefour noa 950-8324 理容・美容店

レンタルホールアーサー 951-3098 会場提供

鳥貴族【草加西口店】 954-9477 焼鳥屋

㈱フナト眼鏡院 925-8868 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

自遊空間【草加駅前店】 925-8380 インターネットカフェ

ぎょうざの満州【草加西口店】 934-9830 飲食店

ローソン【草加氷川町店】 951-4645 コンビニ

㈲パピー【草加店】 924-6005 おもちゃ・ベビー用品

メガネ・時計・宝石シミズ 925-8676 メガネ・補聴器・時計

セブンイレブン【草加氷川町店】 921-2340 コンビニ

片井歯科医院 928-1170 病院または医療機関等

Chavi Pelto 951-7083 飲食料品店

ものづくり工房 KiraKira 050-5849-8449 雑貨店

はんず【草加駅前店】 928-8517 雑貨店

Rosso Hair&SPA【草加店】 948-6833 理容・美容店

㈲栗山商事 ヤマキ質店 925-3877 質店

居酒屋 闘勝花 922-8771 飲食店

たぐち整骨院 928-0695 整骨院・接骨院

クリーニングみわ【草加西口店】 928-6701 クリーニング・コインランドリー

カラオケシティベア【草加1号店】 922-8181 レジャー施設等

ダイニングバー蒼 945-5899 飲食店

夢や芭蕉亭 928-2202 飲食店

仲間茶屋夕やけ小やけ 928-2228 飲食店

魚河岸料理夢や 928-0777 飲食店

肉酒場SOKA80 928-2231 飲食店

Carrefour 929-2007 理容・美容店

ながつか歯科医院 922-0950 病院または医療機関等

日本調剤 草加薬局 920-3317 ドラッグストア・調剤薬局

さいたま草加法律事務所 927-3930 法律・会計事務所等

ビューティケン【氷川店】 928-4173 理容・美容店

ノエビア埼玉東販売㈱ 928-6162 リラクゼーション・エステ・ヨガ等

氷川かおり接骨院併設産前産後ケア専門かおりビューティーサロン 951-5614 整骨院・接骨院

PCショップ R-ISM（リズム） 928-2668 家電販売店

PIENO SOLE 928-1333 飲食店

極真会館埼玉県木村道場 924-6004 教育サービス

欧風料理タキュール 928-2246 飲食店

Food Storage パゴ 951-5365 飲食料品店

セブンイレブン【草加氷川北店】 921-0711 コンビニ

日本そば砂場 925-4420 飲食店

クローバ治療院 929-5783 はり・きゅう・あんま・マッサージ

西 町 地 区
ガスト【草加西町店】 920-1311 飲食店

フェアリー薬局 951-5855 ドラッグストア・調剤薬局

セブンイレブン【草加西町保健所通り店】 921-2557 コンビニ

大一工業㈱【本店】 925-5310 建築・土木

セブンイレブン【草加西町店】 929-5155 コンビニ

安楽亭【草加花栗店】 928-4282 飲食店

チヨダ東京靴流通センター【草加店】 928-8468 衣料・身の回り品取扱店

後楽寿司 925-4775 飲食店

創作和食 和香菜 954-8823 飲食店

榎本製畳店 925-7673 畳店

㈱有賀園ゴルフ【草加店】 927-8800 スポーツ用品等

草加道具屋 923-1098 ホームセンター

コモディイイダ【とくし丸5号車】※市内西部地区での移動販売 080-7045-2299 スーパー

満留賀 929-0898 飲食店

㈲ライフスタジオワタナベ 925-4231 衣料・身の回り品取扱店
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スタジオアリス【草加西町店】 920-7300 写真スタジオ

