
秩父市共通商品券「和同開珎」を利用できるお店 令和２年６月１日現在
地域 店舗名 業種
上町 （株）浅井紙工 印刷

石黒石材店 石材店
（有）写真のいのうえ 写真撮影
御菓子司 栄誠堂 土産販売（菓子）
オオムラ 衣料品店
岡田豆腐店 食品販売
グリコメグミルク 秩父販売所 食品販売
したら商店 食品販売
（有）島田商店 建築・設備関連
（有）タジマ薬局 エステサロン
田辺豆腐店 食品販売
第一産業（株） ガソリンスタンド
秩父ガス（株） 燃料取扱い
ホワイト急便中林本店 クリーニング店
ビューティーサロン美宝 理美容店
（株）矢尾百貨店１F食品コーナー 百貨店

中町 パソコン教室アタックス パソコン教室
（有）新舩造花店 葬祭
一丸 飲食店
（株）井上活版 印刷
（有）浦島商店 スポーツ用品店
割烹 かつら 飲食店
釜之上衣料品店 衣料品店
（有）キンカメ 時計・メガネ
理容室 クリーン 理美容店
（株）コダマヤ 靴販売
お食事 こはぎ 飲食店
（有）坂上建材 建築・設備関連
本家 松月 土産販売（菓子）
タカハシサイクル 自転車取扱い
秩父経木（株） 包装資材販売
レストラン 成田屋 飲食店
生花店 花秀 生花店
原島食品（企） 食品販売
串揚げばんや 飲食店
（有）藤澤印店 ハンコ取扱い
（有）ふじや 衣裳レンタル
ほんじん月灯 飲食店
ジーンズ まちだ 衣料品店



本町 （有）麻屋商店 酒屋
（有）新井薬局 薬局
石橋運動具店 スポーツ用品店
（有）永徳屋 仕出し弁当
かたなや 質屋
（株）寿屋 衣裳レンタル
さぬきや 飲食店
松林堂 土産販売（菓子）
世界商事（株） 飲食店
ふらんす美容室 理美容店
知々夫ブランド館 飲食店
談話室”集” 雑貨店
そばの杜 飲食店
知知夫手づくり工房 雑貨店
逸見織物出張所 雑貨店
蔵部るみん 飲食店
（有）宝来鮨 飲食店
（株）水戸屋本店 土産販売（菓子）
TOY SHOP みふね おもちゃ屋
山田屋陶器店 ギフト販売

宮側町 APACHE481-5 衣料品店
ありす 雑貨店
カフェテリア アンジュ 飲食店
井上理容院 理美容店
岩田豆腐店 食品販売
（株）インテリアコスゲ インテリア製品取扱い
ピザハウス 駅馬車 飲食店
喫茶エミール 飲食店
（有）大野木新聞店 新聞販売店
そば処 大むら 飲食店
Dining&Cafe TRAGHETTO 飲食店
（有）喜多園増田商店 お茶販売
（有）キング 飲食店
車屋本店 飲食店
弁当仕出し こいずみ 仕出し弁当
（有）三愛メガネ宮側店 メガネ販売
（株）清水金物 金物店
蛇の目ﾐｼﾝ工業（株）秩父店 ミシン取扱い
鈴木燃料（株） 燃料取扱い
ドラッグストアセキ秩父店 ドラッグストア
（株）薗田薬局 薬局



高山園 お茶販売
（有）辰巳屋 おもちゃ屋
（株）タビックスジャパン秩父支店 旅行代理店
秩父観光興業（株）秩父営業所 旅行代理店
（財）秩父地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ 土産販売
ほっとすぽっと秩父館 観光施設（土産・飲食）
つのはず食堂 飲食店
テルミー美容室 理美容店
デリカハウス 味弁 弁当販売
（有）中村靴店 靴販売
ナガハシ楽器店 楽器販売
（株）ノオミ 時計・メガネ・宝飾
レストラン白鳳 飲食店
武甲酒造 （株） 酒屋
ﾚｽﾄﾗﾝ ポムドテール 飲食店
松本製パン 食品販売
（株）丸真 薬局
ホルモンまるたか 飲食店
ファミリーレストランみのり 飲食店
（有）やすだ 雑貨店
ゆずりは 飲食店
四方田ガラス店 ガラス取扱い
美容室ヘアーズ・ラ・パレット 理美容店
(株)ワン・ユー 通信サポート

