
プレミアム付き商品券ご利用可能店舗一覧表
2015年12月7日 現在

都道府県 電話番号
盛岡店 岩手県盛岡市三本柳1-1-3  019-635-9800
盛岡月が丘店 岩手県盛岡市月が丘1-30-51 019-605-2022
盛岡西バイパス店 岩手県盛岡市向中野3-4-25 019-656-4455

一関市プレミアム商品券 7月15日 ～ 1月14日 一関店 岩手県一関市山目字大槻7-1 0191-33-1401
奥州市プレミアム商品券 7月1日 ～ 12月31日 水沢店 岩手県奥州市水沢区太日通り1-194-1 0197-24-1833
北上地域プレミアム商品券 7月7日 ～ 12月31日 北上店 岩手県北上市柳原町2-64-1 0197-61-2480
釜石プレミアム商品券 7月1日 ～ 12月31日 釜石店 岩手県釜石市野田町2-14-33 0193-23-6830
宮古市プレミアム付き商品券 6月1日 ～ 2月29日 宮古店 岩手県宮古市宮町4-1-17 0193-64-1227
久慈市プレミアム付商品券 7月1日 ～ 12月31日 久慈店 岩手県久慈市長内町第33地割11-1 0194-61-3511
二戸市プレミアム付商品券 7月1日 ～ 12月31日 二戸店 岩手県二戸市堀野字馬場44-10 0195-23-2929

 
古城店 宮城県仙台市若林区古城3-14-15 022-285-7700
仙台駅前本店 宮城県仙台市青葉区中央1-9-1 新東北ﾋﾞﾙ2F・3Ｆ 022-716-3205
仙台泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央3-2-7 022-771-8002
仙台西多賀総本店 宮城県仙台市太白区西多賀3-1-30 022-243-5430
仙台新港店 宮城県仙台市宮城野区中野3丁目2-16 022-388-9315
仙台愛子店 宮城県仙台市青葉区栗生4-5-1 022-392-1978

がんばっぺ！元気なとり商品券 8月1日 ～ 12月31日 名取店 宮城県名取市増田3-9-28 022-384-4429
復興いしのまき商品券 7月15日 ～ 12月31日 石巻店 宮城県石巻市恵み野2丁目4番地4 0225-92-6232
気仙沼市ホヤぼーや商品券 7月11日 ～ 12月31日 気仙沼店 宮城県気仙沼市神山1-1 0226-23-9586
大河原町プレミアム商品券 7月20日 ～ 1月15日 大河原店 宮城県柴田郡大河原町新東25-14 0224-52-4429

 
由利本荘市プレミアム付き商品券 7月1日 ～ 12月31日 由利本荘店 秋田県由利本荘市一番堰196-1 0184-24-1129
秋田市プレミアム付き商品券（冬期分） 11月18日 ～ 1月31日 秋田本店 秋田県秋田市泉字登木202-1 018-866-0313

 
山形本店 山形県山形市若宮1030番地5 023-647-8844
山形北店 山形県山形市嶋北二丁目4番2号 023-682-0535

 
がんばろう相馬！スーパープレミアム商品券（後期） 11月3日 ～ 2月29日 相馬店 福島県相馬市塚ﾉ町2-7-12 0244-36-4429
西郷村プレミアム商品券 7月1日 ～ 12月31日 新白河店 福島県西白河郡西郷村屋敷裏東28 0248-25-4149
すかがわ×光の国　ウルトラマン商品券 7月6日 ～ 12月31日 須賀川店 福島県須賀川市陣場町134-1 0248-76-0029

郡山並木店 福島県郡山市並木3-2-17  024-923-0227
郡山富久山店 福島県郡山市富久山町久保田字上野46-1 024-991-5645
平店 福島県いわき市平谷川瀬字泉町71-1 0246-25-4429
小名浜店 福島県いわき市小名浜岡小名字沖34-1 0246-92-3133
湯本店 福島県いわき市常磐関船町ほう木作68-3 0246-44-1230

