
2020年1月31日現在
① 衣料品

1 ＡＯＫＩ　土浦店 城北町3-25 823-5888 男性・女性衣料品

2 アベイル 高津店 国分町1425 825-5031 衣料品・靴・装飾雑貨

3 君山洋服店 大和町7-23 821-0358 紳士服・学生服

4 坂本屋 ｢夢の蔵｣ 荒川沖西2-12-3 841-0007 きもの・和装小物

5 サンキ 土浦店 真鍋1-7-23 835-2571 衣料品・寝具・肌着

6 ファションセンターしまむら 高津店 国分町1440-1 825-2471 衣料品

7 ファションセンターしまむら 若松店 若松町3-28 835-2530 衣料品

8 （株）大徳 中央1-1-22 822-0013 洋品・呉服・学生服

9 ナカモリ 荒川沖店 荒川沖西2-14-3 841-1052 学生衣料

10 西松屋チェーン 土浦神立店 中神立町19-1 832-3151 ベビー・子ども用品

11 西松屋チェーン 土浦小松店 小松1-4-27 827-3261 ベビー・子ども用品

12 ファッションＴ’ｓ 桜町1-16-8 酒井ビル1F 822-1607 1点物婦人服･雑貨

13 MINORITY 川口2-3-12 824-2330 メンズ・セレクトショップ

14 （株）前野呉服店 中央2-8-2 821-0452 呉服・和小物・お手入れ

15 （有）吉田衣料 並木3-2-41 823-3325 学生服

16 ロコレディ 土浦グランミロアール店 大和町8-22 タマキビル1F 821-2112 婦人服・雑貨

17 ワークマン 土浦神立店 神立町3617-1 832-5511 作業服・アウトドアーウェアー

② 靴

1 ザックス　オオヌマ 中央1-10-1 822-0801 靴・ｲﾝｿｰﾙ・付属品

③ 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 眼鏡・光学品

2 （株）クレール小野 大和町7-23 821-1568 宝石・時計

3 佐竹時計店 大和町7-21 821-1413 時計・宝飾

4 ジュエリー工房かざりや 桜町3-3-2 822-7950 宝飾品・貴金属

5 趣味の店 中央1-13-54 821-0177 衣類・雑味雑貨

6 大国屋駅前店 大和町5-7 821-0348 百貨

7 ダイソー カスミ土浦駅前店 大和町9-1 カスミ土浦駅前店 835-6455 食品・雑貨

8 ダイソー 土浦木田余SM店 木田余4580-3 土浦木田余SM内 825-0150 食品・雑貨

9 ダイソー 土浦高津店 中高津2-237-1 835-5257 食品・雑貨

10 とりでや化粧品店 川口1-1-1 821-1811 化粧品・小物

11 ドンキホーテ パウつちうらきた店 東若松町3993 835-9411 ディスカウント商品

12 中嶋康化粧品店 中央2-10-20 821-1670 化粧品販売

13 （株）成島人形屋ホンポ本店 真鍋6-29-53 821-0305 雛人形・五月人形各種

14 ボンメゾン 真鍋3-5-3 893-6222 生活雑貨

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

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

④ 家具・家電・事務用品・ハンコ

1 ｅ－ｒｏｏｍ 桜ヶ丘町13-5 821-1204 家具・雑貨・ギフト

2 エジソンデンキ 神立中央2-5-1 831-7136 家電品販売

3 大山電機（株） 城北町14-14 821-1123 家電

4 オオヤマ補聴器センター 城北町14-14 821-1123 補聴器

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

6 （有）スガヤ文具店 大町8-1 821-0367 文具・事務用品

7 髙山印舗 中央2-3-9 821-0835 印章・ゴム印・付属品

8 デジタルオーム 天川1-13-13 824-7878 家電販売

9 （株）ニトリ 土浦店 上高津360 825-6606 家具・インテリア用品

10 （有）波山堂 鈴木印舗 中央1-14-1 821-0494 印章・ゴム印・付属品

11 福宝堂 中央2-4-27 821-5553 印章･印刷・ｺﾞﾑ印

　