はなまるうどん【草加西町店】 920-0870 飲食店

二木の菓子【草加店】 928-7611 飲食料品店

バーバーPalm 080-6708-0666 理容・美容店

稲葉自動車整備㈱ 928-3771 自動車・バイク関連

草加タクシー㈱ 929-3228 タクシー

ブックオフ【草加店】 928-0512 リサイクルショップ

さいたま農業協同組合【グリーンショップ草加】 927-5020 飲食料品店

さいたま農業協同組合【草加営農経済センター】 927-1313 農業資材等

㈱三井トレーディング 921-1680 カー用品店

苗 塚 町 地 区
社会福祉法人光陽会就労継続支援B型西れんげ草 928-6658 飲食料品店

セブンイレブン【草加苗塚町店】 925-8688 コンビニ

草加整体センター 925-0143 整体

ジャイアント【草加店】 924-0778 釣具店

宇原煎餅店 925-2541 草加せんべい

カークスヘア【草加苗塚店】 951-2568 理容・美容店

松 原 地 区
吉野家【獨協大学前西口店】 946-5061 飲食店

日高屋【エキア松原店】 935-8531 飲食店

CROSSBOOKS【松原店】（獨協大学前駅改札内） 944-5177 書籍文房具小売店

東武トップツアーズ㈱【獨協大学前駅店】 944-7851 旅行サービス

イタリアンダイニングDoNA【エキア松原店】 933-0012 飲食店

すし三崎港【エキア松原店】 933-1012 持ち帰りすし

ハーモネスタワークリニック 942-7111 病院または医療機関等

すし屋銀蔵【松原団地店】 942-6871 飲食店

小泉歯科クリニック 941-1177 病院または医療機関等

カフェコロラド【草加松原店】 943-1696 飲食店

㈱武蔵屋商事 942-4464 飲食料品店

大学前整骨院 954-5575 整骨院・接骨院

三州総本舗【草加松原店】 943-5667 飲食料品店

サンエトワール【獨協大学前駅店】 946-3321 ベーカリー

クリーニングタートル 942-0309 クリーニング・コインランドリー

パレットプラザ【松原団地店】 944-5411 写真店・写真スタジオ

★ 東武ストア【松原店】 942-1548 スーパー

惣菜・肉の日山 942-4909 飲食料品店

マツモトキヨシ【エキア松原店】 933-2022 ドラッグストア・調剤薬局

ドトールコーヒーショップ【コスパ松原店】 943-7727 飲食店

アロン薬局【松原団地駅前店】 969-4800 ドラッグストア・調剤薬局

セブンイレブン【草加松原1丁目店】 943-2177 コンビニ

オウル歯科 941-9711 病院または医療機関等

アミー美容室 942-0877 理容・美容店

じゃぱん亭【草加松原店】 942-8754 持ち帰り・配達飲食サービス等

もつ焼田中 941-8035 飲食店

松原水産 942-1358 飲食料品店

ココス【草加松原店】 946-1218 飲食店

ほっともっと【草加松原店】 946-7430 飲食料品店

コーヒーショップ ルイ 941-3630 飲食店

TANGIERSCAFE 2ND 945-0489 飲食店

栄龍軒 944-7365 飲食店

㈱マツバラ電化 942-0845 家電販売店

大城クリニック 942-3039 病院または医療機関等

ブティック愛 941-8091 衣料・身の回り品取扱店

鶏やCHITOAS 954-6966 飲食店

TWIGGY 947-4019 理容・美容店

自家焙煎珈琲ラポール Rapport 050-7110-3602 飲食店