南相馬市プレミアム商品券 7月13日 ～ 1月11日 原町店 福島県南相馬市原町区桜井町2-24-1 0244-25-2157
　 　
水戸本店 茨城県水戸市千波町2023-7 029-243-7790
水戸内原店 茨城県水戸市内原1丁目188番地 029-257-5529

スーパープレミアム　たつのこ商品券 7月20日 ～ 1月20日 竜ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市緑町40     0297-62-4333
守谷市商工会20％プレミアム商品券 6月21日 ～ 12月20日 守谷常総ふれあい店 茨城県守谷市美園4-1-4 0297-45-0137
しもつまプレミアム商品券 9月1日 ～ 12月31日 下妻店 茨城県下妻市下妻乙453-4  0296-43-2159
古河市スーパープレミアム商品券　「合併10周年記念　笑得大使」 7月17日 ～ 1月16日 古河店 茨城県古河市東4-17-24 0280-30-7010
BANDOプレミアムふれ愛商品券 7月16日 ～ 1月15日 岩井店 茨城県坂東市岩井2869-7 0297-36-3145
結城市プレミアム付商品券 9月11日 ～ 1月31日 結城店 茨城県結城市大字結城字新福寺8170-4 0296-20-8501
ちっくんスーパープレミアム商品券 8月1日 ～ 1月31日 下館店 茨城県筑西市外塚117     0296-22-2911
第2回ナカマロちゃんひまわり商品券 11月1日 ～ 1月31日 那珂店 茨城県那珂市菅谷2427-1 029-295-7502
ひたちなか市プレミアム商品券 9月13日 ～ 12月31日 勝田店 茨城県ひたちなか市東大島2-9-5 029-354-0067
市政施行20周年記念鹿嶋市プレミアム商品券 7月1日 ～ 12月31日 鹿島店 茨城県鹿嶋市宮中314-4   0299-84-4147
日立市スーパープレミアム商品券 6月28日 ～ 12月27日 日立多賀店 茨城県日立市大久保町1-7-14 0294-34-3352
高萩市プレミアム付商品券 7月11日 ～ 1月10日 高萩店 茨城県高萩市高戸字権現前362-2 0293-24-4036

茨城県

水戸市スーパープレミアム商品券 8月21日 ～ 1月31日 

福島県
こおりやま全市元気応援プレミアム付商品券 10月1日 ～ 12月31日 

いわき市プレミアム付商品券 8月1日 ～ 12月31日 

宮城県

杜の都プレミアム商品券 7月11日 ～ 12月31日 

秋田県

山形県 やまがたプレミアム商品券（冬の陣） 11月1日 ～ 1月31日 

商品券名 ご利用期間 ご利用可能店舗 住所

岩手県

盛岡地域振興商品券「ＳＡＮＳＡ」 7月1日 ～ 12月31日 



都道府県 電話番号
那須塩原市誕生10周年記念プレミアム商品券 7月12日 ～ 1月11日 黒磯店 栃木県那須塩原市末広町64-86 0287-62-4768
プレミアム付日光市共通商品券「日光とくとく商品券」 7月21日 ～ 12月31日 今市店 栃木県日光市豊田446-1 0288-30-3335
プレミアムわたのみ商品券 7月1日 ～ 12月31日 真岡店 栃木県真岡市白布ｹ丘9-8   0285-80-1129
プレミアム付き大田原市子育て支援券 7月13日 ～ 1月8日 大田原店 栃木県大田原市本町1-1-10 0287-24-0707
プレミアム付あしかが商品券 7月1日 ～ 12月31日 足利店 栃木県足利市南町4253-5 0284-73-7434
たんたんプレミアム商品券 8月1日 ～ 1月31日 高根沢店 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台四丁目16番2 028-675-5451
つつじの郷 やいた商品券 9月1日 ～ 1月31日 矢板店 栃木県矢板市中2013-3 0287-40-3004