⑤ ギフト、生花、冠婚葬祭用具、他

1 大塚生花店 大和町9-1 821-4409 生花・鉢もの

2 （有）尾張屋 中央1-11-1 823-0527 仏壇・神棚・神輿・特注家具

3 坂田園芸 グリーンゲート 上坂田610 862-2431 花苗・園芸用品

4 （株）鈴文 中央1-12-16 822-0312 仏壇・仏具・お線香

5 （有）松庄花壇 中央2-10-6 821-6691 生花・鉢もの

6 （株）土浦ヤマハル 卸町1-10-1土浦地方卸売市場内 828-8773 陶器・調理道具

　

⑥ ホビー・スポーツ・芸術

1 円城寺スポーツ(株) 大手町1-16 821-1030 ｽﾎﾟｰﾂ用品・ｳｪｱ

2 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・ウェアー

3 ゴルフ5 土浦店 板谷6-651-11 832-6956 ゴルフ用品

4 JMKRIDE 小松1-21-12 070-5517-1826 フリースケートおよび関連用品

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

6 PGA TOUR SUPERSTORE つくば学園東大通り店 中村南6-12-8 843-8120 ゴルフ用品

7 （有）マロニエゴルフ 北荒川沖1-35 843-0500 ゴルフクラブ・用品

8 わくわくらんど 土浦店 大和町7-20 821-3651 TVゲーム・カードゲーム

⑦ 自動車・自動二輪・自転車・修理

1 イエローハット 土浦湖北店 湖北2-2-1 825-3521 カー用品・タイヤ等

2 （有）カスミ交通 霞ヶ岡町1-7 821-3977 タクシー

3 カワサキ乗物デパート 大和町8-21 821-1147 自転車及び用品

4 亀城観光自動車（有） 中央2-16-1 821-0726 タクシー業

5 サイクルベースあさひ 土浦店 蓮河原新田1-2 835-9365 自転車

6 ジェームス 土浦南店 中高津1-20-45 835-8950 カー用品

7 島岡商事（株） 右籾1882 841-0296 ガソリン・レンタカー・車検
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8 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 タイヤ・オイル・車検

