
衣料品

1 I Love Boo & Chubby 中央2-2-30 821-5437 子供服・雑貨販売

2 内田屋衣料品 荒川沖東1-1-13 841-0114 衣料品

3 ＬＢ 大手町2-5 823-5840 衣料品

4 オープン 真鍋1-12-14 821-2752 祭用品・ワーキング

5 （有）君山洋服店 大和町7-23 821-0358 紳士服・学生服

6 京染はまのや 川口1-1-28 821-2023 京染

7 （株）京屋呉服店 中央2-2-15 821-0712 呉服

8 （株）坂本屋 荒川沖西2-12-3 841-0007 きもの専門店

9 三喜　土浦店 真鍋1-7-23 835-2571 婦人・紳士・子供服

10 ※島屋 真鍋3-1-24 821-0301 総合衣料・ご贈答品

11 （株）大徳 中央1-1-22 822-0013 呉服・婦人服・学生服

12 長嶋屋 神立中央1-3-1 831-0810 婦人衣料・学生服

13 ※ナカモリ　荒川沖店 荒川沖西2-14-3 841-1052 学生衣料

14 ※ファッションＴ’ｓ 桜町1-16-8酒井ﾋﾞﾙ1F 822-1607 婦人服･1店物

15 ※（株）前野呉服店 中央2-8-2 821-0452 呉服・和小物

16 （有）吉田衣料 並木3-2-41 823-3325 学生服販売

17 ※（株）ロコレディ 大和町8-22タマキビル1F 821-2112 レディース アパレル店(洋服・雑貨アクセサリー)

18 ワークマン土浦神立店 神立町3617-1 832-5511 作業服・作業小物・安全靴・長靴・カジュアルウェアー

靴

1 ※ザックス オオヌマ 中央1-10-1 822-0801 靴・付属品　販売修理

2 中澤靴店 川口1-1-28 821-1664 革靴販売

3 中西はきもの店 中央2-10-20 821-0107 履物店

4 はきもの山田 大和町7-19 823-0556 履物店

5 まきの履物店 神立中央1-3-2 831-0418 靴、履物販売

携行品・化粧品・宝石・貴金属・雑貨

1 小田眼鏡店 大和町5-2 821-0996 メガネ・光学品

2 （株）クレール小野 大和町7-23 821-1568 宝石・時計

3 ※メガネのクロサワ土浦店 真鍋新町18-11 822-9630 メガネ・補聴器

4 ※（有）佐竹時計店 大和町7-21 821-1413 時計・宝飾

5 ジュエリー工房かざりや 桜町3-3-2 822-7950 装飾品

6 ※趣味の店（小野） 中央1-13-54 821-0177 婦人服・趣味雑貨

7 大国屋駅前店 大和町5-7 821-0348 かばん・時計・家電・雑貨

8 塚本カバン店 桜町1-16-8 896-3789 鞄・財布小物・靴・雑貨

9 ※とりでや化粧品店 川口1-1-1 821-1811 化粧品・ミニエステ

10 中嶋康化粧品店 中央2-10-20 821-1670 化粧品

11 （株）成島人形屋ホンポ 真鍋6-29-53 821-0305 節句人形　他(羽子板・破魔弓・三月人形・五月人形)

12 ひたちや眼鏡店 大和町6-1 821-2313 眼鏡

13 ビューティーショップマスヤ 城北町15-12 821-2547 化粧品・輸入雑貨

14 メイジヤ化粧品店 中央1-7-13 821-0963 化粧品

15 メガネスーパー土浦真鍋店 真鍋1-18-23 825-3805 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器販売・メンテナンス

16 メガネストアー土浦店 真鍋新町19-10 827-0678 メガネ・コンタクト・補聴器

家具・家電・事務用品・ハンコ

1 (株)アキラ 天川2-12-4 824-2525 文房具、事務用品

2 ※e-Room 桜ヶ丘町13-5 821-1204 家具・雑貨・カーテン

3 （有）イワセ建具 神立中央5-21-14 831-0814 アルミサッシ・木工建具

4 エジソンデンキ 神立中央2-5-1 831-7136 電器店

5 大山電機（株） 城北町14-14 821-1123 補聴器・家電品

6 オオヤマ補聴器センター 城北町14-15 821-1123 補聴器

7 （株）オクイ 真鍋1-14-17 824-2737 包丁・鎌・スコップ・工具類

8 （株）オリトモ 虫掛3585 823-3678 包装資材

9 （株）オリトモ卸町店 卸町2-6-10 843-3310 厨房道具

10 （株）木村金物店 荒川沖西2-21-4 841-0064 金物店

11 ケーズデンキ土浦店 小岩田1-1-11 824-0377 家電製品

12 ケーズデンキ土浦真鍋店 真鍋1-1083-1 835-2688 家電製品

13 しなのや電器商会 荒川沖東2-17-1 841-0321 家電製品

14 ※（有）スガヤ文具店 大町8-1 821-0367 文具・事務用品

15 ※染谷家具 文京町18-8 835-6232 家具・インテリア

16 ※髙山印舗 中央2-3-9 821-0835 印鑑・印章・ゴム印

17 デジタルオーム 天川1-13-13 824-7878 家電販売

18 永長電機 右籾2974-7 841-0401 家電一式

19 （有）波山堂 鈴木印舗 中央1-14-1 821-0494 印鑑(手彫り)・ゴム印・付属品

20 ※ハンコ卸売センター 東真鍋町1-1 827-4335 印鑑・ゴム印・軽印刷

21 ※（株）福宝堂印刷 中央2-4-27 821-5553 印章･ｺﾞﾑ印･印刷全般

22 ミスター・キー茨城 桜町1-15-5 827-0690 鍵作成・販売

23 （株）ワード土浦 中央2-9-2 821-8215 事務用機器販売

　

