四街道市プレミアム付商品券取扱店一覧
ＭＥＧＡドン・キホーテ四街道店
四街道まごころクリニック
ヴェルディ ヴィアーレ
煉華亭
飛鳥交通千葉株式会社
ＹＯＵＲＳ 四街道店
ダイソー ＭＥＧＡドン・キホーテ四街道店
れんが亭
Ｏｓｔｅｒｉａ Ｔｉｍｏｎｅ
め
い
わ
・
美
し
が
丘
・
和
良
比

株式会社 いまでや
ウエルシア薬局 四街道めいわ店
めいわクリニック
写真の森 シルフィー
まごころ訪問看護ステーション
せんどう 美しが丘店
ＡＯＫＩ 四街道店
タイヤ館 四街道店
ヤックスドラッグ四街道薬局
ヤックススーパーマーケット 四街道店
本格手づくりパンの店 ソレイユ
ケーヨーデイツー 四街道店
くすのき薬局 南口店
洋食 Ｋｅｎ－ｔａ
メガネストアー 四街道店
ライスﾞ歯科医院
ファッションセンターしまむら 四街道店
モスバーガー 四街道店
有限会社 山本産業
グリーンショップオオツカ 四街道店
有限会社 福島製菓店
有限会社 春日園本舗
大橋鳥肉店
有限会社 金親商事

丘
・
鷹
の
台
・
中
台
・
南
波
佐
間

生パスタ＆創作居酒屋 ティアモ

ヶ

四
街
道
・
旭

有限会社 江戸子屋 本店
千葉のピーナッツ 豆ひで
有限会社 大和屋書店
一の酉 四街道店
リストランテ ステラ
第一メガネ四街道店
ドラッグセイムス 四街道店
ファミリーマート 四街道小学校前店
ウエルシア 四街道津の守店
四街道駅クリニック
お好み焼き もんじゃ ももたろう
ベルサ
コスメティック ヨシカワ
三幸ずし
薬局 だいきち
マクドナルド四街道店

043-433-3810
043-309-8261
043-308-6610
043-432-0429
043-432-5440
043-432-6651
043-433-3153
043-432-1926
043-377-7744
043-432-1435
043-433-7001
043-433-7717
0120-433-171
043-312-1423
043-433-8331
043-433-8188
043-433-3711
043-312-0318
043-432-5521
043-432-4682
043-432-0701
043-312-3737
043-386-6660
043-420-5288
043-420-5522
043-420-5208
043-432-0076
043-422-2620
043-421-3207
043-422-2756
043-422-2838
043-422-0020
043-422-2956
043-422-3035
043-422-5000
043-422-2804
043-422-0203
043-424-8803
043-421-3001
043-421-1757
043-420-6116
043-304-2161
043-420-1040
043-304-7575
043-312-0555
043-422-5021
043-422-2706
043-422-1705
043-423-1295
043-423-8561

ディスカウントストア
診療所（訪問診療）
ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ・子供体操教室
焼肉
タクシー業
美容店
食品・雑貨の販売
飲食店
飲食店
酒類販売
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
病院
写真館 （七五三・成人式等）
介護事業所（訪問看護）
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
紳士服・ﾚﾃﾞｨｰｽ衣料品
ｶｰ用品
調剤薬局
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
ﾊﾟﾝ製造・販売
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ
薬局
飲食店
ﾒｶﾞﾈ・ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ・補聴器
歯科医業・口腔ｹｱ用品
総合衣料品販売
ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟ
米穀・燃料・ｶﾞｽ機器
青果物
菓子製造販売
落花生・お茶・のり
鶏肉・鶏卵の販売
落花生製品・製造販売
学生衣料・総合衣料
落花生・落花生加工品
書籍・雑誌・事務用品・教育備品
生パスタ・創作居酒屋
飲食店 焼き鳥
飲食店
ﾒｶﾞﾈ・ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ・補聴器
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
医療機関（窓口支払い）
お好み焼き・もんじゃ各種
婦人服小売（ﾌﾞﾃｨｯｸ）
化粧品販売・雑貨・ｴｽﾃ
寿司・居酒屋
調剤薬局
ハンバーガーレストラン

Icoba四街道1丁目
エスポワール
ミニコープ旭ヶ丘店

ヶ

四
街
道
・
旭

丘
・
鷹
の
台
・
中
台
・
南
波
佐
間

三河屋酒店
海鮮うまいもんや三代目つぼ八四街道店
ダンス＆ファッション ステージ
ヘアー イン・マサ
居酒屋 よろづや寅一
株式会社 鳥いち
べーぐるきっちん
Ｓａｌｏｎ Ｍ
よろづや千倉亭
有限会社 高宮商店
平蔵寿司
文具の大黒屋
カフェ＆スナック モカ
チャイナテーブル リトルチャンチャン
ナリタヤ たかの台店
東総自動車工業 株式会社
有限会社 粟飯原自動車
くすのき薬局
カフェ・デ・カルム
石山商店
中国料理 翠園
伊藤歯科クリニック
ドコモショップ 四街道店
ウエルシア 四街道鹿渡店
新・日本料理 豊山
株式会社 金光堂