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

10 田上電池工業 小山崎392-9 831-6065 自動車販売・修理車検

11 土浦タクシー㈱ 大和町8-10 821-5324 タクシー

12 トーヨーレンタカー（株） 真鍋5-16-34 828-6661 新車リース販売・レンタカー

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

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

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

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

17 日産観光（株） 土浦営業所 東都和1-4 822-4123 国内・海外旅行

18 満川輪業 手野町15 828-0141 自転車・オートバイ

⑧ 飲食店・喫茶店

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

2 インド料理ガンディ　真鍋店　 東真鍋9-5 080-3024-0128 インドカレー

3 うまいもん処　本店 神立中央1-9-6 833-0539 居酒屋

4 おふくろ若松町店 若松町5-9 029-824-0468 作りたてのお弁当・各種総菜

5 料亭 霞月楼 中央1-5-7 822-2516 日本料理

6 かつや 茨城荒川沖店 荒川沖東2-16-19 746-3301 かつ丼・ロースかつ定食

7 かねき 田中店 田中2-11-1 822-8912 寿司・和食・仕出弁当

8 かねき 土浦店 粕毛2901 826-1090 寿司・和食

9 かねき 本店 下高津1-18-10 821-8723 寿司・和食

10 火門拉麺 上高津1344-1 827-2230 ラーメン・餃子

11 牛タン焼き 仁斗 大和町5-14-101 875-7207 牛タン料理

12 クックバーン 宍塚1845 826-4129 ステーキハウス

13 ケンタッキーフライドチキン荒川沖店 中村南4-7-15 830-4081 オリジナルチキン

14 コーヒーハウス アモル 大岩田1771-1 826-7020 コーヒー・ケーキ・ランチ

15 ココス 神立店 中神立町5-5 050-3333-1389 ハンバーグ・パスタ・デザート

16 ココス 土浦店 真鍋1-17-16 050-3333-3198 ハンバーグ・パスタ・デザート

17 ココス 土浦大町店 大町14 050-3333-1821 ハンバーグ・パスタ・デザート

18 ココス 土浦桜ヶ丘店 桜ヶ丘町757-1 050-3333-0526 ハンバーグ・パスタ・デザート

19 ココス 中貫店 中貫2361-1 050-3333-5298 ハンバーグ・パスタ・デザート

20 さん吉 土浦店 大和町9-3　ウララビル3　1F 825-8839 焼鳥

21 Cigar&Cocktails TOSHIZO BAR 桜町3-23-13 824-9778 スペイン料理・葉巻・カクテル

22 四川料理 アルファ 港町1-4-26 824-1211 中国料理

23 しゃぶしゃぶ　つきやき個室ダイニング天空　土浦店 大和町4-1東郷ﾋﾞﾙ5F 836-0111 しゃぶしゃぶ・すきやき

24 大勝らうめん 西根西1-13-28 843-4824 中華

25 チャイナ厨房　雪村 永国町1058-1 1058-1 中華料理

26 中国菜館 中央 大手町13-7 821-0452 ラーメン・中華料理・オリジナル料理多数

27 中華料理 むらの 烏山5-2186-1 842-3314 中華料理・麺類・御飯物

28 中華料理　ゆきむら　真鍋店 真鍋新町1251 真鍋新町1251 中華料理

29 珍来 木田余店 木田余東台3-1-16 826-5307 みそラーメン・チャーハン・ぎょうざ

30 珍来 田中店 田中2-14-1 822-6316 みそラーメン・チャーハン・ぎょうざ

31 珍来 真鍋店 真鍋3-5-28 875-5911 みそラーメン・チャーハン・ぎょうざ

32 天龍本店 神立店　 中神立5-1 832-2302 すし・和食レストラン

33 にぎりや松 荒川沖東2-2-7-203 842-4481 和食寿司

34 日本料理 蓮の庭 荒川沖東2-2-7-203 842-4481 懐石会席

35 寧々家 土浦店 城北2-2 825-2100 和風居酒屋

36 ひつじの小屋 神立中央3-19-6 029-833-2056 生ラム・ぢんぎすかん

37 ファミリーフクライ 中高津3-14-2 821-8019 中華料理

38 (有)福来軒 中央1-12-23 821-1162 ぜいたくらーめん

39 福禄寿 右籾2-284 842-9647 中国料理

40 豊後高田どり酒場　土浦西口駅前店 大和町4-2　大平西川共同ﾋﾞﾙ2F・3F 841-1052 学生衣料

41 紅屋 神立店 神立町682-52 830-1144 焼肉

42 まぜそば専門店 イトちゃん 川口1-1-28 080-5172-0281 まざそば

43 目利きの銀次　荒川沖店 荒川沖東3-2-1　1F 842-9088 刺身・浜焼き

44 目利きの銀次　土浦西口駅前店 大和町4-2　1F 824-4088 鮮魚・刺身

45 麺屋 華道 桜町1-15-14 826-3755 ラーメン・軽食

46 焼肉 秀門 大和町4-1東郷ﾋﾞﾙ7F 823-5529 宮崎牛を使用したランチメニュー

47 焼肉でん 土浦店 港町1-4-17 835-2929 焼肉・サラダバー

48 ゆきむら亭　神立店 中神立36-1 834-7778 らーめん専門店

49 よし町 中央2-9-28 029-821-5267 日本料理・寿司

50 レストラン中台 桜町2-12-3 822-1068 お食事・レトルトカレー

51 和風ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　楽食楽酒　華族 桜町3-1-13 823-9757 ドリンク・創作料理