　 ギフト、生花、冠婚葬祭用具、他

1 大塚生花店 大和町9-1ウララビル1F 821-4409 切り花・鉢物

2 （有）ギフトプラザ 下高津3-14-10 823-8438 贈答品店

3 （株）土浦ヤマハル 卸町1-10-1 843-3821 贈答品・陶器・漆器

土浦商工会議所プレミアム付商品券取扱加盟店一覧　　　

（随時更新なのでチラシより新しい情報が載ります）　　　

○緑色でぬりつぶしたお店は「プレミアムのプレミアム」参加協力店です。

※「プレミアムのプレミアム」とは、商品券ご利用のお客様に対しサービスをさせていただく企画です。参加店舗については、本名簿最下部をご覧ください。



4 フラワーショップ｢恵美｣ 桜町4-2-1 090-4625-6153 生花店

5 Flowers Bee 下高津1-5-13 824-2490 生花店

6 （有）松庄花壇 中央2-10-6 821-6691 切花・鉢もの

7 ミナトヤ 中央2-3-10 824-0505 絵画・トロフィー・記章

　

　 ホビー・スポーツ・芸術

1 アルペン学園東大通り店 卸町2-13-3 841-6011 スキー・スノボー・野球・サッカー・バスケ・テニス・シューズ

2 安藤スポーツ（株） 真鍋5-14-17 821-2107 スポーツショップ

3 円城寺スポーツ（株） 大手町1-16 821-1030 スポーツ用品・スクール用品

4 円城寺スポーツ（株）真鍋店 真鍋新町3-3 823-1069 スポーツ用品・スクール用品

5 ゴルフ5土浦店 板谷6-651-11 832-6956 ゴルフ用品

6 スーパースポーツゼビオドーム 学園東大通り店 中村南6-12-18 843-6610 スポーツ用品

7 PGA TOUR SUPERSTORE 学園東大通り店 中村南6-12-18 843-8120 ゴルフ用品全般

8 （有）土浦観賞魚 蓮河原新町2-12 822-8975 国内外産観賞魚の販売・水槽設計設備施行メンテナンス

9 （有）マロニエゴルフ 北荒川沖1-35 843-0500 ゴルフ用品

10 （有）ミュージックプラント 大町13-21 823-6944 楽器

11 ワンダーレックス土浦店 蓮河原新町4181 835-3401 リサイクルショップ

12 わくわくらんど土浦店 大和町7-20 821-3651 TVゲーム新品・中古・カードゲーム・シングルカード

自動車・自動二輪・自転車・修理

1 荒川沖ハイヤー（株） 中村南1-1-31-101 842-0240 タクシー

2 イエローハット土浦湖北店 湖北2-2-1 825-3521 車検・タイヤ・オイル・バッテリー

3 カーリペア UDAGAWA 土浦真鍋店 真鍋2-1-41 825-6255 自動車板金

4 遠藤オートサービス 田中2-14-3 823-2008 自動車整備、車検整備

5 オートショップ坂 真鍋6-15-24 821-3830 オートバイ販売・修理

6 カワサキ乗物デパート 大和町8-21 821-1147 サイクリング自転車

7 亀城タクシー 中央2-16-1 821-0726 タクシー

8 小坂タクシー 桜町1-13-3 821-0440 タクシー

9 CYCLE SHOP KATAMI &RIRU COFFEE 真鍋5-1-23 826-2955 自転車･修理･ｺｰﾋｰ･焼き菓子等

10 ※ジェームス土浦南店 中高津1-20-45 835-8950 カー用品販売・カーメンテナンス

11 島岡商事（株） 右籾1882 841-0296 ガソリン・自動車整備

12 スーパーオートバックス土浦東大通り 西根南3-5-25 841-3848 自動車用品・車検・板金

13 （株）タイヤセンター土浦 神立中央5-36-2 831-6765 タイヤ販売

14 田上電池工業 小山崎392-9 831-6065 車販売・カー用品・車検・修理・ドローン・自動車保険

15 土浦タクシー（株） 大和町8-10 821-5324 タクシー

16 トーヨーレンタカー（株） 真鍋5-16-34 828-6661 レンタカー、リース、車内クリーンング、チャイルドシート

17 Dr.Driveセルフ土浦天川SS 中高津1-18-25 823-9792 燃料以外

18 Dr.Drive土浦SS 真鍋2-1-39 823-4318 ガソリンスタンド

19 Dr.Driveセルフ土浦駅東SS 小松1-5-8 822-5610 燃料以外

20 Dr.Drive土浦北インターSS 並木2-19-12 823-4320 ガソリンスタンド

21 Dr.Drive土浦西SS 田中3-1-40 823-9791 ガソリンスタンド

22 ※日産観光（株） 東都和1-4 822-4123 ブルドッグツアー・観光バス事業

23 ※満川輪業 手野町15 828-0141 自転車販売

飲食店・喫茶店

1 旭屋 荒川沖6-138 841-0022 飲食店

2 吾妻庵総本店 中央1-6-11 821-0161 そば・うどん

3 安曇野 荒川沖東2-13-50 842-1594 そば・丼物

4 インド料理ガンディ 田中2-6-2 080-3024-0128 インドカレー

5 うまいもん処 神立中央1-9-43 833-0539 居酒屋

6 うまい家 桜町2-12-1 826-6878 居酒屋

7 料亭　霞月楼 中央1-5-7 822-2516 料亭　日本料理

8 かねき田中店 田中2-11-1 822-8912 寿司・和食・仕出弁当

9 かねき本店 下高津1-18-10 821-8723 寿司・和食

10 かねき土浦店 粕毛2901 826-1090 回転寿司

11 亀屋 中央1-13-52 821-1128 食堂

12 火門拉麺 上高津1344-1 827-2230 ラーメン・餃子

13 ※ふぐ・あんこう　喜作 神立中央1-11-18 831-7472 料理屋

14 生そば　更科 桜町1-5-6 821-1660 そば・うどん・丼物

15 牛タン焼き　仁斗 大和町大和北館101 875-7207 牛タン料理

16 ステーキハウス　クックバーン 宍塚町1845 826-4129　　 常陸牛ステーキ・ハンバーグ

17 ぐるめ飯店 神立中央3-21-35 831-5577 中国料理

18 ※幸福大判焼本舗 中央1-12-25 090-4605-0828 大判焼

19 コーヒーハウス アモル 大岩田1771-1 826-7020 カフェ

20 こだわりラーメンゆきむら亭神立店 中神立36-1 834-7778 ラーメン

21 ※サブウェイゼビオドームつくば店 中村南6-12-18ｾﾞﾋﾞｵﾄﾞｰﾑ内 841-0566 ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ･ｵｰﾌﾟﾝﾎﾟﾃﾄ･ﾄﾞﾘﾝｸ類