いせさきドリーム商品券 8月22日 ～ 12月31日 伊勢崎店 群馬県伊勢崎市宮前町63 0270-25-4006
高崎プレミアム付商品券 6月5日 ～ 12月31日 高崎本店 群馬県高崎市上中居町172-1 027-328-6575
プレミアム付館林市金券 7月10日 ～ 1月31日 館林店 群馬県館林市富士原町901-2 0276-76-7730
桐生市スーパープレミアム商品券 8月17日 ～ 1月31日 桐生店 群馬県桐生市錦町2-13-11 0277-20-8041
ぬまたプレミアム付商品券 6月15日 ～ 12月14日 沼田店 群馬県沼田市東原新町1796-1 0278-30-2411
あんなかプレミアム付商品券 7月24日 ～ 12月31日 安中店 群馬県安中市原市字下原587-1 027-380-5501

元気川口商品券 8月23日 ～ 1月31日 西川口店 埼玉県川口市並木2-3-5   048-258-9041
戸田市プレミアム付商品券 7月25日 ～ 12月31日 戸田美女木店 埼玉県戸田市美女木東1-3-10 048-422-1406
おくのほそ道の風景地草加松原　国指定名勝1周年記念　プレミアム商品券 7月18日 ～ 1月11日 草加新田店 埼玉県草加市旭町3-2-8 048-930-0101
三郷市プレミアム付商品券 7月17日 ～ 12月31日 三郷インター店 埼玉県三郷市ﾋﾟｱﾗｼﾃｨ2丁目8番地3 048-949-4129
新・春日部市施行10周年記念プレミアム付商品券 6月14日 ～ 12月13日 春日部店 埼玉県春日部市小渕883    048-752-4905
加須市得々お買い物券 7月25日 ～ 12月31日 加須店 埼玉県加須市上三俣879 0480-63-2303
新座市内共通プレミアム付商品券 7月1日 ～ 12月31日 新座片山店 埼玉県新座市片山1-20-5  048-479-7233
志木市プレミアム付商品券 8月1日 ～ 12月31日 志木店 埼玉県志木市柏町5-12-32 048-486-1115
東松山市プレミアム付商品券 7月1日 ～ 12月25日 東松山店 埼玉県東松山市松葉町4-3-18 0493-22-8715
飯能市ワクワク商品券 8月19日 ～ 12月31日 飯能店 埼玉県飯能市緑町26-20 042-972-4555
プレミアム付ところざわ商品券 9月1日 ～ 12月31日 所沢けやき台店 埼玉県所沢市けやき台2-17-1 04-2939-0881
熊谷市プレミアム付商品券 10月4日 ～ 1月31日 熊谷店 埼玉県熊谷市石原441-2 048-599-2822
行田市プレミアム付き共通商品券 11月8日 ～ 2月20日 行田店 埼玉県行田市旭町14-36 048-564-0780
アッピースマイル商品券 9月5日 ～ 1月11日 上尾店 埼玉県上尾市春日1-44-1  048-777-1880
秩父市プレミアム付き商品券 6月28日 ～ 12月20日 秩父店 埼玉県秩父市上野町805-14 ｳﾆｸｽ秩父内 0494-25-4761
プレミアム付商品券「深谷商品券」 7月5日 ～ 12月31日 花園店 埼玉県深谷市荒川447-1 048-579-1172

　 　
南行徳店 千葉県市川市南行徳1-22-23 047-397-3205
市川東菅野店 千葉県市川市東菅野5-13-27 047-338-4521

印西市プレミアム付商品券 8月3日 ～ 12月31日 牧の原モア店 千葉県印西市牧の原1-3 0476-48-5430
鎌ケ谷市ふるさととくとく商品券 5月30日 ～ 1月31日 鎌ヶ谷店 千葉県鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷2-20-5 047-441-7151