⑨ 食料品・酒・飲料・薬

1 いばらきコープ生活協同組合 コープつちうら店 小松1-4-27 825-0231 生鮮・食料品・雑貨・酒

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 食料品や雑貨品の宅配

3 （有）今井精肉店 神立中央1-5-8 831-0220 牛・豚・とり肉・自家製惣菜

4 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

5 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

6 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

7 ウエルシア土浦中高津店 中高津1-17-23 825-2201 医薬品・化粧品・雑貨・食品

8 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

9 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

10 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

11 小野酒店 川口1-3-138　モール505E104 821-2472 獺祭・富士大観・醸し人久平次

12 菓子処 さかぐち 中村南5-12-15 841-1614 和菓子・生クリーム大福

13 （株）カスミ 高津店 中高津1-15-9 824-9140 生鮮食品・一般品

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

15 （株）カスミ 中村店 中村南4-4-31 842-1813 食料品



16 ㈱カスミ並木店 並木3-8-1 821-8838 生鮮食品・一般品

17 （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

18 （株）カワチ薬品 土浦南店 中高津3-1-3 826-8400 医薬品・化粧品・雑貨・食品

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

20 菊池米店 大和町6-16 821-1166 米・もち米

21 久月 乙戸 荒川沖字西山403 842-5488 帆引きれんこん物語

22 久月 桜ヶ丘 桜ヶ丘50-21 823-4331 帆引きれんこん物語

23 久月 土浦市役所店 大和町9-1ｳﾗﾗﾋﾞﾙ 826-0339 帆引きれんこん物語

24 久月 並木 並木1-2-20 821-3975 帆引きれんこん物語

25 久月 本店 真鍋10-4 821-2035 帆引きれんこん物語

26 業務スーパー 土浦店 小岩田東1-5-28 835-2626 食品小売業

27 きらら館 大和町9-1 824-6110 土浦土産品・軽食

28 クスリのアオキ おおつ野店 おおつ野2-1-15 886-6070 医薬品・化粧品・日用雑貨

29 クスリのアオキ 桜ヶ丘店 桜ヶ丘町19-1 893-3655 医薬品・化粧品・日用雑貨

30 クスリのアオキ 千束店 千束町4-27 846-0431 医薬品・化粧品・日用雑貨

31 クスリのアオキ 中神立店 中神立町26-23 898-9225 医薬品・化粧品・日用雑貨

32 クスリのアオキ 真鍋店 真鍋5-6-16 846-0530 医薬品・化粧品・日用雑貨

33 クックY 土浦店 湖北2-2-1 826-3724 業務用・一般食品

34 クリエイトエス・ディー 土浦木田余店 木田余4582-2 825-3010 医薬品・化粧品・日曜雑貨・食品・菓子

35 栗山園 中央1-11-1 821-0668 茶・茶道具

36 黒田藤次郎商店 桜町3-7-6 821-0941 昆布・鰹節・和食材料

37 （有）高月堂 桜町1-6-15 823-3611 特製モンブラン

38 ココカラファイン 土浦真鍋店 真鍋4-21 817-2291 薬・化粧品

39 小松屋食品(株) 大和町5-3 821-0373 鰻と佃煮一筋百年余

40 桜井園 桜町3-11-12 821-1267 お茶

41 ジャパンミート 荒川沖店 卸町2-3-30 830-4129 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 スーパーマルモ 神立店 神立中央2-2-10 831-2360 食料品