22 さん吉神立店 神立町682-52 831-8814 焼鳥

23 さん吉土浦店 大和町9-3ウララビル3 1F 825-8839 焼鳥

24 紅屋神立店 神立町中央2-22-1 830-1144 焼肉

25 あぐーう 神立町中央2-22-1 834-1017 沖縄料理

26 旬彩だるま 桜町1-18-10 822-0127 和食

27 スペインバル・ブエナビスタ 大和町8-8 801-0391 アヒージョ・イベリコ豚・タパス各種・カヴァ・シェリー・サングリア

28 大衆酒場　末吉 大和町7-19 869-8288 大衆酒場

29 （有）そば源 中神立町32-6 831-7338 そば・うどん

30 そば処 桝屋 中央2-8-2 821-0642 そば・うどん

31 大福水産　土浦店 大和町9-3ｳﾗﾗ3街区1階 826-4220 居酒屋

32 旦兵衛鮨 大和町7-6 822-1025 江戸前寿司

33 チャイナ厨房雪村土浦店 永国町1058-1 824-5678 ファミリーレストラン

34 中華料理むらの 烏山5-2186-1 842-3314 麺類・ご飯物・御料理

35 ※中国菜館　中央 大手町13-7 821-0453 ラーメン・中華料理・オリジナル料理多数

36 土浦ラーメン 蓮河原新町1-33マヤビル101 827-1401 ラーメン



37 珍来　真鍋店 真鍋3-5-28 875-5911 中華・ラーメン

38 珍来  木田余店 木田余東台3-1-16 826-5307 中華・ラーメン

39 珍来　田中店 田中2-14-1 822-6316 中華・ラーメン

40 ※天ふじ 中神立町36-20 831-2766 うなぎ･天ぷら･和食･冬期のみきりたんぽ鍋

41 涛造BAR 桜町3-13-23 824-9778 季節のフルーツカクテル・ウィスキー・ラム・パスタ・ジャンバラヤ・生チョコ

42 にぎりや松 荒川沖東2-2-7-203 842-4481 寿司・弁当・宴会

43 寧々屋　土浦店 城北町2-2 824-3577 居酒屋

44 蓮の庭 荒川沖東2-2-7-203 842-4481 割烹

45 ※八右衛門 荒川沖西2-5-4 842-8100 刺身・天ぷら・季節の一品料理・生ビール・フーズン生・焼酎・日本酒

46 Public Bar Dog Fish 大和町8-16 823-5291 クラフトビール・カクテル・ウイスキー・生ハム・レンコンチップス

47 ひつじの小屋 神立中央3-19-6 833-2056 じんぎすかん

48 ファミリーフクライ 中高津3-14-2 821-8019 中華料理

49 （有）福来軒 中央1-12-23 821-1162 レンコンカレーラーメン・マーボーチャーハン

50 焼き肉　福寿苑 荒川沖西2-10-10 842-4248 常陸牛ロース・カルビ・黒タン等　焼肉一般

51 福禄寿 右籾284 842-9647 中国料理

52 ほたて 中央1-2-13 821-0151 食堂

53 ※麺屋　華道 桜町1-15-14 826-3755 ﾗｰﾒﾝ･ｱﾙｺｰﾙ・一品おつまみ

54 八起 大和町4-4 827-2308 定食類類・刺身・天ぷら・うなぎ

55 焼肉　一郎 真鍋新町13-11 835-6700 焼肉店

56 焼肉　秀門 大和町4-1東郷ﾋﾞﾙ7F 823-5529 焼肉

57 大和そば店 大和町8-21 821-0501 そば・うどん・どんぶり

58 (有)やまとや 大和町9-1ｳﾗﾗB1F 821-4000 居酒屋

59 ※ゆうき食堂 中央2-3-16 824-6677 レバニラ定食・焼き肉定食・タンメン

60 雪村亭 木田余4590-1 825-2347 ラーメン

61 洋食小松亭 中央1-10-2 823-7661 レストラン

62 よし町 中央2-9-28 821-5267 すし

63 よしのや 神立中央1-11-5 831-0551 食堂

64 レストラン中台 桜町2-12-3 822-1068 ハンバーグ・カレー・しゃぶしゃぶ

65 お食事処　蓮 大和町8-3 896-3933 和洋中料理

66 和食 里山 中央1-12-25 824-5444 和食

67 ※和風ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　楽食楽酒　華族 桜町3-1-13 823-9757 各種ｱﾙｺｰﾙ・一品おつまみ他

