
コロナに打ち勝て！！和光市プレミアム付き商品券取扱店一覧

順不同,令和3年3月18日現在

地区 店名・社名 店舗所在地 取扱商品・サービス

1 南 島忠 和光店 南1- 4-15 ホームセンター、家具販売

2 南 インテルナかわはた 和光店 南1-11-39-2F 家具、インテリア

3 白子 コジマ×ビックカメラ 和光店 白子1- 8- 5 家電製品

4 白子 株式会社ベルク和光白子店 白子3-10-50 食品、菓子、酒、雑貨等

5 新倉 いなげや 和光新倉店 新倉1-12- 1 スーパーマーケット

6 西大和団地 ファッションセンターしまむら 西大和団地店 西大和団地1-20 衣類、寝具、その他

7 西大和団地 株式会社ベルク和光西大和店 西大和団地4-1 食品、菓子、酒、雑貨等

8 丸山台 イトーヨーカ堂和光店 丸山台1- 9- 3 生鮮食品など

9 本町 ユニクロ 本町 4- 7エキア プレミエ 和光2F ファッション

10 本町 サミットストア シーアイハイツ和光店 本町31- 1 生鮮食品、一般食品、生活用品

地区 店名・社名 店舗所在地 取扱商品・サービス

12 下新倉 セブンイレブン和光下新倉店（㈲南平） 下新倉2-27-25 コンビニエンスストア

13 下新倉 ヨシダオートセンター㈱ 下新倉3-11-45 自動車販売、修理、車検

14 下新倉 カフェ クローバー 下新倉3-23-71 カフェ、喫茶店

15 下新倉 ピエールおそうじセンター 下新倉3-24-54 エアコンクリーニング、ハウスクリーニング

16 下新倉 ㈲リカアショップ河村屋 下新倉4-20- 2 お弁当、お酒、野菜

17 下新倉 そば処ふじ屋 下新倉4-20-16 日本そば、うどん

18 下新倉 ㈱芳永金物店 下新倉4-21-20 工具、金物、販売

19 下新倉 柳寿司 下新倉4-26-16 鮨、うなぎ、季節料理

20 下新倉 ㈱和光輸送 和光観光サービス 下新倉5- 5-26 旅行代理店

21 下新倉 ㈲柳屋商店 下新倉5- 6-55 食料品、酒、飲料水、洗剤、生活雑貨、他

22 下新倉 GROW ADD HAIR 下新倉5- 6-59 理美容・クリーニング

23 下新倉 風柳軒 下新倉5-14-82 中華料理

24 下新倉 ローソン 和光病院前店 下新倉5-19-35 コンビニエンスストア

25 下新倉 ㈱レインボーモータースクール 下新倉5-27- 1 教習所

26 南 ㈱丸善マテリアル本舗 南1- 1- 5 ラーメン、他

27 南 ㈲高橋工務店 南1- 6-25 リフォームなど

28 南 加山文具店 南1- 7-25 文具、教材、封筒印刷

29 南 ㈱lien 南1- 7-33 外壁、屋根、ふすまの張り替え、畳、造園、他

30 南 大鷹ラーメン 南1-10-19 ラーメン店

31 南 Indian Restaurant Durga 南1-10-29 インド料理

32 南 焼肉幸楽 南1-10-29 焼肉

33 南 ㈱TRUST 南1-13-53 内装業、リフォーム

34 南 aird aird.natsu@gmail.com 出張撮影、アルバム　　※メールにて予約承ります

35 南 ハロー越後山 南1-20 焼き鳥、煮込み、他

36 南 Ｙショップ和光柳下店（㈱柳下商店） 南1-20- 1 コンビニエンスストア

37 南 おかし工房 nicori 南1-21-62 ベーグル、お菓子等