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

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

46 すみれ調剤薬局 神立中央5-4-16 831-1411 医薬品

47 セブンイレブン 土浦中南店 中嵩久保1095-7 841-7768 おにぎり・弁当・ドリンク

48 セブンイレブン 白鳥店 白鳥町992-6 831-3374 コンビニエンスストア

49 セブンイレブン 土浦桜ヶ丘店 桜ヶ丘6-10 822-5559 おいしいお弁当

50 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

51 セブンイレブン土浦西根店 中村西根1990-9 841-6724 コンビニエンスストア

52 セブンイレブン 土浦真鍋店 真鍋6-2-10 822-1929 おにぎり・弁当・冷麺

53 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

54 創作和菓子 すぎやま 川口1-5-8 821-0677 和菓子

55 （株）タイヨー 土浦店 東真鍋町4-1 822-9571 食料品・雑貨

56 武井れんこん農園 田村町708 804-0485 贈答用れんこん

57 たなか薬局 田中3-1762-2 896-3347 処方箋・OTC

58 田中清月堂 桜町4-1-2 821-1087 和菓子

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

60 （株）ツルハ　土浦生田町店 生田町9-38 825-8268 医薬品・化粧品等

61 てらかど薬局 下高津2-6-27 821-6218 処方箋薬

62 常磐商店 沖宿町742-2 828-0440 うなぎ・白魚干・公魚干・佃煮

63 鶏一番　中村西根店 中村西根73-3 843-6077 からあげ

64 ドラッグストア セキ荒川沖店 荒川沖西1-18-26 837-7300 医薬品･化粧品･日用品

65 とりせん 木田余店 木田余4583 825-3330 食料品・家庭用品

66 ファミリーマート土浦駅東店 港町1-5-14 835-6430 コンビニエンスストア

67 ファミリーマート土浦おおつ野店 おおつ野1-1-1 835-6011 酒・食品・雑誌・文具・日用品

68 ファミリーマート神立中央一丁目店 神立中央1-16-2 832-6520 コンビニエンスストア

69 ファミリーマート土浦湖北店 湖北1-1-4 835-4775 食品・酒等

70 ファミリーマート土浦下坂田店 下坂田2035-3 830-6044 コンビニエンスストア

71 ファミリーマート土浦菅谷店 菅谷町字前原1273-1 834-8163 食品・日用品

72 ファミリーマート土浦都和店 都和1-4228-1 825-2551 コンビニエンスストア

73 ファミリーマート土浦並木一丁目 並木1-2-11 835-6011 酒・食品・雑誌・日用品

74 ファミリーマート土浦藤沢店 藤沢1019-1 829-3101 コンビニエンスストア

75 ファミリーマート 土浦摩利山新田 摩利山新田270-4 830-5105 おむすび・お弁当・飲料

76 フードマーケットカスミ土浦中神立店 中神立町26-9 833-3007 生鮮食品

77 ベジタブルみのわ 中央1-12-1 835-3455 くだもの

78 ベストリカー 土浦北店 真鍋4-2277-2 869-9671 お酒・食料品

79 前島製菓 真鍋3-1-29 821-0702 九万五千石

80 まちかど蔵 大徳 中央1-3-16 824-2810 土浦土産品・レンタサイクル

81 まちかど蔵「野村」 喫茶蔵 中央1-12-5 822-0081 コーヒー・カレー

82 ミニストップ土浦大畑店 大畑876-7 862-3611 おにぎり・お弁当・ファストフード

83 ミニストップ 土浦宍塚店 大字宍塚319-4 827-1733 弁当・飲料・ファーストフード・雑貨

84 矢口長太郎商店 荒川沖西2-4-11 841-0021 落花生

85 ヤックスドラッグ 荒川沖店 荒川沖東2-18-3 896-8061 ドラックストア

86 ヤマウチ 神立店 神立町字新田682-4 831-4017 食品・雑貨

87 やまや　荒川沖店 中村南4-11-13 843-7743 酒・食品・飲料

88 やまや　高津店 中高津1-22-7 886-3816 酒・輸入食品

89 ヨークベニマル 土浦生田町店 生田9-31 835-1021 食料品

90 ヨークベニマル 土浦真鍋店 真鍋新町20-19 825-0005 食料品

91 らすく工房 美sekiyama 中村西根1601 842-9742 土浦発！！心を込めた手作りラスク

⑩ 美容・理容

1 サブリナフェア　天川店 永国886-2 824-0477 カット・カラー・パーマ

2 サブリナフェア　神立店 中神立町5-6 834-7868 カット・カラー・パーマ

3 サブリナフェア　土浦店 東真鍋町2-15 824-7605 カット・カラー・パーマ



4 すがた美容室 桜町1-6-15 821-1607 美容業・美容室

5 Sora 中央2-1-11 846-5760 理容業・かつら

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

7 フレンド美容室 大岩田1369 822-6252 ヘナ・酸性パーマ使用

8 BOY美容室 中高津2-5-2 823-3010 カット・パーマ・カラー・

9 MEGUMI hair 中村南2-9-2 842-1157 理容・美容

⑪ 書籍

1 博英堂書店 荒川沖西2-5-1 841-0055 書籍・雑誌・文具・教科書

⑫ ホテル

1 ホテルアルファ・ザ・土浦 港町1-4-26 824-1211 宿泊

2 ホテルマロウド筑波 城北2-24 822-3000 宿泊及び飲食

⑬ 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 証明写真・記念写真

2 （株）阿部工業 中高津2-1-8 821-1209 給排水・衛生設備工事

3 うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル土浦生田町店 生田町9-31 896-5677 クリーニング業