食料品・酒・飲料・薬

1 （有）今井精肉店 神立中央1-4-11 831-0220 牛豚鶏肉・自家製惣菜各種

2 いばらきコープ生活協同組合　土浦センター 滝田1-7-2 835-3915 食料品配送サービス

3 ウエルシア土浦神立店 神立中央3-2-27 834-1600 医薬品・化粧品・日用品・食品

4 ウエルシア土浦霞ヶ岡店 霞ヶ岡町22-5 835-2881 医薬品・化粧品・日用品・食品

5 ウエルシア土浦高津店 下高津3-7-46 824-3868 医薬品・化粧品・日用品・食品

6 ウエルシア土浦新田中店 田中2-10-35 823-5868 医薬品・化粧品・日用品・食品

7 ウエルシア土浦東都和店 東都和6-1 822-5668 医薬品・化粧品・日用品・食品

8 ウエルシア土浦真鍋店 真鍋3-5-25 835-6171 医薬品・化粧品・日用品・食品

9 お酒のまるも 神立中央2-3-5 830-1456 酒

10 お茶のせこ沢 大和町7-22 821-0228 茶・茶道具

11 ※おふくろ　若松町店 若松町5-19 824-0468 作りたて弁当・総菜

12 菓子処　さかぐち 中村南5-12-15 841-1614 和菓子

13 （株）カスミ高津店 中高津1-15-9 824-9140 食料品・酒・飲料

14 (株)カスミ土浦駅前店 大和町9-1ｳﾗﾗﾋﾞﾙ 835-5877 スーパー

15 （株）カスミフードオフストッカー土浦田中店 田中2-10-30 823-7095 食料品

16 （株）カスミ中村店 中村南4-4-31 842-1813 食料品

17 （株）カスミ並木店 並木3-8-1 821-8838 食料品・雑貨品

18 （株）カワチ薬品土浦南店 中高津3-1-3 826-8400 ドラッグストアー

19 （株）カワチ薬品真鍋店 真鍋新町20-20 823-8521 医薬品・化粧品

20 菊池米店 大和町6-16 821-1166 米穀類販売

21 業務スーパー土浦店 小岩田東1-5-28 835-2626 食品スーパー

22 久月　乙戸 荒川沖字西山403 842-5488 和・洋菓子

23 久月　土浦市役所店 大和町9-1ｳﾗﾗﾋﾞﾙ 826-0339 和・洋菓子

24 久月　桜ヶ丘 桜ヶ丘50-21 823-4331 和・洋菓子

25 久月　並木 並木1-2-20 821-3975 和・洋菓子

26 久月　本店 真鍋10-4 821-2035 和・洋菓子

27 クックY　土浦店 湖北2-2-1 826-3724 食品

28 栗山園 中央1-11-1 821-0668 茶・茶道具

29 栗山米店 大和町5-17 821-0338 米販売

30 黒田藤次郎商店 桜町3-7-6 821-0941 真昆布・羅臼昆布・利尻昆布・削節・豆類

31 ※（有）高月堂 桜町1-6-15 823-3611 和洋菓子

32 コープつちうら店 小松1-4-27 825-0231 生鮮食品・雑貨品

33 ココカラファイン土浦真鍋店 真鍋4-21 817-2291 医薬品・健康食品・生活雑貨・化粧品・食品

34 小松屋食品(株) 大和町5-3 821-0373 つくだにとうなぎ

35 桜井園 桜町3-11-12 821-1267 お茶

36 笹揶 川口1-5-5 ナポレオンビル1F 828-8725 居酒屋

37 四川飯店アルファ 港町1-4-26 824-1211 中国料理(宴会・ご会合承り中)