和菓子 香葉 942-1327 飲食料品店

ファッションプラザフジヤ【松原店】 942-4427 衣料・身の回り品取扱店

草加堂本店 943-1881 草加せんべい

草 加 地 区
田倉屋 942-0403 草加せんべい

マミー薬局 943-2827 ドラッグストア・調剤薬局

ピザーラ【草加店】 942-4222 持ち帰り・配達飲食サービス等

草加内科呼吸ケアクリニック 999-5941 病院または医療機関等

ポーラ化粧品【本所支店】 942-2615 化粧品

セイコーマート【草加マルエー店】 941-5483 コンビニ

AOKI【草加店】 944-0188 衣料・身の回り品取扱店

ファミリーマート【草加二丁目店】 946-3011 コンビニ

ウエルシア【草加店】 944-0011 ドラッグストア・調剤薬局

はらだよしお治療院 944-0006 はり・きゅう・あんま・マッサージ

丘の上の小さなパティスリー miam miam 951-4170 飲食料品店

酒のTOP【草加店】 943-9411 飲食料品店

くいどん【草加店】 954-6529 飲食店

焼肉レストラン七星【草加2丁目店】 946-6622 飲食店

和食レストランとんでん【草加店】 944-5631 飲食店

炭火煎珈琲 茶房平 944-1130 飲食店

草加市立病院 946-2200 病院または医療機関等

YSP【草加市立病院内売店】 943-6488 コンビニ

Biscuiterie Croque en Bouche 954-6227 飲食料品店

仲秀 941-5971 飲食店

ECCベストワン【草加松原校】 954-6981 教育サービス

㈱和美 999-5048 福祉・介護サービス等

スギ薬局【草加店】 954-8832 ドラッグストア・調剤薬局

マツモトキヨシ【草加3丁目店】 944-7610 ドラッグストア・調剤薬局

草加センター薬局 944-9900 ドラッグストア・調剤薬局

家庭料理フライパン 942-0933 飲食店

コウライ 942-0609 飲食店

草文堂 942-4048 書籍文房具小売店

自家製バウムクーヘン切り株の家 942-6555 飲食料品店

手作り弁当 ひまわり【草加松原店】 941-0212 飲食料品店

松の木整骨院【獨協大学前店】 954-6505 整骨院・接骨院

松の木サロン 954-8575 リラクゼーション・エステ・ヨガ等

NUAGE 948-7951 飲食料品店

加賀海 941-7088 飲食店

ファゼンダ【草加松原店】 941-5676 飲食料品店

よむよむ【草加松原店】 946-4646 書籍文房具小売店

ウエルシア【ベルクス松原店】 946-7088 ドラッグストア・調剤薬局

上新電機【草加まつばら店】 944-9411 家電販売店

メガネサロンルック【草加松原店】 946-6611 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

★ ベルクス【草加松原店】 944-8719 スーパー

旨み処 本丸 943-1010 飲食店

行政書士法人 大越行政法務事務所 946-5152 法律・会計事務所等

クリーニング利利 942-3586 クリーニング・コインランドリー

八千代亭 941-4300 飲食店

焼肉ガーデンぎゅうぎゅう 944-4560 飲食店

ごとう整骨院 942-0510 整骨院・接骨院
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ツルハドラッグ【草加5丁目店】 946-5558 ドラッグストア・調剤薬局