柏駅東口店 千葉県柏市柏4-2-1 ﾘｰﾌｽｸｴｱ柏ﾋﾞﾙ1階 04-7165-0818
柏光ヶ丘店 千葉県柏市光ヶ丘2-23-5 04-7160-5140

野田市プレミアム付商品券 7月18日 ～ 12月31日 野田店 千葉県野田市野田30-1 04-7126-4751
東金市わくわく商品券 8月1日 ～ 1月31日 東金バイパス店 千葉県東金市家之子468-1 0475-55-7761
佐倉プレミアム商品券 7月4日 ～ 12月31日 勝田台店 千葉県佐倉市井野1577    043-489-5892
銚子市プレミアム付及び子育て応援券 7月5日 ～ 12月31日 銚子店 千葉県銚子市松岸町3-277  0479-22-6351
八街市プレミアム付き商品券 8月10日 ～ 1月8日 八街店 千葉県八街市文違301-2902 043-440-1331
いちはら国府プレミアム商品券 7月1日 ～ 12月25日 五井店 千葉県市原市五井4873-1  0436-24-1361
木更津市プレミアム商品券 8月3日 ～ 12月31日 木更津店 千葉県木更津市太田3-1-3  0438-25-5029
20％プレミアム付いすみ市共通商品券 7月1日 ～ 12月31日 大原店 千葉県いすみ市日在2457-2 0470-63-9321

ご利用可能店舗 　住所

柏市プレミアム商品券 7月1日 ～ 12月31日 

商品券名 ご利用期間

千葉県

市川市スーパープレミアム商品券 6月27日 ～ 12月26日 

栃木県

群馬県

埼玉県



都道府県 電話番号
中央区商店街連合会プレミアム付商品券 7月1日 ～ 12月31日 東京八重洲店 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 1F 03-5159-8555
東日本大震災復興協力プレミアムお買物券 8月3日 ～ 1月31日 文京白山店 東京都文京区西片1-17-8  03-5800-5041

綾瀬駅前店 東京都足立区東綾瀬1-6-3  03-5697-3111
足立鹿浜店 東京都足立区鹿浜8-10-5  03-5691-1988
立石店 東京都葛飾区立石2-11-4  03-3694-1507
新小岩店 東京都葛飾区東新小岩3-4-21 大成新小岩ﾊｲﾂ1Ｆ 03-3696-0321
亀有駅前店 東京都葛飾区亀有5-35-3 くさまﾋﾞﾙ1Ｆ 03-5613-7516

秋季プレミアム付品川区内共通商品券 11月6日 ～ 2月29日 大井町店 東京都品川区東大井5-22-5 ｵﾌﾞﾘ・ﾕﾆﾋﾞﾙ1Ｆ 03-3458-4110
京急大森町店 東京都大田区大森西3-32-17 03-3762-5320
蒲田店 東京都大田区蒲田5丁目24-2 03-5480-0151
梅ヶ丘店 東京都世田谷区松原6-39-18 03-3321-9292
奥沢駅前店 東京都世田谷区奥沢5-1-16 奥沢駅前ﾋﾞﾙ1F 03-5701-9032

杉並区プレミアム商品券 6月27日 ～ 12月15日 杉並松庵店 東京都杉並区松庵2-23-29 03-5346-7361
豊島区共通商品券 6月12日 ～ 12月11日 駒込店 東京都豊島区駒込2-7-18  03-3949-2161
三鷹むらさき商品券 7月8日 ～ 12月31日 三鷹店 東京都三鷹市下連雀4-16-3 0422-44-1611
ふちゅうニコニコ商品券 7月12日 ～ 1月31日 府中店 東京都府中市宮西町2-16-2 042-368-8288
小平ベリー商品券 7月1日 ～ 12月31日 花小金井本店 東京都小平市花小金井南町1-16-1 042-461-2450
新昭島プレミアム商品券 7月4日 ～ 12月31日 昭島店 東京都昭島市玉川町4-13-17 042-545-4481
福生まれプレミアム商品券 9月5日 ～ 12月31日 福生店 東京都福生市北田園2-11 042-553-8180