38 （株）志ち乃 手野町60-3 828-1117 菓子製造・販売

39 スーパーマルモ 神立店 神立中央2-2-10 831-2360 食料品

40 スーパーマルモ 都和店 並木5-4128-5 886-5600 食料品

41 スーパーマルモ 摩利山店 摩利山新田116-1 830-4689 食料品

42 スーパーマルモ おおつ野店 おおつ野2-2-5 828-1931 食料品

43 寿し よし富 大手町5-16 826-5133 寿司&居酒屋

44 （株）ジャパンミート荒川沖店 北荒川沖町1-30 830-4129 精肉、鮮魚、青果、食品

45 セブンイレブン荒川沖駅前店 中荒川沖1-2 843-5034 コンビニエンスストアー

46 セブンイレブン白鳥店 白鳥町字新山992-6 831-3374 コンビニエンスストアー

47 セブンイレブン土浦駅西口店 桜町1-16-12 822-7101 コンビニエンスストアー

48 セブンイレブン土浦乙戸店 乙戸町443-1 843-1797 コンビニエンスストアー



49 セブンイレブン土浦神立町南店 桜町3-14-15 824-9710 コンビニエンスストアー

50 セブンイレブン土浦桜町3丁目店 神立町748-1 831-7270 コンビニエンスストアー

51 セブンイレブン土浦桜ヶ丘店 桜ヶ丘町6-10 822-5559 コンビニエンスストアー

52 セブンイレブン土浦中店 大字中字坂下298-1 843-0243 コンビニエンスストアー

53 セブンイレブン土浦中高津店 中高津2-193 824-4348 コンビニエンスストアー

54 セブンイレブン土浦富士崎店 富士崎1-196-1 824-5415 コンビニエンスストアー

55 セブンイレブン土浦真鍋店 真鍋6-2-10 822-1929 コンビニエンスストアー

56 セブンイレブン土浦右籾宮塚店 右籾宮塚2822 843-5131 コンビニエンスストアー

57 創作和菓子 すぎやま 川口1-5-8 821-0677 和菓子・赤飯・せんべい

58 スーパータイヨー　土浦店 東真鍋町4-1 822-9571 食料品・日用雑貨

59 ※（有）園部青果店 川口1-1-16 821-2028 青果店

60 武井蓮根農園 田村町1272 828-0217 れんこん販売

61 （株）田島屋 上高津717 822-0005 茨城県産コシヒカリ（お米）

62 田中清月堂 桜町4-1-2 821-1087 和菓子

63 ※（有）田中屋川魚店 川口1-5-9 821-1650 佃煮・うなぎ白焼

64 （有）千勝堂本店 大和町5-14 821-0896 菓子・ﾊﾟﾝ

65 （有）土浦鈴木屋 田中1-7-15 821-1938 ワイン・日本酒

66 （株）鶴田商店 川口1-11-2 822-0833 塩乾物

67 ドラックストア　セキ荒川沖店 荒川沖西1-18-26 837-7300 医薬品･化粧品･日用品･食品

68 （株）とりせん木田余店 木田余4583 825-3330 食品・日用品

69 （有）中島 卸町2-9-10 841-0167 鶏卵販売

70 中村屋 桜町1-15-12 823-1555 菓子製造・販売

71 土浦市観光情報物産センター　きらら館 大和町9-1 市役所1階 824-6110 土産品

72 ピザーラ阿見店 右籾2316-23 841-9200 ピザ・パスタ

73 （株）平喜園 中央2-2-11 822-8716 茶・茶道具・のり・和菓子

74 フランドル 中央2丁目(亀城公園前） 822-2000 パン製造・販売

75 プルシェ奥井薬局 田中2-10-30ﾌｰﾄﾞｵﾌｽﾄｯｶｰ土浦田中店内823-8299 薬局

76 ※不二家　土浦並木 西並木3582-1 826-5033 洋菓子

77 ※不二家　神立店 神立中央2-19-7 832-2252 洋菓子

78 ベジタブルみのわ 中央1-12-1 835-3455 青果店

79 ベストリカー土浦北店 真鍋4-2277-2 869-9671 リカーショップ

80 前島商店 真鍋3-1-29 821-0702 菓子製造・販売

81 （株）マスダやまうち神立店 神立町字新田682-4 831-4017 食品雑貨

82 まちかど蔵　大徳 中央1-3-16 824-2810 土産品

83 まちかど蔵「野村」　喫茶蔵 中央1-3-16 822-0081 飲物・軽食

84 マルヘイストア　荒川沖店 荒川沖477 843-3501 食品スーパー

85 ミニストップ土浦宍塚店 宍塚319-4 827-1733 おにぎり・弁当・サンドウィッチ・ファーストフード

86 箕輪名産店 大和町7-22 821-0329 水産加工

87 武蔵屋商店 大和町6-8 821-0225 佃煮･煮干類

88 矢口酒店 中央1-6-13 821-0138 酒

89 矢口長太郎商店 荒川沖西2-4-11 841-0021 落花生

90 ヨークベニマル土浦生田店 生田町9-31 835-1021 スーパー

91 ヨークベニマル土浦真鍋店 真鍋新町20-19 825-0005 スーパー

92 ラ・フルール 神立町字新田682-4 831-5566 菓子製造・販売

93 ※らすく工房　美sekiyama 中村西根1601 842-9742 手づくりラスク販売

美容・理容

1 アルディラ 真鍋4-14-13 TGビル1F 835-4136 美容室

2 ※カットハウス・ヤマモト 桜町1-18-1 821-2653 ヘアカット・婦人シェービング・ヘアダイ

3 （有）すがた 桜町1-6-15 821-1607 美容業・美容室

4 Sora 中央2-1-6 846-5760 理容

5 ビューティーあっぷる 中神立町27-44 831-6897 美容・整体・着付

6 ビューティーサロンミツコ 西根南3-3-21 842-3262 パーマ・カット他　美容一般

7 ふくだ美容室 神立中央1-11-16 831-0924 美容・着付

8 ヘアーサロンアライ 白鳥町1106-128 831-2292 理容

9 Hair Salon Iijima 荒川沖西2-21-1 841-1051 理容

10 ヘアースタジオ松永 荒川沖東1-3-38 842-5080 理容

11 BOY美容室 中高津2-5-2 823-3010 美容・理容

12 理容コタニ 中央2-10-21 821-6740 美容・理容

書籍

1 土浦ワンダー社 木田余西台7-35 821-7213 書籍・文房具店

2 博英堂書店 荒川沖西2-5-1 841-0055 書籍・雑誌・文具

　

ホテル

1 ホテルアルファ・ザ・土浦 港町1-4-26 824-1211 宿泊・宴会・会議

2 ホテルマロウド筑波 城北2-24 822-3000 レストラン・宴会・宿泊

サービス、設備、その他

1 ※アートスタジオ・ヒロ 生田町1-31 822-4450 写真館

2 アジュール土浦ウェディングハウス 滝田1-8 825-1161 結婚式場

3 （株）阿部工業 中高津2-1-8 821-1209 給排水・衛生設備・空調・リフォーム・浄化槽・鉄鋼造物工事

4 （株）阿部工業 宍塚事務所 宍塚小平315 821-1209 給排水・衛生設備・空調・リフォーム・浄化槽・鉄鋼造物工事

5 石豊 真鍋1-2-3 821-1386 石屋

6 ※（株）エコスマイル 中高津2-4-14 879-9633 住宅リフォーム

7 （株）大久保写真館 桜町4-1-16 821-0993 写真撮影

8 （有）オーム 真鍋新町16-10 824-0006 電器店

9 （株）岡野設備工業所 乙戸南3-13-26 842-2830 水道工事業

10 （有）尾張屋 中央1-11-3 823-0527 仏壇・仏具・特注家具

11 （有）カメラのオオクボ 荒川沖東3-2-8ｼﾃｨﾏﾝｼｮﾝ1F 842-6273 ｶﾒﾗ･ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄ･写真材料