38 南 和光市就労継続支援事業所 ワンステップ 南1-23- 1 リサイクル品販売

39 南 すまいるカフェ（和光市社会福祉協議会） 南1-23- 1和光市総合福祉会館1F 喫茶、パン販売、他

40 南 新リンパサロン和光南 南1-25- 3 整体、リンパテクニック

41 南 TantoTanto 南1-25-22GreenBio101 洋食、創作料理

42 南 内外 南1-29- 7-113 塗装業

43 白子 ジェームス光ヶ丘店 白子1- 3-40 カー用品

44 白子 冨澤屋酒店 白子1- 4- 8 酒、食料品

45 白子 山部中小企業診断士事務所 yamabekohei0119@gmail.com 創業支援コンサルティング　　※メールにて予約承ります

46 白子 極楽湯 和光店 白子1- 7- 6 スーパー銭湯

47 白子 ダイシャリン和光店 白子1-15- 3 自転車販売、修理

48 白子 カフェ＆Bar ハレバレ 白子1-18- 3-103 定食、ラーメン

49 白子 ビールボール謎 白子1-18- 3本丸マンション102 唐揚げ（持ち帰り）、店内飲食

50 白子 冨澤家 白子1-24- 9 日本そば店

51 白子 ㈲エーエスティ（AST） 白子1-24-21 スポーツ自転車、マウンテンバイク、ＢＭＸ、子供用自転車

52 白子 イエローハット和光白子店 白子2- 2- 1 カー用品、自動車部品、自動車整備

53 白子 ホワイト急便和光市白子SK店 白子2- 9-26 クリーニング業

54 白子 生鮮スーパーユネスコ 白子2- 9-26 生鮮食品

55 白子 CAUTION's motor cycle shop 白子2-10- 2 バイク販売・修理

56 白子 ㈲パピルス 白子2-15- 1-1014 段ボールアート、クラフト

57 白子 ㈲富澤薬局 白子2-15-60 医療・薬・化粧品

58 白子 鮨金 白子2-19-23 にぎり寿司各種など

59 白子 ㈱仲村電気 白子2-22-23 電気工事

60 白子 ㈱米安商店 白子2-22-26 酒、食料品

61 白子 高桑自動車㈱ 白子3- 4-40 新車、中古車、板金、塗装、塗装、修理など

62 白子 ヤマザキショップいいだ 白子3- 7- 1 野菜、果物、パン、弁当、食品、他

63 白子 マート城山 白子3- 7- 1 野菜、果物、一般農産物

64 白子 手打ち蕎麦まつもと 白子3- 7- 3 蕎麦（十割蕎麦）

65 白子 スギ薬局 和光店 白子3-17-30 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨

66 白子 かつをぶし池田屋（㈲池田物産） 白子3-18-17 だし素材、食べる削り節

67 白子 ㈲大森商店 白子3-19- 5 自家製総菜、食料品

68 白子 ファミリーマート 和光白子３丁目店 白子3-20-10 コンビニエンスストア

69 白子 セイムス 白子店 白子3-22-15 医薬品、化粧品、生活雑貨、食品等

70 白子 ㈱宇野葬儀 白子3-29-59 葬儀全般、ギフト商品、ケータリング料理

71 白子 柳下寝具店 白子3-33-39 製造卸の店、めん綿布団

＜ 大型店 ＞

＜ 中小取扱店 ＞
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72 白子 ㈱愛育ベビー 白子3-38-47 ベビー用品レンタル、販売