043-312-8639
043-423-4175
043-433-0365
043-432-5220
043-423-3654
043-423-6644
043-424-0113
043-422-2600
043-423-8348
043-497-5488
043-488-6609
043-423-1186
043-432-1608
043-432-0982
043-432-3814
043-432-1784
043-432-0022
043-236-1915
043-432-0007
043-432-2636
043-304-2001
043-422-2144
043-432-2326
043-423-2459
043-423-8848
043-432-2555
043-433-3761
043-422-1192
043-422-2126

エムズ カフェ
鹿
渡
・
中
央

ホームベーカリーロッシュ
蜂谷薬局
千葉メガネ 四街道店
デニーズ 四街道店
有限会社 四街道自動車整備工場
ファミリーマート 四街道中央店
ファミリーマート 四街道駅北口店
マツモトキヨシ フォーレ四街道店
有限会社 永華楼飯店
キタガワ理容室
フラワーショップ むさしの
ダニーシューズ
株式会社ヤマタ゛電機テックランド四街道店
メガネハット 四街道大日店
株式会社 イトーヨーカ堂四街道店
クーキ
ラパックスワールド
ベリテ

1Ｆ

ロフト
くまざわ書店
新星堂レスポック
さくら平安堂
ザ・クロックハウス

飲食店（惣菜・お弁当販売）
洋品店
食品・住関連商品
一般食料品・酒
居酒屋
ﾀﾞﾝｽ用品・新作ﾄﾞﾚｽ・靴他
理容店
居酒屋
飲食店
ｶﾌｪ（ ﾍﾞｰｸﾞﾙｻﾝﾄﾞ・ﾗﾝﾁ)
ﾈｲﾙ・まつ毛ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ
居酒屋
食料品
寿司・仕出し懐石
文房具店
ｶﾗｵｹ・食事・飲物
中華料理・料理教室
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
自動車整備・販売
自動車整備・販売
医薬品・健康食品・医療用品
ｶﾌｪ・飲食店
青果・酒類等
飲食店
歯科医院
通信機器販売・各種手続き
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
日本料理
時計・宝飾修理
ｶﾌｪ・飲食店

043-421-0083
043-422-0972
043-423-4634
043-422-5911
043-422-4356
043-304-2021
043-422-3601
043-422-2411
043-422-2857
043-423-3250
043-422-2465
043-421-2631
043-309-5755
043-304-3301
043-422-1111
043-304-7218
043-304-8050
043-488-6381
043-424-2261
043-304-9311
043-421-5092
043-422-4185
043-422-2772

ﾊﾟﾝ製造販売
薬局
ﾒｶﾞﾈ・ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ・補聴器
ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ
車検・自動車整備等
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・調剤薬局
中華料理
理容室
生花・園芸・花関連商品
靴販売・障害福祉靴型装具作成
家電販売業
ﾒｶﾞﾈ・ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ・補聴器
総合小売業
宝石
服飾雑貨
宝石
文具・ﾎﾋﾞｰ
書籍
ＣＤ・ＤＶＤ・楽器
印章
時計

吉祥寺 菊屋
ハピンズ
お茶の小川園
なごみの米屋
オランダ屋
凛や
1Ｆ

ポッポ
ロッテリア
サーティーワンアイスクリーム
ミスタードーナツ
ケンタッキーフライドチキン
リンガーハット
銀だこ
白洋舎
富士メガネ
ＡＢＣ-ＭＡＲＴ
Ｔ’ｓ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
アカチャンホンポ
ハニーズ
ベルーナ
ラモードスギタ

２Ｆ 京のきもの屋「四君子」
クラフトハート トーカイ
コイデカメラ
ペットの専門店 コジマ
ジョイ
ポポラマーマ
ママのリフォーム
江戸子屋
ファミリーマート 四街道大日店
セブンイレブン 四街道大日桜ヶ丘店
ソフトバンク四街道
ｃｙｇｎｅ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ （ｼｰﾆｭﾍｱﾃﾞｻﾞｲﾝ）
眼鏡市場 四街道店
ウエルシア薬局 四街道大日店
お寿司の出前 いそのや
大
日
・
鹿
放
ケ
丘
・
下
志
津
新
田

コミ店(ｺﾐｾ)こっぺ
ダイソー四街道Ｍ２プラザ店
サンドラッグ四街道店
ヤックスドラッグ四街道大日薬局
ヤックスドラッグ四街道大日店
ピザーラ四街道店
有限会社 八洲
ハッピー洋品店
ボヌール洋菓子店
ファミリーマート いわさわ大日店
（株） いしいでんき
喫茶・食事 舞夢
理容室 フルール
メガネスーパー四街道店
ｆｌｅｕｒ
ウエルシア 四街道大日桜ケ丘店
ココス 四街道店