12 きものの扇屋 城北町18-8 823-7567 きものクリーニング

13 ※匡正堂　三好整骨院 桜町3-3-6 826-7012 マッサージではなく治療を提供！

14 建設工事検査機構 富士崎2-5-22-305 835-9503 手抜検査

15 坂田園芸 上坂田610 862-2431 園芸

16 （株）作田屋 中央1-8-4 821-5063 住宅設備・石油製品

17 ＪＯＹＦＵＬ－２　荒川沖店 中村南3-4-9 841-3511 文房具・画材・手芸用品・ジグソーパズル・額縁・アンティーク雑貨等

18 （株）ジョイフル本田荒川沖店 北荒川沖町1-30 841-2211 生活用品･生活雑貨資材

19 （有）鈴木工務店 並木3-11-8 821-6807 工務店

20 （株）鈴文 中央1-12-16 822-0312 お線香・仏具・仏壇・フレグランス・お香

21 （株）ジョイフル本田リフォーム 中村南4-11-12 843-2211 リフォーム

22 （株）大参商店 乙戸1158-2 841-0014 プロパンガス

23 ダイユーエイト　土浦おおつ野店 おおつ野8-164 897-3670 日用雑貨・家事家電・作業資材・園芸用品等

24 （株）高橋塗料店 下高津4-12-4 821-6343 配合調色･建築、自動車塗料販売･塗装関係機器、建築資材販売

25 （有）高森看板製作所 富士崎1-3-16 821-0414 看板全般

26 たけなか寝装店 中央1-2-9 821-0150 羽毛布団等

27 田中冷設工業（株） 永国157 822-5530 冷暖房設備工事

28 （株）千代田興業 神立中央5-35-6 831-1741 窓のﾘﾌｫｰﾑ、玄関ﾄﾞｱのﾘﾌｫｰﾑ（旭硝子・ﾘｸｼﾙ・三共立山取扱店）

29 （株）塚田印刷 東崎町1-7 821-5603 名刺・封筒・チラシ等印刷

30 （有）土浦歯研 田中町2022-2 824-2041 重曹洗浄用品販売

31 トータルライフサポート 都和4-4020-22 824-0007 家電品、リフォーム

32 （株）仲澤冩眞館 中央2-13-12 821-0763 証明写真･記念写真撮影

33 ナカタカメラ 中央2-1-1 821-1029 DPE・カメラ用品・PC用品の販売

34 長谷川商店 中央2-9-31 821-1088 ｶﾞｽ器具･上下水道

35 藤井塗装店 上高津870-2 824-1710 塗装リフォーム

36 ホームセンター山新 東真鍋町3-4 823-4701 日用品・ペット・インテリア・工具・園芸・スポーツ・カー用品

37 マミークリーニング　ウララ店 大和町9-1ｳﾗﾗﾋﾞﾙ 824-8903 クリーニング

38 マミークリーニング　真鍋店 東真鍋13-7 827-2593 クリーニング

39 マミークリーニング マルヘイ店 荒川沖西2-6-5 842-1658 クリーニング

40 マミークリーニング　並木カスミ店 並木3-8-1 827-0935 クリーニング

41 マミークリーニング 天川店 中高津3-14-6 821-0853 クリーニング

42 （有）ヨシハラ 真鍋2-12-16 823-1346 リフォーム工事

43 （株）ライフサービス 下高津4-5-35 886-6002 水のトラブル・水廻りのリフフォ－ム

44 ※（株）ラクスマリーナ 川口2-13-6 822-2437 霞ヶ浦遊覧船運航

イオンモール土浦　（上高津367）　　

1 イオン土浦店 － － 総合スーパー

2 アースミュージックアンドエコロジーナチュラルストア － － 婦人服

3 アヴェニュー － － 婦人服・洋品

4 アジィーズ － － インドカレー

5 ASBee － － 靴大型専門

6 Up to You － － 服飾雑貨

7 アニメイト － － 雑貨

8 アリス － － 婦人服・子供服

9 イオンボディ － － 化粧品・雑貨・食品

10 イッカ － － 衣料大型専門

11 一汁五穀 － － 和食

12 伊藤園 － － お茶

13 ヴィレッジヴァンガード － － 住居余暇大型

14 エアウィーヴ　The Quality Sleep Store － － 寝具

15 エースコンタクト － － 眼鏡

16 エメフィール － － レディースインナー

17 大戸屋 － － 和食

18 おかしのまちおか － － 菓子

19 オリーブチャオ － － 中華

20 オルベネ － － 婦人服・洋品

21 蔵出・焼き芋　かいつか － － 焼き芋

22 海鮮 三崎港 － － 和食

23 柿安 口福堂 － － 和菓子

24 カラースタジオ － － 化粧品・雑貨・食品

25 カルディコーヒーファーム － － 食品その他

26 カンテボーレ（パン工場） － － インストアベーカリー

27 かんながら － － 和食

28 久月総本舗 － － 和・洋菓子

29 銀のあん － － 和菓子

30 graniph － － 紳士服

31 グランサックス － － 鞄

32 グリーンパークスフーワ － － 婦人服・洋品

33 グリーンボックス － － 靴

34 グリル ろだん亭 － － 洋食

35 クレアーズ － － 服飾雑貨

36 クローバーリーフ － － 靴

37 ケンタッキーフライドチキン － － FFスナック

38 COEN － － 婦人服・洋品

39 ゴージ － － 婦人服

40 コートダジュールベベ － － 洋菓子

41 幸楽苑 － － ラーメン

42 コムサマチュア － － 婦人服

43 GODIVA － － チョコレート

44 サイゼリヤ － － イタリアンレストラン

45 さくらんぼ － － ファンシー雑貨

46 サーティワンアイスクリーム － － FCアイス



47 サコーシュ － － 鞄

48 サックスバープチコレクト － － 財布

49 サブウェイ － － サンドイッチ

50 サンマルクカフェ － － カフェ・軽食

51 ザ・ボディショップ － － 化粧品

52 THE SHOP TK － － 衣料大型専門

53 じぶんまくら － － まくら

54 燦来軒 － － 中華

55 CH one price － － 眼鏡

56 シージェーン － － 婦人服・ドレス

57 シネマサンシャイン － － 他大型専門店

58 島村楽器 － － 住居余暇大型

59 しゃぶしゃぶ美山 － － 和食

60 シャレル － － 婦人服・洋品

61 ジュエリー ツツミ － － 宝飾

62 GU － － 衣料大型専門

63 JINS － － 眼鏡

64 すき家 － － FC米飯

65 SUZUNOKI － － きもの

66 スターバックスコーヒー － － 喫茶

67 スタジオパレット － － サービス他

68 スポーツオーソリティ － － 住居余暇大型

69 タオル美術館 － － タオル

70 TAKA:Q － － 紳士服

71 チチカカ － － 服飾雑貨

72 チュチュアンナ － － ランファン

73 築地 銀だこ － － FC焼物

74 土浦銀座惣菜店 － － 焼き鳥・惣菜

75 DHC － － 化粧品・雑貨・食品

76 ディズニーストア － － 住居余暇大型

77 出羽屋 － － 佃煮・珍味

78 ドラッグストアーズショップ － － ファミリーカジュアル

79 とんかつ和幸 － － 和食

80 日本橋からり － － 和食

81 日本橋屋長兵衛 － － 和菓子

82 ニュースタイル － － 生活雑貨

83 ノジマ － － 住居余暇大型

84 ハイパーショップ － － 携帯アクセサリー

85 ハートマーケット － － 婦人服

86 バーンズソーホーストリート － － 靴

87 バケット － － ベーカリーレストラン

88 パスタの釜 － － パスタ

89 ハッシュアッシュ － － 婦人服・洋品

90 はなまるうどん － － FCうどん

91 ハニーズ － － 婦人服・洋品

92 パリスジュリエット － － 服飾雑貨

93 パレットプラザ － － カメラDPE

94 バンダレコード － － レコード・ＣＤ

95 B-Three － － 婦人服・洋品

96 プラスハート － － 生活雑貨

97 BREEZE － － 子供・ベビー

98 プリムローズ － － 婦人服・洋品

99 ブルーベリー － － 紳士服

100 帽子屋フレイヴァ － － 服飾雑貨

101 フレンズ － － 理容・美容

102 ペテモ － － 住居余暇大型

103 ペッパーランチ － － FCステーキ

104 ベリーベリーカフェ － － FCスナック

105 ベルエポックプラス － － サービス他

106 ベルーナ － － 婦人服

107 ベル・ルミエール － － 理容・美容

108 ぺんぎん堂 － － ファンシー雑貨

109 ホビーゾーン － － ホビー・玩具

110 ボディリフレーヌ － － 理容・美容

111 鮪市場 － － 海鮮丼

112 マクドナルド － － FFスナック

113 マザウェイズ － － 子供服・ベビー

114 マジックミシン － － 洋服リフォーム

115 三國屋善五郎 － － 茶

116 ミスタードーナツ － － ファーストフード

117 Museum24 － － 時計

118 未来屋書店 － － 住居余暇大型

119 無印良品 － － 住居余暇大型

120 メガネのクロサワ － － 眼鏡

121 モーニング － － 洋菓子(ヨーグルト)