花 栗 地 区
あさひ整骨院 916-4681 整骨院・接骨院

居酒屋 優遊 090-6128-6128 飲食店

大村そば 941-2265 飲食店

おにぎりかずこ 941-3000 飲食店

シャトレーゼ【草加花栗店】 941-8828 飲食料品店

洋服の青山【草加店】 944-2880 衣料・身の回り品取扱店

酒＆業務スーパー【花栗店】 946-6305 スーパー

二木ゴルフ【草加店】 942-1231 スポーツ用品等

板倉商事㈲ 陣太鼓【花栗本店】 941-6967 飲食店

ココス【草加店】 946-1207 飲食店

ミスタータイヤマン【草加バイパス店】 946-6655 自動車・バイク関連

★ 島忠【草加店】 944-0511 ホームセンター

焼肉きんぐ【草加店】 953-9842 飲食店

ゴルフ5【草加店】 941-1211 スポーツ用品等

洋麺屋五右衛門【草加店】 941-8430 飲食店

星乃珈琲店【草加花栗店】 941-8471 飲食店

セブンイレブン【草加花栗3丁目店】 941-1102 コンビニ

堀川産業㈱【エネクル草加西店】 942-4124 電気・ガス・水道関連

ユニクロ【草加花栗店】 946-1161 衣料・身の回り品取扱店

セブンイレブン【草加花栗北店】 943-6714 コンビニ

ウエルシア【草加花栗店】 946-0211 ドラッグストア・調剤薬局

ビッグウッド【草加店】 948-7767 家具等

Pandy Bakery 941-8100 飲食料品店

インド北部料理PUNJABI 943-1955 飲食店

ケイ洋品店 942-3572 衣料・身の回り品取扱店

定食 マシコ 942-5883 飲食店

㈲太陽ランドリー 942-1306 クリーニング・コインランドリー

小 山 地 区
横川ゴルフレンジ 942-0008 レジャー施設等

㈲万留博 若林茶舗 942-4101 飲食料品店

北 谷 地 区
春日堂 943-2848 草加せんべい

セブンイレブン【草加北谷1丁目店】 941-3771 コンビニ

アロン薬局【北谷店】 946-1770 ドラッグストア・調剤薬局

家具修理・㈱アップステアーズ 954-9921 椅子ソファー張替塗装直し

北 谷 町 地 区
ドラッグセイムス【草加北谷町店】 946-5355 ドラッグストア・調剤薬局

原 町 地 区
★ ヤオコー【草加原町店】 946-6811 スーパー

★ ドラッグストアセキ【草加原町店】 946-2220 ドラッグストア・調剤薬局

ウエルシア【草加原町店】 946-5011 ドラッグストア・調剤薬局

長 栄 地 区
ステーキのどん【草加店】 942-5055 飲食店

★ ニトリ【草加店】 946-4705 家具・インテリア用品

㈱コフ 941-6134 教育サービス

吉田歯科クリニック 946-5577 病院または医療機関等

㈱みのりや米店【草加長栄店】 941-5132 飲食料品店

ローソン【草加長栄二丁目店】 944-3223 コンビニ

さかえや 942-1890 おそば

★ マルヤ【長栄店】 946-5311 スーパー

おかだ引越センター 941-0111 引越・ピアノ運送

㈱テリヤスポーツ 941-3310 スポーツ用品等

蕎麦酒菜 美その 946-7072 飲食店