043-304-7501
043-304-9788
043-304-3206
043-422-3040
043-422-0418
043-312-8757
043-423-2410
043-304-3740
043-423-8631
043-423-8873
043-304-8118
043-497-3637
043-497-3158
043-304-1860
043-421-4101
043-304-4621
043-424-7721
043-304-0121
043-304-7330
043-497-5532
043-422-1780
043-304-7861
043-424-4331
043-304-7715
043-304-8611
043-421-5465
043-422-7821
043-424-1230
043-488-5105
043-304-8260
043-424-7117
043-304-2311
043-310-7656
043-304-2858
043-304-8272
043-304-4345
070-5360-9299
043-304-4171
043-304-8420
043-304-2100
043-304-2070
043-422-7900
043-422-4300
043-422-3840
043-423-4432
043-423-5071
043-422-2032
043-421-2966
043-421-1956
043-424-0205
043-421-1956
043-420-0031
043-420-1321

生活雑貨
生活雑貨
乾物
和洋菓子
和洋菓子
飲食店
ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ
ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ
ｱｲｽｸﾘｰﾑ
ﾄﾞｰﾅﾂ
ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ
飲食店
飲食店
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ﾒｶﾞﾈ
靴
婦人服（ﾐｾｽ）
子供服
婦人服（ﾔﾝｸﾞ）
婦人服
婦人服（ﾐｾｽ）
呉服
生地・手芸
ｶﾒﾗ
ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ
美容室
飲食店
ﾘﾌｫｰﾑ
学生服・学生衣料
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
携帯電話・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・各種ｱｸｾｻﾘｰ
美容室
ﾒｶﾞﾈ・ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ・補聴器
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
宅配寿司
ﾊﾟﾝ菓子製造販売
食品・雑貨の販売
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
調剤薬局
ﾄﾞﾗｯｸｽﾄｱ
ﾋﾟｻﾞ宅配 ﾋﾟｻﾞ販売
飲食店
婦人洋品
ｹｰｷ･ｸｯｷｰ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
家電製品
喫茶・お食事処
理容室
ﾒｶﾞﾈ・ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ・補聴器
美容室
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ

株式会社ヤオコー 四街道店
マクドナルド四街道大日店
洋服の青山 四街道店
鮨・海鮮料理 波奈 四街道店
大
日
・
鹿
放
ケ
丘
・
下
志
津
新
田

サイクルショップ

りんぐ

クスリのアオキ 四街道大日店
株式会社 キコー千葉
ＰＣ ＲＥＰＡＩＲ
ファミリーマート 四街道鹿放橋店
ファミリーマート 四街道鹿放ケ丘店
セブンイレブン 四街道鹿放ヶ丘西店
山田便利屋
(株)ユニクロ四街道店
株式会社 富沢工務店
ヤックスドラッグ四街道サントクプラザ薬局
ヤックスドラッグ四街道三徳プラザ店
スーパー三徳四街道店
ホームプラザナフコ四街道店
もねの里歯科
ドラッグセイムス もねの里モール店
ウエルシア 四街道もねの里店

も
ね
の
里
・
栗
山
・
千
代
田
・
物
井
・
池
花

セブンイレブン四街道物井店
パワー四街道店
ファミリーマート 四街道物井店
（株）ヨークマートもねの里店
セブンイレブン 四街道インター店
栗山房の駅
読売センター四街道北部
千代田グリーン歯科
理容カワカミ
有限会社 エンドー
(有)協和でんき
アオシカサイクル
ミニストップ 四街道物井店
サンキ四街道もねの里店
セリアもねの里モール店
トップマート 四街道店
クスリのアオキ 四街道千代田店
ケーズデンキ 四街道店
ビッグ・エー 四街道千代田店

市
外

生活協同組合ｺｰﾌﾟみらい ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ佐倉ｾﾝﾀｰ
生活協同組合ｺｰﾌﾟみらい ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ中央ｾﾝﾀｰ

043-420-0811
043-420-1741
043-424-6302
043-420-3987
043-424-0291
043-420-8676
043-422-8511
080-2211-6466
043-423-3105
043-304-3801
043-304-1455
090-5340-7800
043-304-2255
043-422-2851
043-304-3710
043-304-3122
043-304-3109
043-420-1271
043-290-9788
043-308-4363
043-304-8131
043-424-8805
043-424-.5761
043-304-8671
043-422-2262
043-304-7117
043-304-8238
043-423-9643
043-421-3018
043-423-7262
043-423-5269
043-422-9631
043-423-5604
043-433-5731
043-304-1233
043-235-7233
043-420-1116
043-488-6845
043-304-3200
043-421-1710
0120-608-215
0120-608-215

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰﾚｽﾄﾗﾝ
ｽｰﾂ･ﾌｫｰﾏﾙ(ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽ)
飲食店
自転車販売・修理
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
御中元・御歳暮・贈答品
ﾊﾟｿｺﾝ修理・設定・操作説明
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
便利業・サービス業
ｶｼﾞｭｱﾙ衣料品の販売
工務店
調剤薬局
医薬品・雑貨品
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・家具
歯科医院
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
千葉みやげ・野菜・切り花
新聞販売(読売新聞・他各紙)
歯科医院
理容室
文具店
くらしの家電・テレビ・エアコン等
自転車販売・修理
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
婦人・紳士・子供洋品・寝具等
100円ショップ
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
家電量販店
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
食品宅配(生活協同組合)
食品宅配（生活協同組合）

198 店