73 新倉 そばもん和光市駅店 新倉1- 1- 4和光市駅北口構内 蕎麦、天ぷら、地酒、馬刺

74 新倉 御食事処濱松屋 新倉1- 1-34 洋・和食、創作料理

75 新倉 和光バーディーゴルフクラブ 新倉1- 3- 1 ゴルフ練習場

76 新倉 石井真テニスアカデミー 新倉1- 5-85 テニススクール

77 新倉 セブンイレブン 和光新倉店（㈲三栄商店） 新倉1- 8-59 コンビニエンスストア

78 新倉 パパピニョル 新倉1-10-76 洋菓子（アーモンドスイーツ）

79 新倉 ホワイト急便和光北口駅前通り店 新倉1-11-24 クリーニング業

80 新倉 あかつき鍼灸整骨院 新倉1-11-29-102 鍼灸マッサージ

81 新倉 グリーンルームフラワーズ 新倉1-12- 1 生花、花苗

82 新倉 新井整体治療院 新倉2- 1- 6 整体院

83 新倉 ㈱新倉造園土木 新倉2- 3-31 樹木の剪定、樹木や草花の植え付け、樹木・草花の販売

84 新倉 リトル・ベアー 新倉2- 5-11 パン

85 新倉 石田商事金物店 新倉2- 5-12 建築建物、工具、家庭用品

86 新倉 ㈱太郎寿司 新倉2- 5-13 寿司

87 新倉 ㈱ネットウイズ 新倉2- 7-55 パソコン、パソコン周辺機器の修理

88 新倉 ㈲宮前自動車 新倉2-13-55 自動車修理、販売

89 新倉 焼肉 寿苑 新倉2-28-24 焼肉

90 新倉 小池フード坂下ショッピングセンター 新倉2-29- 8 食料品

91 新倉 やきとり ふくちゃん 新倉2-29- 8 やきとり屋

92 新倉 ㈲加藤米穀店 新倉2-29-23 米の小売

93 新倉 ホワイト急便和光新倉店 新倉2-29-23 クリーニング業

94 新倉 ㈲大熊電機 新倉2-30-40 家電製品

95 新倉 天野医院 新倉3- 5-40 診療（保険外）

96 新倉 ㈱イシダ 新倉5- 8- 5山崎事務所203号 木製建具、アルミ製室内建具

97 新倉 大和タクシー㈲ 新倉7- 4-55 タクシー

98 新倉 セブンイレブン和光新倉８丁目店 新倉8- 1- 1 コンビニエンスストア

99 諏訪 あおぞら薬局 諏訪4-10 医薬品等

100 西大和団地 富士の採園 西大和団地1- 1-101 造園、庭の手入れ、門扉、駐車場

101 広沢 Kitchen KAWKAW HOUSE 広沢1-5和光市役所議会棟1F市民ロビー レストラン

102 広沢 和光市民文化センター サンアゼリア（和光市文化振興公社） 広沢1- 5 公演チケット（和光市文化振興公社主催・共催・助成公演）

103 中央 ㈱レーマン 中央1- 3- 1 チョコレート菓子

104 中央 ㈱ウエツハラモータース 中央2- 1-17 中古自動車販売、車検、修理、パーツ取付

105 中央 ㈱小川商会 中央2- 3-20 タイヤ販売、修理、整備

106 中央 ㈲毛塚電気商会 中央2- 3-21 家電製品

107 中央 ㈲牧島酒店 中央2- 3-22 酒販売

108 中央 THAI FOOD エリナ 中央2- 7-26 タイ料理レストラン

109 中央 レストラン ミッシェル 中央2- 9-24 洋食レストラン

110 丸山台 さつき薬局 丸山台1- 1-10 医薬品、健康食品、衛生用品

111 丸山台 ㈱つばめ学院 丸山台1- 2- 2グロワール丸山台1F 学習塾

112 丸山台 モスバーガー 和光市駅前店 丸山台1- 4- 3 ヴェルデ和光1F ファーストフード

113 丸山台 メガネスーパー和光イトーヨーカドー前店 丸山台1- 4-15 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器、他