4 うさちゃんクリーニング　木田余ショッピングモール店 木田余字一町田台4594-1 828-8889 クリーニング業

5 うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル土浦真鍋店 真鍋新町20-19 821-0722 クリーニング業

6 うさちゃんクリーニング　まるも摩利山店 摩利山新田116-1 842-8685 クリーニング業

7 （株）エコスマイル 中高津2-4-14 879-9633 オール電化・全館浄水器・害虫駆除

8 扇屋 城北町18-8 823-7567 きものクリーニング

9 （株）大久保写真館　天川店 中高津3-6-6 822-7518 記念写真・証明写真

10 （株）大久保写真館　桜町本店 桜町4-1-16 821-0993 記念写真・証明写真

11 （有）オーム 真鍋新町16-10 824-0006 総合建設・電気工事

12 （株）岡野設備工業所 乙戸南3-13-26 842-2830 水まわりのリフォーム

13 （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 カラープリント・カメラ

14 （株）コバヤシ建装 乙戸南2-8-26 842-6417 外壁と屋根塗装専門店

15 （株）作田屋 中央1-8-4 821-5063 家電・住宅設備機器・石油製品

16 JOYSOUND土浦 大和町4-1東郷ﾋﾞﾙ6F 835-0077 カラオケボックス

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 日用品･資材・ペット・ガーデニング

19 ジョイフル本田リフォーム 荒川沖店 中村南4-11-12 843-2211 リフォーム全般

20 ダイユーエイト 土浦おおつ野店 おおつ野8-164 897-3670 ホームセンター

21 （株）高橋塗料店 下高津4-12-4 821-6343 建築・自動車用塗料

22 たけなか寝装店 中央1-2-9 821-0150 布団・寝具全般

23 （株）千代田興業 神立中央5-35-6 831-1741 窓リフォーム工事

24 東部ガス（株） 茨城南支社 有明町2-49 821-1117 ガス機器・リフォーム

25 （株）仲澤写真館 中央2-13-12 821-0763 証明写真・記念写真など

26 ナカタカメラ 中央2-1-1 821-1029 DPE・カメラ用品・PC用品販売

27 プロタイムズ土浦店  （有）藤井塗装工業 上高津870-2 824-1710 塗替えリフォーム

28 ホームセンター山新土浦店 東真鍋町3-4 823-4701 生活雑貨・園芸用品他

29 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

30 マミークリーニング 荒川工場店 荒川沖4-37 841-4030 クリーニング

31 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

32 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

33 マミークリーニング  ピアタウン店 真鍋新町18-13 827-1700 クリーニング

34 ミスターキー茨城 蓮河原新町1-30 827-0690 合鍵

35 ㈱山本新聞店 大和町5-1 822-4311 新聞店

36 読売センター土浦高津 下高津3-6-39 823-5811 読売新聞

37 読売センター土浦北部 真鍋6-10-3 824-5155 読売・日経・茨城新聞各紙

38 （株）ラクスマリーナ 川口2-13-6 822-2437 遊覧船・キャンプ場

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 アニメイト － － 雑貨

5 アリス － － 婦人服・子供服

6 あさ川 － － 和菓子・洋菓子

7 イオンボディ － － 化粧品・雑貨・食品

8 いきなり！ステーキ － － ステーキ

9 イッカ － － 衣料大型専門

10 イルーシー３００ － － 300円均一雑貨

11 ASBee － － 靴大型専門

12 Up to You － － 服飾雑貨

13 一汁五穀 － － 和食

14 ヴィレッジヴァンガード － － 住居余暇大型

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

16 エースコンタクト － － コンタクトレンズ

17 エメフィール － － レディースインナー