　 　
元住吉店 神奈川県川崎市中原区木月1-33-2 044-433-6129
川崎本店 神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目7番地1 044-210-0311
京急川崎駅前店 神奈川県川崎市川崎区砂子1-2-1 京浜川崎林ﾋﾞﾙ 044-245-9901
武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区新丸子町1008-2 044-430-0560
登戸店 神奈川県川崎市多摩区登戸1664 044-931-1105
新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区古沢43 ｺｻﾞﾜﾋﾞﾙ1F 044-959-4140
宮前菅生店 神奈川県川崎市宮前区菅生1-8-23 044-979-1035
横浜みなとみらい店 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番7号 横浜ｱｲﾏｰｸﾌﾟﾚｲｽ1F　 045-640-5021
アクロスプラザ東神奈川店　 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1丁目16-15 045-439-5277
新横浜店 神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11 KDX新横浜381ﾋﾞﾙ　 045-474-1059
新横浜岸根店 神奈川県横浜市港北区新横浜1-25-1 045-471-4740
港北ノースポート・モール店　 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目25番1号 045-914-7731
関内尾上町店 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ﾋﾞﾙ 045-224-8403
井土ヶ谷店 神奈川県横浜市南区永田北1-7-9 045-721-9078
東戸塚総本店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町517-2 045-825-5711
戸塚東口店 神奈川県横浜市戸塚区吉田町127-1 045-881-6466
港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台1-10-6 045-831-0158
湘南台店 神奈川県藤沢市高倉1166-1 0466-42-4967
藤沢鵠沼店 神奈川県藤沢市本鵠沼5-11-13 0466-28-4050
北久里浜店 神奈川県横須賀市根岸町5-17-25 046-823-3451
久里浜店 神奈川県横須賀市佐原4-9-10 046-834-8339

あつぎ元気商品券 9月1日 ～ 12月31日 厚木林店 神奈川県厚木市林5-7-7 046-297-1408
大船店 神奈川県鎌倉市岩瀬938-3 0467-46-6440
大船駅前店 神奈川県鎌倉市大船1-26-3 0467-45-8249
小田原店 神奈川県小田原市扇町3-13-20 0465-35-6668
フレスポ小田原シティーモール店　 神奈川県小田原市前川120 ﾌﾚｽﾎﾟ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ南館 Ａ-1-ｂ　 0465-45-1522

茅ヶ崎プレミアム付き商品券 8月15日 ～ 12月31日 茅ヶ崎本店 神奈川県茅ヶ崎市小和田3-12-36 0467-53-2911
大磯町プレミアム商品券 9月1日 ～ 1月31日 平塚本店 神奈川県中郡大磯町高麗3-3-1 0463-34-8902
秦野・中井　スーパー元気 プレミアム商品券 10月15日 ～ 1月31日 秦野店 神奈川県秦野市緑町13-16  0463-83-0806

山梨県 2015韮崎市SUPER PREMIUMドリーム商品券 6月1日 ～ 12月31日 韮崎店 山梨県韮崎市藤井町南下条字水無390-1 0551-23-5837

京都府 京都市 プレミアム商品・サービス券（第2期） 11月13日 ～ 1月31日 京都北山店 京都府京都市左京区松ヶ崎今海道町4-1 075-702-6011

奈良県 桜井市プレミアム商品券 7月11日 ～ 1月10日 桜井店 奈良県桜井市三輪145-1  0744-45-0139

商品券名 ご利用期間 ご利用可能店舗 　住所

シロマチ　小田原プレミアム商品券 7月1日 ～ 12月31日 

12月31日 

かまくらスーパープレミアム商品券 10月1日 ～ 12月31日 

神奈川県

川崎プレミアム商品券 9月1日 ～ 12月31日 

よこはまプレミアム商品券 8月21日 ～ 12月31日 

キュンとする町、藤沢商品券 8月5日 ～ 12月31日 

横須賀スーパープレミアム商品券 7月4日 ～

プレミアム20％付わくわく世田谷区内共通商品券 6月20日 ～ 12月19日 

東京都

スーパープレミアム商品券 7月11日 ～ 12月31日 

かつしかプレミアム付商品券 7月25日 ～ 12月31日 

第2回プレミアム付大田区内共通商品券 10月13日 ～ 1月31日 