114 丸山台 窓辺の絵本屋Canon 丸山台1- 8-11フジハイネス103 絵本

115 丸山台 くまざわ書店 和光店 丸山台1- 9- 3イトーヨーカドー和光店3F 書籍の販売

116 丸山台 ABC-MART イトーヨーカドー和光店 丸山台1- 9- 3イトーヨーカドー和光店2F その他小売業

117 丸山台 コイデカメラ和光店イトーヨーカドー店 丸山台1- 9- 3イトーヨーカドー和光店1F カメラ、写真プリント、証明写真撮影

118 丸山台 ファミリープラザ健康薬局 丸山台1- 9- 3イトーヨーカドー和光店1F 医薬品、健康食品、コロナ対策グッツ、消毒関連商品

119 丸山台 As of the past STORE 丸山台1-10- 4 F'sBOX B1F 輸入洗剤、雑貨、他

120 丸山台 寿し和 和香苑 丸山台1-10- 4 F'sBOX 2F 寿し、焼肉

121 丸山台 Link 和光支店 丸山台1-10- 4 F'sBOX 5F ダーツ、ビリヤード、酒

122 丸山台 ラ・タント 丸山台1-10- 5和光MHビル1F カット、カラー、パーマ、着付、アイラッシュ

123 丸山台 浩治郎 丸山台1-10- 6- 2F 焼き鳥

124 丸山台 ミヤモトドラッグ和光店 丸山台1-10-15 医薬品、化粧品、食品等

125 丸山台 加圧 鍼灸院 KAI-快- 丸山台1-10-18アントワープ平岡501 加圧トレーニング、美容鍼灸

126 丸山台 旬彩 和の香 丸山台1-11- 2F’sスクエア1F 和風居酒屋

127 丸山台 ヘアメイクエクラ 丸山台1-11- 2F’sスクエア1F カット、カラー、パーマ

128 丸山台 ファーレンピュア和光店 丸山台1-11- 2F’sスクエア2F カット、カラー、パーマ、着付

129 丸山台 美好 丸山台1-11-18 和菓子

130 丸山台 二代目 皐月 丸山台1-11-18 2F 焼き鳥

131 丸山台 道とん堀和光店 丸山台2- 4-20 お好み焼き、もんじゃ焼き

132 丸山台 理容スズキ 丸山台2- 7-22 理容室

133 丸山台 ウエルシア薬局和光丸山台店 丸山台2-11-21 医薬品、化粧品、食品等

134 丸山台 和光動物病院 丸山台2-12- 6-103 動物病院

135 丸山台 セブンイレブン和光丸山台店（㈲南平） 丸山台2-13-11 コンビニエンスストア

136 丸山台 リンガーハット埼玉和光店 丸山台3-10- 7 長崎ちゃんぽん、皿うどん、その他

137 本町 ラ・パスタ陶 本町 1- 7- 2 イタリア料理

138 本町 ㈲朝日屋 本町 1-13 酒

139 本町 田中屋菓子舗 本町 1-15 和洋菓子製造販売

140 本町 大和薬局 本町 1-17 医療・薬・化粧品

141 本町 ㈱アール・エフ・マネジメント 本町 1-17齋藤ビル4Ｆ 不動産手数料

142 本町 ㈱シードアイサービスミントグリーン和光店 本町 2- 6-103レインボープラザ1F 眼鏡、コンタクトレンズ、その他ケア用品等

143 本町 司法書士加賀屋パートナーズ 本町 2- 6レインボープラザ610 遺言作成、相続手続、会社設立等

144 本町 鉄板家 縁 本町 2-18ピュアパークヒルズ1F 居酒屋

145 本町 enishi 本町 2-18ピュアパークヒルズ1FA室 イタリアン、PIZZA、パスタ

146 本町 韓国料理明成館 本町 2-18- 2F 韓国料理、焼肉

147 本町 ㈱小澤商事 本町 3- 2 不動産手数料

148 本町 あんぽ法務行政書士事務所 本町 3- 2-402 遺書作成、相続手続き、終活サポート



149 本町 台湾式リラクゼーション健楽園 本町 3- 2-501 エステティックサロン（整体マッサージ）