東町 染と呉服（有）あづまや 呉服店
新井呉服店 呉服店
（株）ウチダスポーツ スポーツ用品店
大関古美術 骨董品販売
（有）大村本店（飲食店） 飲食店
（有）加藤電器店 電器店
（株）カナイ設備 建築・設備関連
金子薬品 薬局
（株）小石川書店 書店
（有）擴文社印刷所 印刷
埼玉消防機械（株） 消防設備
（有）坂上商店 米屋
（有）シバヤマ洋品店 衣料品店
弁当仕出し「すぎた」 仕出し弁当
（有）わとく本舗 すしかつ 飲食店
お花畑駅前 高砂ホルモン 飲食店
（有）高橋商会 消防設備



（有）秩父写真館 写真撮影
珍達（飲食店） 飲食店
秩父 中村屋 土産販売（菓子）
（有）早川時計店 時計・メガネ・宝飾
福井葬祭 葬祭
（株）ベルク東町店 スーパー
（有）松村甘味食堂 飲食店
（有）松本屋（酒店） 酒屋
（株）丸岡設計 建築・設備関連
丸甲綿店 ふとん販売
（有）まるなか（飲食店） 飲食店
宮原園 お茶販売
（有）宮前薬局 薬局
八百好果実店 八百屋
（有）カメラのヤマギシ 写真撮影
ルビアン美容室 理美容店

番場町 あきしの 飲食店
（有）朝日屋 酒屋
（株）石川印刷 印刷
井上理容院 理美容店
安田屋 飲食店
きくやクリーニング店 クリーニング店
キョウセイ家電 電器店
パーラーコイズミ 飲食店
コスゲ写真館 写真撮影
薪窯ピッツァcomodo 飲食店
（株）精電舎 建築・設備関連
税理士法人秩父中央 税理士事務所
ソウル亭 飲食店
（有）武島家 飲食店
有限会社 タシロ カメラ販売
（有）玉木家 土産販売（菓子）
秩父まつり会館 観光施設（秩父夜祭）
（有）ちちぶベーカリー 飲食店
花勝 生花店
（有）花の高山 生花店
秩父ははそたい焼き 飲食店
パリー 飲食店
（株）パリジュール 衣料品店
（株）福島洋品店 衣料品店
香音 雑貨店



保泉ビニール ビニール販売
ベーグルの店マイルストーン 飲食店
（有）宮野前科学 学校教材販売
（株）宮前 建築・設備関連
（有）妙見 飲食店
手打ちそば 武蔵屋 飲食店
ローヤルクリーニング 矢島 クリーニング店
柳や鮮魚店 食品販売
（有）八幡屋本店 土産販売（菓子）
ヤング理容店 理美容店
よしむら 衣料品店
ワシントン靴店 靴販売

宮地町 相澤衣料品店 衣料品店
アイメガネ秩父店 メガネ販売
（有）浅見電化サービス 電器店
ウエルシア宮地薬局 ドラッグストア
（有）江口米穀 米屋
総合ﾍﾟｯﾄ秩父エンゼル ペットショップ
（有）笠原石油 ガソリンスタンド
関森商店 再生資源回収
タカハシサイクル 自転車取扱い
ホルモン焼 丹賀 飲食店
鶴見自動車商会 自動車整備
（株）ふたきや 仏具販売
（株）ベルク宮地店 スーパー
星野石油（株）秩父給油所 ガソリンスタンド
棒屋金物店 金物店
松沢商店 酒屋
三笠観光 ガソリンスタンド
（株）武蔵屋 飲食店
リフォームスタジオリセット 建築・設備関連
ＬａｄｙＢｉｒｄベルク宮地店 理美容店

大宮 （株）荷車屋 飲食店
ﾅﾁｭﾗﾙﾌｧｰﾑｼﾃｨ農園ホテル 宿泊施設
道の駅ちちぶ 土産販売

中村町 オリンピック秩父店 ホームセンター
すしやの家族 飲食店
タカノ（有） ギフト販売
田口輪店 自転車取扱い
（株）ベルク公園橋店 スーパー
オリンピック秩父店 ドラッグストア



渡辺菓子店 土産販売（菓子）
わへいそば 飲食店

道生町 桂月堂 土産販売（菓子）
（有）小池プロパン 燃料取扱い
さくら歯科 歯科医院
サロン ニューカット 理美容店
寿司亀 飲食店
寺内織物（株） 織物取扱い
Lady bird秩父 理美容店