長栄歯科クリニック 941-8331 病院または医療機関等

彩花苑 941-6012 韓国料理

じゃぱん亭【草加長栄店】 944-9196 持ち帰り・配達飲食サービス等

マイケル 999-6666 リフォーム業

コープみらい【コープデリ草加センター】 0120-608-216 生協の宅配

㈲髙中板金工業 946-7367 建築・建設

クリーニング白和【長栄店】 941-7798 クリーニング・コインランドリー

大くら家 942-7007 飲食店

中村屋いしざか 942-0500 飲食料品店

外川歯科医院 942-9230 病院または医療機関等

ダイマツスポーツ 941-8356 スポーツ用品等

金 明 町 地 区
医療法人社団成翔会樽谷歯科医院 935-1541 病院または医療機関等

HAIR＆SPA FLAPS 950-8588 理容・美容店

ビューティースタジオ モコ 943-0560 理容・美容店

ドレミ薬局 931-5534 ドラッグストア・調剤薬局

セブンイレブン【草加新田店】 932-2770 コンビニ

ウエルシア【草加金明店】 933-0557 ドラッグストア・調剤薬局

大むら【新田店】 936-8588 飲食店

freestyle 954-5013 飲食店

㈱地蔵屋 932-1414 飲食店

居酒屋 小樽 932-7717 飲食店

クリーニングみわ【本店】 942-2883 クリーニング・コインランドリー

東武ストア【新田店】 930-5860 スーパー

金ちゃん焼肉 090-3812-8805 飲食店

㈲フレッシュホーム 931-5445 建築・建設・不動産

クリーニングみわ【新田駅前店】 935-7177 クリーニング・コインランドリー

一十屋 933-9990 飲食店

ベルワールドマルミ 935-3404 衣料・身の回り品取扱店

ゆたか屋 936-2636 飲食店

山崎商店 932-4480 飲食料品店

キッチンごちそうさま 936-6833 飲食店

とんかつ三浦屋 931-9726 飲食店

木村生花店 931-5591 花・植木販売等

㈱ビジネスランド 935-0200 パソコン・オフィス用品

京寿司 936-2821 飲食店

ドラッグセイムス【草加金明店】 930-0002 ドラッグストア・調剤薬局

コーヒーショップ ツネ 932-1528 飲食店

セブンイレブン【草加新田駅東口店】 936-4201 コンビニ

ビッグ・エー【草加金明町店】 941-7601 100円・ディスカウントショップ

カワチ薬品【新田駅前店】 941-4183 ドラッグストア・調剤薬局

新田金寿司 942-5381 飲食店

クリーニング白和【こま店】 944-9135 クリーニング・コインランドリー

㈲ZABOU 946-7278 飲食店

らーめんハウスあめみや 942-9172 飲食店

メディカルハブクリニック 943-8292 病院または医療機関等

和たなべ整骨院 948-8735 整骨院

リカーショップシライシ 941-8888 飲食料品店

与志寿司 942-8144 飲食店

金明接骨院 941-0531 整骨院・接骨院

草加新田市場食堂 941-0171 飲食店
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★は共通券のみ使用可能

