
★は実施予定
1 d払い、au ドラッグストアセキ伊奈栄店 栄2-5
2 d払い★、au★ 伊奈あきたや 栄2-69
3 d払い、au インドレストランニュージョティ"NEW JYOTY" 栄3-143-2松本ビル102
4 d払い、au つけ麺・らーめんGITTON 栄3-143-3
5 d払い、au おおの薬局 栄4-154
6 d払い、au セブンイレブン伊奈栄店 栄4-163-1
7 d払い、au (株)トウヨーネジ 小室1362-2
8 d払い、au JAさいたま　四季彩館直売所 小室2192-1
9 d払い、au 美容室Hide 小室2268-131

10 d払い、au （株）猪狩工務店 小室2268-145
11 d払い、au カナモリ産業株式会社 小室4684-5
12 d払い、au (株)イナセ 小室4706-4
13 d払い★、au (有)ワールド・モーター・サービス 小室5358-1
14 d払い、au ライトオート 小室5635-1
15 d払い、au スギドラッグ伊奈小室店 小室5640-2
16 d払い、au (有)富士自動車 小室5661-1
17 d払い、au 杜のヴィエント 小室6092-1
18 d払い、au リボルト埼玉北 小室7049-1
19 d払い、au セブンイレブン伊奈小室河原店 小室8214-1
20 d払い、au 西川ゆり園 小室9876
21 d払い★、au アカアカ８７ 小室10718-9
22 d払い、au ミニストップ伊奈中央店 中央1-46
23 d払い、au ドラッグセイムス伊奈中央店 中央1-225
24 d払い★、au (株)DCF（伊奈事業所） 中央1-270
25 d払い、au モナ生花 中央2-23
26 d払い、au 小僧寿し伊奈店 中央2-102
27 d払い、au (株)田口自動車 中央2-244
28 d払い、au (有)大西石油 中央3-1
29 d払い、au 一般社団法人　伊奈町観光協会 中央4-400
30 d払い、au 内田屋（ヤマザキショップ内田屋） 中央4-410
31 d払い、au (株)　エム・ワイサービス伊奈 中央4-191
32 d払い、au ほまれ鮨 中央5-350
33 d払い、au （株）木村電気 本町1-122-2高橋ビル1F
34 d払い、au ギガパール伊奈店 本町1-243
35 d払い、au ミニストップ伊奈本町店 本町2-53-1
36 d払い、au いずみ美容室 本町2-71
37 d払い★、au (有)矢部商事 本町2-74
38 d払い★、au くりの木　伊奈店 学園2-73
39 d払い★、au★ candy town 本町3-26
40 d払い、au セブンイレブン伊奈大針店 大針807-1
41 d払い、au セイコーマート伊奈大針店 大針1660-4
42 d払い、au シャンティ洋菓子店 寿2-87-4
43 d払い、au パン工房　ぱん田屋 寿2-132
44 d払い、au このはな指圧治療院 寿2-258
45 d払い、au 野本輪店 寿2-274
46 d払い、au 砂場（六道） 寿2-376
47 d払い、au ドラッグセイムス伊奈寿店 寿3-130
48 d払い、au ローソン伊奈寿三丁目店 寿3-173
49 d払い、au はぬき駅前α接骨院 学園2-22
50 d払い、au ドラッグストアセキ伊奈学園店 学園2-80
51 d払い、au BLISS cafｅ 学園2-85-1
52 d払い、au パティスリー ラ メゾンヴェール 学園2-85-2
53 d払い、au スギ薬局 伊奈店 学園2-188-1
54 d払い、au デノスタイル 学園2-188-1ウニクス伊奈2F
55 d払い、au 写真屋さん４５ 学園2-188-1ウニクス伊奈2F
56 d払い、au メガネスーパーウニクス伊奈店 学園2-188-1ウニクス伊奈1F
57 d払い、au ヴォーグ愛犬美容室 学園2-195-1
58 d払い、au セブンイレブン伊奈内宿店 内宿台3-17
59 d払い、au ドラッグセイムス伊奈内宿店 内宿台4-10
60 d払い★、au 斉藤油店 内宿台4-91
61 d払い★、au 中華dining福来門 小針新宿220-1

★は実施予定
62 d払い★ カラオケ　MAYU 栄6-74-1
63 d払い 杏林薬局　伊奈店 小室767-10
64 d払い★ (有)金井鈑金塗装工場 小室1389
65 d払い 細田食堂 小室5446-1
66 d払い★ (有)オートショップエフ 小室5448-1
67 d払い★ 居酒屋春 中央4-185
68 d払い サラダ館　伊奈中央店 中央5-342
69 d払い 菊池接骨院 寿2-332
70 d払い KOTOBUKI 寿2-258　プランドール藤華
71 ｄ払い 社会保険労務士・行政書士　山野智彦事務所本町3-12-2
72 d払い アシストライフ 大針1333-3
73 d払い すし処　きよ田 大針1655-8
74 d払い ドコモショップ伊奈学園店 学園2-79
75 d払い (有)エスケー交通 小針新宿356-1

★は実施予定
76 au (株)カースポット 栄6-83-1
77 au 武藤倫雄行政書士事務所 小室4684-5-201
78 au 菊池食料品店 小室7704-2
79 au (有)川田商店 小室7710-2
80 au ニッソウ管理（株） 本町2-314-101
81 au （有）野川石油 学園4-10

令和3年7月2日現在

伊奈町キャッシュレス決済キャンペーン実施店一覧

キャンペーン期間：令和３年７月１日（木）～８月３１日（火）まで
※本キャンペーンの予算上限に達した場合、終了予定時期より前にキャンペーンを終了する場合があります。