桜木町 大むら分店 飲食店
河端酒店 酒屋
小島屋 土産販売（菓子）
（有）太陽 衣料品店
長谷川商店 雑貨商店
原嶋豆腐店 食品販売
平沢生花店 生花店
（有）ベニヤ 衣料品店

相生町 美容室  エレガンス 理美容店
クリーニング シノハラ クリーニング店
有限会社 秩父油業商会 ガソリンスタンド
棒柘産業（株） 工具販売
水戸屋製菓 土産販売（菓子）
ミヤギ靴店 靴販売
もみ美容室 理美容店
（有）やなぎや 飲食店
山田サイクル 自転車取扱い
山中電機商会 電器店

熊木町 赤岩精肉店 食品販売
あがつま 仕出し弁当
あさみ商店 燃料取扱い
アライ時計店 時計・メガネ
新井商店 クリーニング店
飯塚スポーツ スポーツ用品店
鉄板焼きの店 うめや 飲食店
太田甘池堂 土産販売（菓子）
中華料理 オリーブ 飲食店
（株）カネミツ設備 建築・設備関連
くまぎ 飲食店
（有）小室商店 種苗取扱い
斎藤薬局 薬局
斎藤染物店 染物取扱い



佐藤商店 －
三栄商事 －
志ま乃鮨 熊木店 飲食店
清水商店 建築・設備関連
（有）ビューティーサロンすがた 理美容店
中華料理 仙龍 飲食店
（有）長花亭 飲食店
日勝電機（株） 電器店
橋本屋製パン 土産販売（菓子）
房野輪店 自転車取扱い
（有）丸正 －
丸萬商店 燃料取扱い
（株）丸山工務店/MYワークス設計室 建築・設備関連
パーム・サロン 若草 理美容店

上野町 浅見木工所 木工製品取扱い
モンマートいのうえ コンビニ
ヘアーサロン うめむら 理美容店
きのじや ギフト販売
（有）栗原新聞店 新聞販売店
（株）コーワ電器 電器店
（株）清水金物 上野町営業所 金物店
葬祭・石材 すずかめ 葬祭
（有）関野木材 木工製品取扱い
タカヤマ理容店 理美容店
秩父ハイヤー（株） タクシー
東京苑 飲食店
豆煎穂 仕出し弁当
富田商店 酒屋
（株）ナカザワ 建築・設備関連
おしゃれ工房 衣料品リフォーム
くまざわ書店 書店
紳士服のコナカ 秩父店 衣料品店
サーティワンアイスクリーム 飲食店
サンドラック ドラッグストア
タリーズコーヒー 飲食店
ザ・チャレンジ秩父 雑貨店
ホワイト急便 クリーニング店
モスバーガー 飲食店
ヤオコー秩父上野町店 スーパー
Ｒｅａｌｉｚｅ 理美容店

野坂町 ホンダカーズ秩父中央秩父店 自動車販売



インドカレーハウス秩父ガネーシャ 飲食店
（有）三愛メガネ野坂店 メガネ販売
四分一商店 酒屋
西武秩父駅前温泉祭の湯 土産販売
立花 飲食店
（有）ニューみとや 土産販売（菓子）
理容 フジタ 理美容店
目崎京染店 呉服店
木亭 飲食店

日野田町 （有）飯野商店 燃料取扱い
美容室  ＷＡＶＥ 理美容店
寝装と洋品えはら クリーニング店
坂本電器店 －
大雲 飲食店
高橋オリリーサロン 衣料品店

下郷 ドラッグ・イチワタ秩父永田店 ドラッグストア
島田畳店 畳店
上州屋製菓 土産販売（菓子）
クリーニングのすねや クリーニング店
でんきのタジマ 電器店
田端東洋治療院 鍼灸院
パシオス（株）田原屋 衣料品店
秩父塗料商会 建築・設備関連
ファミリー電化 電器店
不二家秩父永田店 土産販売（菓子）
（株）ヤオヨシ 永田店 スーパー

尾田蒔 （有）伊藤サッシ 建築・設備関連
内田商店 －
（有）尾張屋 事務用品取扱い
カットハウス シザーズ 理美容店
香林 飲食店
共和電機（株） 建築・設備関連
黒沢商店 飲食店
嶋崎自動車整備工場 自動車整備
（株）愼栄 土産販売（菓子）
（有）せせらぎ荘 宿泊施設
（株）秩父シティ交通 貸切バス
フローラ舞 ギフト販売
ヘアーサロン マイスター 理美容店
もっちゃん 飲食店
（株）八木商店 コンビニ