18 大戸屋 － － 和食

19 オルベネ － － 婦人服・洋品

20 蔵出・焼き芋　かいつか － － 焼き芋

21 海鮮 三崎港 － － 和食

22 柿安 口福堂 － － 和菓子

23 カモン！カモン！ニューデリー － － カレー・ナン

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・婦人服

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 クローバーリーフ － － 靴

36 ケンタッキーフライドチキン － － FFスナック

37 COEN － － 婦人服・紳士服

38 ゴージ － － 婦人服

39 コートダジュールベベ － － 洋菓子

40 幸楽苑 － － ラーメン

41 こころ　by　YAMASHIN － － 仏具・仏壇

42 GODIVA － － チョコレート

43 サイゼリヤ － － イタリアンレストラン

44 さくらんぼ － － ファンシー雑貨

45 サーティワンアイスクリーム － － FCアイス

46 サコーシュ － － 鞄

47 サンマルクカフェ － － カフェ・軽食

48 ザ・ダイソー － － 食品・雑貨

49 ザ・ボディショップ － － 化粧品

50 THE SHOP TK － － 衣料大型専門

51 じぶんまくら － － まくら

52 燦来軒 － － 中華

53 CH one price － － 眼鏡

54 シージェーン － － 婦人服・ドレス

55 シネマサンシャイン － － 他大型専門店

56 島村楽器 － － 住居余暇大型

57 しゃぶしゃぶ美山 － － 和食

58 シャレル － － 婦人服・洋品

59 ジュエリー ツツミ － － 宝飾

60 GU － － 衣料大型専門

61 JINS － － 眼鏡

62 すき家 － － FC米飯

63 SUZUNOKI － － きもの

64 スターバックスコーヒー － － 喫茶

65 スタジオパレット － － 写真館スタジオ

66 スポーツオーソリティ － － 住居余暇大型

67 タオル美術館 － － タオル

68 TAKA:Q － － 紳士服

69 チチカカ － － 服飾雑貨

70 チュチュアンナ － － ランファン

71 築地 銀だこ － － FC焼物

72 土浦銀座惣菜店 － － 焼き鳥・惣菜

73 DHC － － 化粧品・雑貨・食品

74 ディズニーストア － － 住居余暇大型

75 出羽屋 － － 佃煮・珍味

76 ドクターエア － － 健康器具

77 ドラッグストアーズショップ － － ファミリーカジュアル

78 とんかつ和幸 － － 和食

79 日本橋からり － － 和食

80 日本橋屋長兵衛 － － 和菓子

81 ニュースタイル － － 生活雑貨

82 ノジマ － － 住居余暇大型

83 ハイパーショップ － － 携帯アクセサリー

84 ハートマーケット － － 婦人服

85 バーガーキング － － ハンバーガー

86 バーンズソーホーストリート － － 靴

87 Ｐｕｒｓｅ － － バラエティ雑貨

88 バケット － － ベーカリーレストラン

89 パスタの釜 － － パスタ

90 ハッシュアッシュ － － 婦人服・洋品

91 はなまるうどん － － FCうどん

92 ハニーズ － － 婦人服・洋品

93 パリスジュリエット － － 服飾雑貨

94 パレットプラザ － － カメラDPE

95 バンダレコード － － レコード・ＣＤ

96 B-Three － － 婦人服・洋品

97 プラスハート － － 生活雑貨

98 BREEZE － － 子供・ベビー

99 プリムローズ － － 婦人服・洋品

100 フレンズ － － 理容・美容

101 ヘアカラー専門店 fufu － － ヘアカラー専門店

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 － － エステサロン



108 ホビーゾーン － － ホビー・玩具

109 ボディリフレーヌ － － エステ・整体

110 鮪市場 － － 海鮮丼

111 マクドナルド － － FFスナック

112 マジックミシン － － 洋服リフォーム

113 三國屋善五郎 － － 茶

114 ミスタードーナツ － － ファーストフード

115 Museum24 － － 時計

116 未来屋書店 － － 住居余暇大型

117 無印良品 － － 住居余暇大型

118 メガネのクロサワ － － 眼鏡

119 モーニング － － 洋菓子(ヨーグルト)