店　名 電話番号 業　種 店　名 電話番号 業　種

ひまわり美容室 941-4694 理容・美容店

セブンイレブン【草加金明通り店】 944-2477 コンビニ

㈲やぎさわ 941-8079 飲食料品店

バースデイ【金明町店】 954-8730 おもちゃ・ベビー用品

ヘアーサロン南 941-5048 理容・美容店

アコレ【草加新田店】 946-6601 スーパー

クリーニングみわ【新田店】 942-6227 クリーニング・コインランドリー

ファミリーマート【森かどやしんでん店】 942-5302 コンビニ

㈱山香煎餅本舗【草加せんべいの庭店】 942-1000 草加せんべい

睦庵 942-4961 飲食店

ヘアーサロンウイング 942-7993 理容・美容店

ダイレックス【新田店】 951-4081 100円・ディスカウントショップ

ジーンズショップ ロデオ 951-0350 衣料・身の回り品取扱店

踏み台塾 0120-622-331 パソコン教室

旭 町 地 区
㈱風間工務店 936-5117 建築・建設・不動産

上州屋【草加店】 931-1130 釣具店

吉野家【草加新田店】 930-2037 飲食店

RakuDarts 954-5687 飲食店

㈱一福本店【草加店】 936-6332 草加せんべい

紳士服のコナカ【草加新田店】 930-0101 衣料・身の回り品取扱店

広島お好み焼き 空島 944-7588 飲食店

㈲中華栃尾 941-0795 飲食店

ニュー・トミーズ 941-4860 衣料・身の回り品取扱店

美容室シャンティ【草加新田店】 943-1808 理容・美容店

セブンイレブン【草加旭町4丁目店】 943-5023 コンビニ

英道庵 951-4933 飲食店

鳥秀【新田店】 944-7244 飲食店

㈲朝日堂 942-1104 飲食料品店

くすりのタイセー 942-5776 ドラッグストア・調剤薬局

医療法人社団保清会いまじょうクリニック 941-2140 病院または医療機関等

コーヒーショップレイカース 941-4460 飲食店

コイケ薬局 943-4022 ドラッグストア・調剤薬局

おぎの洋品店 941-2114 衣料・身の回り品取扱店

草加スイミングスクール／スポーツPAL45 942-8181 教育サービス

焼肉 旭苑 941-6999 飲食店

咲々餃子 942-5706 飲食店

サイクルショップエコ 954-7544 自転車販売

㈲パピー【本店】 941-4374 おもちゃ・ベビー用品

★ イトーヨーカドー【新田店】 943-0510 スーパー

新 善 町 地 区
㈱スズキ自販埼玉【スズキアリーナ草加新善】 941-8811 自動車・バイク関連

ローソン【草加新善町店】 943-5334 コンビニ

聚興園 941-1518 飲食店

㈲イワナガ 943-7182 飲食料品店

もとむら塗装 080-3355-4779 リフォーム業

ドラッグストアセキ【新善町店】 946-0100 ドラッグストア・調剤薬局

清 門 地 区
卓球家840草加卓球場 951-2242 レジャー施設等

㈱鮨処かん 959-9207 飲食店

YUTA+WORKS 090-7844-4180 毛皮・皮革の小物雑貨

セブンイレブン【草加清門南店】 941-5225 コンビニ

ミヤマ珈琲【草加清門町店】 946-3781 飲食店

㈱山香煎餅本舗【清門店】 944-3000 草加せんべい

★ ロピア【草加セーモンプラザ店】 944-0298 スーパー

★ ケーズデンキ【草加店】 941-0766 家電販売店

北海道生まれ和食処とんでん【草加新田店】 943-7001 飲食店

キャスティング【草加バイパス店】 946-1046 釣具

ドラッグセイムス【草加清門町店】 941-0136 ドラッグストア・調剤薬局

高辻歯科医院 943-2133 病院または医療機関等

おおつかデンタルクリニック 946-7420 病院または医療機関等

生鮮スーパーゼンエー【草加店】 942-5009 スーパー

タイヤ館【草加インター店】 942-1010 自動車・バイク関連

かばさん薬局 942-3053 ドラッグストア・調剤薬局

あらいクリニック 946-7363 病院または医療機関等

ドラッグストアセキ【清門町店】 946-3900 ドラッグストア・調剤薬局

ジロー珈琲【草加店】 946-7530 飲食店

セブンイレブン【草加清門町店】 943-7110 コンビニ

新 栄 地 区
ファッションセンターしまむら【新栄店】 946-1231 衣料・身の回り品取扱店

吉野家【草加新栄町店】 960-0095 飲食店

★ ユニディ【草加新栄町店】 944-0707 ホームセンター

三点中華【新栄町店】 943-2572 飲食店

セブンイレブン【草加新栄町店】 944-3393 コンビニ

Bar Ber kamoda 942-3084 理容・美容店

ローソン【草加新栄道上店】 999-5287 コンビニ

名倉堂新栄はりきゅう整骨院 948-6179 はり・きゅう・あんま・マッサージ

新栄食肉卸売センターMEATMeet 943-1129 スーパー

ドラッグセイムス【新栄店】 946-5172 ドラッグストア・調剤薬局

源起堂鍼灸院 944-1781 はり・きゅう・あんま・マッサージ

安楽亭【草加店】 941-5767 飲食店

実行委員会ホームページ

商品券が使える事業者
ぞくぞく増加中！

登録も随時受付中です！
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新田駅周辺地区
□ 1 イトーヨーカドー新田店
□ 2 ベルクス草加青柳店
□ 3 ユニディ草加新栄町店
獨協大学前〈草加松原〉駅周辺地区
□ 4 ベルクス草加松原店

草加駅周辺地区
□ 5 イトーヨーカドー草加店
□ 6 ベルクス草加手代店
谷塚駅周辺地区
□ 7 いなげや草加谷塚店
□ 8 ベルクス草加谷塚店
□ 9 島忠ホームズ草加舎人店

※�ご提供いただく個人情報は、販売管理・アンケートのご依頼等、令和3年度草加市プレミアム付商品券
事業の実施の目的にのみ利用いたします。
※�ご記入いただきました個人情報は、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供するこ
とはございません。
※同一の方より、複数回申込があった場合、無効となります。