150 本町 駅前商店ひまわり（㈱山西商事） 本町 3-13 野菜、果物、総菜、弁当、他

151 本町 さかなや道場和光市駅前店 本町 3-13タウンコートエクセルビル2F 海鮮居酒屋

152 本町 トモズ和光店 本町 3-23 一般薬品、生活用品の販売

153 本町 フロ プレステージュ 本町 4- 7エキア プレミエ 和光B1F 洋惣菜・スイーツ

154 本町 とんかつ新宿さぼてん 本町 4- 7エキア プレミエ 和光B1F とんかつ

155 本町 日本一 本町 4- 7エキア プレミエ 和光B1F 焼鳥

156 本町 京樽/すし三崎港 本町 4- 7エキア プレミエ 和光B1F 鮨

157 本町 スターバックス コーヒー 本町 4- 7エキア プレミエ 和光B1F カフェ

158 本町 R Baker 本町 4- 7エキア プレミエ 和光1F ベーカリーカフェ

159 本町 成城石井 本町 4- 7エキア プレミエ 和光1F 食品スーパーマーケット

160 本町 青山フラワーマーケット 本町 4- 7エキア プレミエ 和光1F 生花

161 本町 プレミィ・コロミィ/ことりパーティー 本町 4- 7エキア プレミエ 和光1F 生活雑貨

162 本町 タピオカスイーツBULLPULU 本町 4- 7エキア プレミエ 和光1F タピオカドリンク

163 本町 JINS 本町 4- 7エキア プレミエ 和光1F メガネ

164 本町 カルディコーヒーファーム 本町 4- 7エキア プレミエ 和光1F コーヒー豆・輸入品

165 本町 マツモトキヨシ 本町 4- 7エキア プレミエ 和光1F ドラッグストア・調剤

166 本町 コンタクトのアイシティ 本町 4- 7エキア プレミエ 和光1F コンタクトレンズ

167 本町 さち福やCAFÉ 本町 4- 7エキア プレミエ 和光3F 和定食

168 本町 すし松 本町 4- 7エキア プレミエ 和光3F 寿司

169 本町 北海道イタリアン ミア･ボッカ 本町 4- 7エキア プレミエ 和光3F 北海道イタリアン

170 本町 紅虎餃子房 本町 4- 7エキア プレミエ 和光3F 中国料理

171 本町 駅ビル　バルーチョ 本町 4- 7エキア プレミエ 和光3F カフェ・洋バル

172 本町 築地食堂源ちゃん 本町 4- 7エキア プレミエ 和光3F 海鮮丼・定食・魚酒場

173 本町 焼肉　ブリッヂ 本町 4- 7エキア プレミエ 和光3F 焼肉

174 本町 らくあ整骨院 和光院 本町 5- 5高橋ビル1F 整骨院内での保険外施術

175 本町 6selectshop 本町 5-13-102 メンズ服、小物、靴

176 本町 和光カイロプラクティックセンター 本町 5-15 山ビル1Ｆ-Ｂ 整体、リラクゼーション、ゲルマニウム温浴

177 本町 風風ラーメン 本町 6- 5 ラーメン店

178 本町 井口米穀店 本町 6- 9 米

179 本町 トンカツ揚ヤ 半仁前 本町 6-10 鈴木ビル2Ｆ トンカツ屋

180 本町 ㈲鈴木園芸生花店 本町 6-11 生花、花鉢、園芸資材、他

181 本町 やしま 本町 6-27 家庭料理、お酒

182 本町 Acatui 本町 6-27-1Ｆ イタリアンレストラン（イートイン、テイクアウト）

183 本町 とりやき 備中屋 本町 6-31 炭火焼鳥、居酒屋

184 本町 カラオケDININGくろべぇ 本町 6-31大熊ビル1F 主に和食

185 本町 SHERLOCK'S-WAKO 本町 7-29 コーヒー、ケーキ

186 本町 place 本町 9-  3-104 美容エステ

187 本町 エルパティオ 本町 9-41エクセント和光1F カット、カラー、パーマ、ネイル、アイラッシュ、着付