122 モンディアド － － 宝飾・宝石

123 ユニクロ － － 衣料大型専門

124 らあめん花月 嵐 － － FCラーメン

125 鹿鳴館 － － 洋菓子

126 Right-on － － 衣料大型専門

127 ラッシュドール － － まつ毛専門



128 Re-J － － 婦人服・洋品

129 リアット － － 靴修理・合鍵

130 リサイクルキング － － ブランド品・基金属販売買取

131 リンガーハット － － FCちゃんぽん

132 レプシｨム － － 婦人服・洋品

133 樓外樓 － － 中華

134 わくわく広場 － － 産直野菜・食品

135 ワンズテラス － － 生活雑貨

136 ワンダーフルーツ － － フルーツジュースバー

ペルチ土浦　（有明町1-30）

1 E hyphen world gallery － － レディス

2 ブティック　ウィズダム － － レディス

3 ヴィ・ド・フランス － － ベーカリーカフェ

4 おしゃれ工房 － － 洋服・バッグのお直し

5 すき家 － － 牛丼・カレー

6 瀬戸うどん － － うどん・丼

7 横浜田中屋 そば

8 ドトールコーヒー － － カフェ

9 ウエルシア － － ドラッグストア

10 Panash － － 服飾雑貨

11 街の中華食堂　横浜はまりゅう 中華レストラン

12 ベリテ － － ジュエリー

13 ミニストップ － － コンビニエンスストア

14 未来屋書店 － － 書籍・雑誌・文具

15 リフレッシュサロン ラフィネ － － リラクゼーション

16 ロッテリア － － ファーストフード

17 和真メガネ － － メガネ

さんあぴお　（大畑1611）

1 （株）エコス 新治店 － 833-4881 食品スーパー

2 あぴお美容室 － 862-1362 美容院

3 ウエルシア土浦さん・あぴお店 － 833-4438 医薬品・化粧品・日用品・食品

4 エスポアール － 862-1360 紳士カジュアル・服飾・バッグ

5 カットハウス　ひかり － 862-1396 床屋

6 かねき － 862-1381 持帰り寿司

7 カフェ・ド・ブランシェ － 862-1321 軽食・喫茶

8 クレール小野 － 862-1368 宝石・時計

9 キッズプラザ － 862-1300 各種アウトレット

10 東京ランドリー － 862-1370 クリーニング

11 とんとん亭 － 862-1326 とんかつ

12 ピュアー － 862-1345 婦人服

13 （株）平喜園 － 822-8716 お茶・海苔

14 むらや － 862-1367 惣菜

15 リカーショップサトウ － 862-1310 酒・飲料・煙草

16 ※癒し処ココロ　土浦店 － 862-1340 リラグゼーション・全身もみほぐし

モール５０５　（川口1-3）

1 ジャルディーノ小野酒店 － 821-2472 酒店

2 （有）マイノリティ － 824-2330 紳士洋品店

3 MIHARU － 824-9228 化粧品

4 ラストウィン － 824-8755 美容院

ピアタウン　（真鍋新町18-13）

1 カスミ土浦ピアタウン店 － 823-5551 食料品全般

2 アオキ 886-5545 婦人服

3 アン・コトン － 824-6162 洋服直し

4 エムズ － 824-0334 婦人服

5 オークスブックセンター － 835-9055 書籍

6 亀じるし － 824-3723 和･洋菓子

7 久月 － 823-7211 和･洋菓子

8 ケンタッキーフライドチキン － 825-3773 フライドチキン

9 ジュエリー花 － 823-1414 時計・ジュエリー

10 ジョンノビ － 869-8123 総合衣料

11 スタイル・クリエイター － 826-8060 美容室

12 セリア － 896-7015 100円ショップ

13 そば源 － － 手打ちそば

14 茶十徳 － 824-3914 お茶

15 出羽屋 － 824-0933 つくだ煮

16 アルク － 823-1914 靴

17 ニューシャルム － 823-9922 コーヒーショップ

18 ハニーズ － 826-8293 婦人服

19 パリミキ － 824-2286 メガネ・補聴器

20 ファッションハウスJOY － 822-1788 婦人服・服装小物

21 冨士テーラー － 823-5212 紳士服

22 ブルーム － 835-2055 婦人服

23 松庄花壇 － 822-8166 生花

24 マミークリーニング － 827-0700 クリーニング

25 マリーナ － 824-6075 婦人服

26 ミセスのお店かしむら － 826-5001 婦人服