郵便番号 〒 郵便番号を必ずご記入ください

住 　 所

フ リ ガ ナ

氏 　 名

生年月日
（西暦） 　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

電話番号 　　　　　　　　（　　　　　　　　）

令和3年度 草加市プレミアム付商品券
専用申込はがき

□ 1冊（10,000円） □ 2冊（20,000円） □ 3冊（30,000円）

① 希望の冊数をチェック　してください（複数チェック無効）

② 引換希望販売所について1つチェック　してください
（複数チェック無効）

引換販売期間
令和3年 8月23日㈪〜9月6日㈪ 10：00～18：00

5 専用申込はがきの記入方法について

●草加市商店連合事業協同組合. ●草加商工会議所
●草加市役所.自治文化部.産業振興課. ●引換販売所9ヵ所

※はがきが足りない場合は官製はがき（63円）に上記項目をもれなくご記入の上、下記宛先に郵送してください。

このパンフレットは、下記の場所で入手できます

※申込はがきは7月21日㈬必着となるため、余裕を持って投函してください。

〒114-0005  東京都北区栄町1-1  奥村印刷株式会社 内
令和3年度  草加市プレミアム付商品券事業実行委員会  購入申込  受付係  行

宛.先

希望の冊数の□に
チェックしてください。

原則として申込のキャンセルはでき
ません。購入可能な冊数をお申込み
ください。

希望の引換販売所の□に
チェックしてください。

郵便番号・住所・氏名・生年
月日・電話番号をもれなく
ご記入ください。

★63円切手を必ず貼り、投函してください。
★.記入漏れがあった場合、無効となりますので
ご注意ください。

1

2

3

書
き
方
例

良
い
例

悪
い
例

チェックが薄い
チェックがずれている
丸を付ける

購入申込は実行委員会ホームページの申込フォームからも可能です
申込フォーム
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郵 便 は が き
必ず

63円切手
を貼って
ください

東京都北区栄町1-1
奥村印刷株式会社 内

令和3年度
草加市プレミアム付商品券事業
実行委員会
　　　購入申込 受付係 行

1 1 4 0 0 0 5

郵 便 は が き
必ず

63円切手
を貼って
ください

東京都北区栄町1-1
奥村印刷株式会社 内

1 1 4 0 0 0 5

令和3年度
草加市プレミアム付商品券事業
実行委員会
　　　購入申込 受付係 行

郵 便 は が き
必ず

63円切手
を貼って
ください

東京都北区栄町1-1
奥村印刷株式会社 内

1 1 4 0 0 0 5

令和3年度
草加市プレミアム付商品券事業
実行委員会
　　　購入申込 受付係 行

郵 便 は が き
必ず

63円切手
を貼って
ください

東京都北区栄町1-1
奥村印刷株式会社 内

1 1 4 0 0 0 5

令和3年度
草加市プレミアム付商品券事業
実行委員会
　　　購入申込 受付係 行

購入申込期限

令和3年 7月21日㈬ 必着！

購入申込期限

令和3年 7月21日㈬ 必着！

購入申込期限

令和3年 7月21日㈬ 必着！

購入申込期限

令和3年 7月21日㈬ 必着！

キ
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リ
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ト
リ
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リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ
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新田駅周辺地区
□ 1 イトーヨーカドー新田店
□ 2 ベルクス草加青柳店
□ 3 ユニディ草加新栄町店
獨協大学前〈草加松原〉駅周辺地区
□ 4 ベルクス草加松原店

草加駅周辺地区
□ 5 イトーヨーカドー草加店
□ 6 ベルクス草加手代店
谷塚駅周辺地区
□ 7 いなげや草加谷塚店
□ 8 ベルクス草加谷塚店
□ 9 島忠ホームズ草加舎人店

※�ご提供いただく個人情報は、販売管理・アンケートのご依頼等、令和3年度草加市プレミアム付商品券
事業の実施の目的にのみ利用いたします。
※�ご記入いただきました個人情報は、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供するこ
とはございません。
※同一の方より、複数回申込があった場合、無効となります。

郵便番号 〒 郵便番号を必ずご記入ください

住 　 所

フ リ ガ ナ

氏 　 名

生年月日
（西暦） 　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

電話番号 　　　　　　　　（　　　　　　　　）

令和3年度 草加市プレミアム付商品券
専用申込はがき

□ 1冊（10,000円） □ 2冊（20,000円） □ 3冊（30,000円）

① 希望の冊数をチェック　してください（複数チェック無効）

② 引換希望販売所について1つチェック　してください
（複数チェック無効）

引換販売期間
令和3年 8月23日㈪〜9月6日㈪ 10：00～18：00

新田駅周辺地区
□ 1 イトーヨーカドー新田店
□ 2 ベルクス草加青柳店
□ 3 ユニディ草加新栄町店
獨協大学前〈草加松原〉駅周辺地区
□ 4 ベルクス草加松原店

草加駅周辺地区
□ 5 イトーヨーカドー草加店
□ 6 ベルクス草加手代店
谷塚駅周辺地区
□ 7 いなげや草加谷塚店
□ 8 ベルクス草加谷塚店
□ 9 島忠ホームズ草加舎人店
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