（有）八木無線商会 電器店
影森 （有）アザミ電気 電器店

新井ぶどう園 フルーツ狩り
新井木工所 木工製品取扱い
出浦輪店 自転車取扱い
ウエルシア影森薬局 ドラッグストア
ファッション オオサワ 衣料品店
大島うどん 飲食店
（株）カインズホーム秩父店 ホームセンター
久保商店 酒屋
栗原新聞店 新聞販売店
グリーンケア秩父店 介護・福祉用具取扱い
（株）斎藤家電 電器店
（有）昌楽 飲食店
十一屋酒店 酒屋
スカット理容室 理美容店
セブンイレブン秩父影森店 コンビニ
孫悟空 飲食店
手打そば田中屋 飲食店
土谷商店 燃料取扱い
橋本製菓舗 土産販売（菓子）
浜田輪店 自転車取扱い
タイヤガーデン秩父 自動車用品店
（株）ベルク影森店 スーパー
星野石油（株） ガソリンスタンド
マツモトキヨシ秩父影森店 ドラッグストア
三千乃家 飲食店
メガネのヤマモト 時計・メガネ

原谷 ウエルシア秩父黒谷薬局 ドラッグストア
オートバックス秩父店 自動車用品店
（有）大野原ボディー 自動車整備
きくや酒店 酒屋
栗助 土産販売（菓子）
秩父オートCLSサービス工場 自動車整備
秩父バリアフリー館 介護・福祉用具取扱い
（有）秩父薬局 薬局
（有）ハリカ秩父 ギフト販売
雅紀屋 飲食店
マツモトキヨシ秩父大野原店 ドラッグストア
ヤオコー秩父大野原店 スーパー
ヤクシン電器 電器店



（株）和銅鉱泉旅館 宿泊施設
山田 新益商店 酒屋

（有）今泉薬局 薬局
コープみらいコープデリ秩父センター 生協
セブンイレブン秩父山田店 コンビニ
高柳輪業 オートバイ取扱い
（有）ダイワ電器 電器店
秩父茶屋 飲食店
若林商店 雑貨商店

その他 （有）岡田屋商店 雑貨商店
小林商店 雑貨商店
さくら産業（株） ふとん販売
そば処長尾根 飲食店
秩父ミューズパーク PICA秩父 宿泊施設
（株）矢尾本店 酒づくりの森 酒屋

荒川 （有）新井商店 雑貨商店
（有）荒川水産 日向店 雑貨商店
（株）櫻井太傳治商店 酒屋
佐々木豆腐店 食品販売
（有）山宝 宿泊施設
柴崎製菓 土産販売（菓子）
（有）秩父きのこの里 鈴加園 飲食店
そば処 和味 飲食店
そば福 飲食店
太鼓亭 飲食店
（有）ちちぶ路 飲食店
にしき 飲食店
浜野商店 －
福島屋 飲食店
福寿し 飲食店
松葉亭 飲食店
手打ちそば 水沢 飲食店
民宿 三原 宿泊施設
もっちゃん 衣料品店
（株）ヤオヨシ 荒川店 スーパー
（株）谷津川館 宿泊施設
さくら湖食堂 飲食店

大滝 仲店 －
（有）みやま商店 雑貨商店

上吉田 新井商店 雑貨商店
今井菓子店 土産販売（菓子）



風間商店 雑貨商店
木下肉店 食品販売
嶋田屋酒店 酒屋
高岸屋 －
理容 なかじま 理美容店
松本商店 雑貨商店

吉田 新井輪店 オートバイ取扱い
Ｙショップ いづみや コンビニ
（有）井上自動車 自動車整備
岡本菓子店 土産販売（菓子）
カフェまいん 飲食店
（株）清水スチール 建築・設備関連
セブンイレブン秩父吉田町 コンビニ
勅使河原製菓（株） 土産販売（菓子）
でんきのタカギシ 電器店
鳥よし 飲食店
（有）引間石油店 ガソリンスタンド
丸山菓子店 土産販売（菓子）
吉田屋 菓子店 土産販売（菓子）
龍勢茶屋 飲食店
デリカフェ和・てーら 飲食店