120 モンディアド － － 宝飾・宝石

121 和(やわらぎ) － － 呉服・和装小物

122 ユニクロ － － 衣料大型専門

123 らあめん花月 嵐 － － FCラーメン

124 鹿鳴館 － － 洋菓子

125 Right-on － － 衣料大型専門

126 ラッシュドール － － まつ毛専門・ネイルサロン

127 Re-J － － 婦人服・洋品

128 リアット － － 靴修理・合鍵

129 リサイクルキング － － ブランド品・貴金属販売買取

130 龍泉餃子坊 － － 中華料理

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 ルディックパーク － － レディス

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

プレイアトレ土浦　（有明町1-30）

1 ル・サイク － 846-3192 自転車

2 タリーズコーヒー － 869-8870 カフェ

3 ミニストップ － 823-8131 コンビニ

4 ココカラファイン － 824-1771 ドラッグ

5 NANAIRO Eat At Home! － 825-7716 レストラン

6 阿部写真館 － 0120-545-724 フォトスタジオ

7 クーロンヌ － 886-5626 ベーカリー

8 天狼院書店 － 897-3325 書籍

9 志ち乃 － 886-5551 どら焼き

10 蔵出し焼き芋　かいつか － 886-9866 焼き芋

11 Hao2ごはん&Bar － 825-0802 中華スタンド&バー

12 SLOW JET COFFEE Cookie － 825-0818 カフェ

13 ラフィネ － 846-1165 リラクゼーション

14 ぼくらのキッチン － 080-7708-6423 クッキング

さんあぴお　（大畑1611）

1 アウトレットプラザ － 862-1300 アウトレット

2 癒し処ココロ － 862-1340 リラグゼーション

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 （株）エコス　新治SC店 － 833-4881 食料品

5 エスポアール － 862-1360 靴・衣料

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 ダイソー　新治SCさん・あぴお店 － 833-4551 食品・雑貨

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 美容室あぴお － 862-1362 美容室

14 平喜園 － 862-1333 お茶・海苔

15 リカーショップサトウ － 862-1310 酒・飲料・煙草

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 アルク － 823-1914 靴

4 アン・コトン － 824-6162 洋服直し

5 エムズ － 824-0334 婦人服

6 オークスブックセンター － 835-9055 書籍

7 亀じるし － 824-3723 和･洋菓子

8 久月 － 823-7211 和･洋菓子

9 ケンタッキーフライドチキン － 825-3773 フライドチキン

10 ジュエリー花 － 823-1414 時計・ジュエリー

11 スタイル・クリエイター － 826-8060 美容室

12 スマホステーション － 811-6078 携帯・パソコン修理

13 セリア － 896-7015 100円ショップ

14 茶十徳 － 824-3914 お茶

15 出羽屋 － 824-0933 つくだ煮

16 ニューシャルム － 823-9922 コーヒーショップ

17 ハニーズ － 826-8293 婦人服



18 パリミキ － 824-2286 メガネ・補聴器

19 ピザハット － 821-7810 ピザ販売・宅配

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 ベリテ － 826-0277 ジュエリー

24 マツモトキヨシ 土浦ピアタウン店 － 825-3912 医薬品・化粧品・健康食品

25 マミークリーニング － 827-0700 クリーニング

26 マリーナ － 824-6075 婦人服

27 ミセスのお店 かしむら － 826-5001 婦人服

28 明治屋化粧品 － 823-9067 化粧品

29 横浜田中屋 － 826-1557 そば

30 和布人形町 髙はし － 835-2027 呉服販売

JA水郷つくば農業協同組合

1 ＪＡ水郷つくば農業協同組合本店 田中1-1-4 821-0534 食品・れんこん加工品

2 ＪＡ水郷つくば中央支店 木田余3119-3 821-7300 農業関係資材・一般食品

3 ＪＡ水郷つくば支店 小松2-13-9 823-3888 農業関係資材・一般食品

4 ＪＡ水郷つくば西支店 粕毛705-2 821-4081 農業関係資材・一般食品

5 ＪＡ水郷つくば北支店 藤沢514-1 862-3521 農業関係資材・一般食品

6 ＪＡグリーンショップ土浦中央店 木田余3119-3 821-5811 農業関係資材・一般食品

7 ＪＡグリーンショップ土浦北店 藤沢514-1 821-1456 農業関係資材・一般食品

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

9 ＪＡサンフレッシュ土浦店 粕毛705-2 821-4826 農産物販売

10 ＪＡサンフレッシュ新治店 藤沢514-1 862-3573 農産物販売