ご利用可能ショップは、7/23現在のものです。取扱期間中に、ご利用ショップが変更となる場合がございます。
予めご了承下さい。



27 明治屋化粧品 － 823-9067 化粧品

28 LINKS-D － 826-2161 婦人服

29 ルピナス － 823-5748 手芸用品

30 和布人形町髙はし － 835-2027 呉服販売

土浦農業協同組合

1 ＪＡ土浦農業協同組合・本店 田中1-1-4 822-0534 食品・れんこん加工品

2 ＪＡサンフレッシュ土浦 粕毛705-2 821-4826 農産物販売

3 ＪＡサンフレッシュ新治 藤沢514-1 862-3573 農産物販売

4 ＪＡサンフレッシュはすの里 木田余3140 846-7933 農産物販売

5 ＪＡグリーンショップ中央店 木田余3119-3 821-5811 農業関係資材

6 ＪＡグリーンショップ新治 藤沢514-1 862-1456 農業関係資材

7 ＪＡ中央店 木田余3119-3 821-7300 農業関係資材

8 ＪＡ土浦西支店 粕毛705-2 821-7300 農業関係資材

9 ＪＡ東部支店 小松2-13-9 823-3888 農業関係資材

10 ＪＡ新治支店 藤沢514-1 862-2351 農業関係資材

ﾌﾟﾚﾐｱﾑのﾌﾟﾚﾐｱﾑ参加店舗
店名

1 アートスタジオ・ヒロ

2 e-Room

3 癒し処ココロ　土浦店(さんあぴお) 3,000円以上ご利用の方、ボディケアのみ10分延長無料
4 （株）エコスマイル

5 おふくろ　若松町店

6 カットハウス・ヤマモト

7 和風ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　楽食楽酒　華族

8 ふぐ・あんこう　喜作

9 メガネのクロサワ土浦店

10 （有）高月堂

11 幸福大判焼本舗

12 （有）佐竹時計店 20,000円以上ご利用の方に粗品進呈
13 サブウェイゼビオドームつくば店 ドリンク1サイズUP(S→M・M→L)サービス！！
14 ザックス オオヌマ

15 島屋

16 ジェームス土浦南店 券ご利用のお客様、カフェサービス1杯無料
17 趣味の店(小野) 1,000円以上の商品10％OFF
18 （有）スガヤ文具店 ご利用金額に応じてステキなプレゼント！！
19 （有）園部青果店

20 染谷家具

21 髙山印鋪

22 （有）田中屋川魚店 5,000円以上お買い上げの方に佃煮小パックか骨せんべいプレゼント
23 中国菜館　中央

24 とりでや化粧品店 当店ポイントもプレゼント・限定エステにも使用可
25 天ふじ コーヒー or ウーロン茶サービス
26 ナカモリ　荒川沖店 アロマ柔軟剤プレゼント
27 日産観光（株）

28 八右衛門

29 麺屋　華道

30 ハンコ卸売センター 10,000円以上の印鑑10％OFF
31 ファッションＴ’ｓ お飲み物サービス！！
32 （株）福宝堂印刷

33 不二家　土浦並木 2,000円以上お買上げの方に、ペコちゃんグッズプレゼント。
34 不二家　神立店 2,000円以上お買上げの方に、ペコちゃんグッズプレゼント。
35 （株）前野呉服店 3,000円(税抜)以上ご利用の方に、日本製ガーゼハンカチ進呈
36 満川輪業 券ご利用の方へ粗品プレゼント
37 匡正堂　三好整骨院 初診料(通常￥6,000)→無料に！
38 らすく工房　美sekiyama 1,000円以上ご利用で1枚プレゼント
39 （株）ロコレディ お飲み物無料サービス
40 ゆうき食堂 券ご利用の方、50円引き
41 （株）ラクスマリーナ 券ご利用の方、ホワイトアイリス号１割引き

更新日：平成29年8月10日

各種トッピングor麺大盛り無料

5,000円以上お買上げで、5％引き(セール品除く)

1,000円以上ご利用で缶ジュース１本サービス！
券ご利用のお客様にインテリア用品プレゼント
1,000円以上お買上げの方に、インクサービス

1,000円以上お食事の方に、コーヒーサービス

ご利用の方へ粗品進呈
小ビール又はハイボール1杯サービス

1回5,000円以上ご利用の方へうちわサービス

1,000円以上ご利用でプレゼントあり！
スタンプカードに通常の2倍のスタンプを捺印

見積無料、更に通常より1割引の大サービス！！
お買上げ500円毎にサービス券発行中
シニア送迎・爪磨きサービス
お会計5,000円以上ご利用で1,000円引き。他のクーポンとの併用不可。
1,000円以上ご利用の方にお会計時、くじ引き1回
メガネ一式10％OFF(セット品は除く)
券ご利用全額分、スタンプ倍押し
お茶サービス

20,000円以上のご利用で万能クリームラナパー差し上げます。

サービス内容