188 本町 小料理 嘉 本町 9-72grandir 和食、小料理、お酒

189 本町 ㈲中央電化 本町11- 1 家電品、家電修理・工事

190 本町 ㈲イーエム 本町11- 1-101 健康飲料水、生活用品等

191 本町 医療法人　慶仁会　田中医院 本町11- 1-101 診療（保険外）

192 本町 ネイルサロン MereMer 本町11- 3志幸29シンフォニーB1 ネイルサロン

193 本町 エステティックサロン アンシェル 本町11-3シンフォニー304 女性専用プライベートサロン

194 本町 クロシェット ドゥ ボワ 本町11- 8 洋食、新倉うどんパスタ、テイクアウト

195 本町 パティスリーくるみ 本町11-30 クレイドル本橋Ⅲ1F バースデーケーキ、焼菓子等

196 本町 Natural hair clinic salon PASHA 本町11-58 美容

197 本町 とんかつけやき 本町12- 7 とんかつ、お酒

198 本町 ワミレスフェイスエステルーム リュール 本町12-13 ピュアーレ101 化粧品、エステ※右記電話番号へ事前ご連絡の上お越しください。048-471-9643

199 本町 ツーテンジャック 本町12-29 コーヒー、ベーグルサンド、ケーキ

200 本町 ホルモン焼肉心福 本町12-33 焼肉店

201 本町 新倉うどん ひろとみ 本町12-33島田テナントビル1F-C 新倉うどん

202 本町 永利菜館 本町12-41 中華料理

203 本町 伊勢屋 本町13- 2 和菓子、おにぎり

204 本町 豊泉法律事務所 本町13-29 神山ビル2F 法律事務所

205 本町 リサイクルショップ パプー 本町13-30 子供服、婦人服、小物、ハンドメイド品、靴、バッグ

206 本町 ヘアーサロン スマイル 本町13-65 理容

207 本町 ピュアポイント 本町14－41ルモンテ和光1F カット、パーマ、カラー、ネイル、アイラッシュ

208 本町 ジョン・キッチン 本町15- 1 韓国家庭料理

209 本町 シンワオートサービス㈱ 本町15-38 自動車販売、整備

210 本町 ㈱ほけん部長 本町16- 5-204 生命保険、損害保険全般

211 本町 ㈲鈴木製麺所 本町16-18 新倉うどん、生そば、中華麺、他

212 本町 はんこ屋さん21和光店 本町17-1 印章・ゴム印・印刷

213 本町 学生の店ウエハラ 本町17- 7 学生衣料、学生服

214 本町 岡田酒店 本町17-56 酒類、灯油

215 本町 セブンイレブン 和光店（㈲ケーエスイー） 本町18- 3 コンビニエンスストア

216 本町 クローバー整骨院 本町19- 3-101 自由診療、骨艦矯正

217 本町 髙山サイクル和光店 本町20- 1 自転車販売、修理

218 本町 ドラックセイムス和光本町店 本町20-31 医薬品、化粧品、生活雑貨、食品等

219 本町 新倉写真館 本町22- 8 「家族の絆写真」記念写真撮影

220 本町 Bar casha 本町23-50レリア本町106 バー

221 本町 美容室B・e-u・p 本町23-50レリア本町106 一般美容

222 本町 ソウル苑 本町24-54 焼肉、韓国料理

223 本町 Lax Body Conditioning 本町26-67 エリア和光市本町101 姿勢改善整体、パーソナルトレーニング

224 本町 エスポアまるげん 本町31- 1 日本酒、ワイン、食品、菓子等

225 本町 トモズ 　シーアイハイツ和光店 本町31- 1サミット2F 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨



226 本町 コルモピア　シーアイハイツ和光店 本町31- 1サミット2F 衣料品販売


