T E L ：■■■■■■■■■■■■■■■■■■
業種：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
特典：■■■■■■■■■■■■■■■■■

（平成27年4月17日現在）

★㈱東栄

★寿し

★おおの薬局

★㈱中原工業

★すし処

★大針電気商会

★㈱エム・ワイサービス伊奈

★砂場（小室）

★cafe BLANCO

★懐石料理さとし

★㈱モリタ電器

★セカンドガーデン

★CYCLE SHOP CIELO（サイクルショップシエロ）

★カットハウス

★㐂久寿司

★セブンイレブン伊奈大針店

★菊池食料品店

★セブンイレブン伊奈栄店

共通券・専用券 が

住所：□□□□□□□□□□□ TEL：□□□□□
業種：□□□□□□□□□
主な取扱品：□□□□□□□□□□□□□
★特典：■■■■■■■■■■■■■■■■■

伊奈町地域限定

利用できる店舗

プレミアム付

伊奈町キャラクター

「伊奈ローズくん」

商品券取扱店

共通券 のみ

利用できる店舗

★JAあだち野

四季彩館直売所

住所：伊奈町小室2192-1
TEL：723-6219
業種：小売
主な取扱品：地元野菜、花、米

★ニッソウ管理㈱

伊奈営業所

住所：伊奈町本町2-314-101
TEL：796-0938
業種：サービス
主な取扱品：ハウスクリーニング、害虫防除

★ビッグ・エー

伊奈栄店

住所：伊奈町栄3-82
TEL：723-2796
業種：小売
主な取扱品：食料品、酒、日用品

★□□□□□□□□□□□□

住所：伊奈町栄4-154
TEL：722-6574
業種：小売
主な取扱品：保険調剤、一般用医薬品、化粧品

伊奈町キャラクター

「伊奈ローズちゃん」

住所：伊奈町小室11064 TEL：796-0445
業種：飲食 主な取扱品：ドリンク（コーヒー、紅茶、ジュース類）、
うどん、パスタ、パン、ケーキ ★特典：セットメニューご注文
のお客様に限り、次回来店時ご利用できる100円引き券の進呈
住所：伊奈町寿2-193 TEL：878-9697
業種：小売、サービス 主な取扱品：スポーツバイク（ロードバイク、
マウンテンバイク、クロスバイク）、自転車 ★特典：5万円以上の自
転車を購入された方に限り2,000円分のオプションプレゼント

住所：伊奈町大針764-3
TEL：722-0279
業種：小売、電気工事
主な取扱品：家電品販売修理

住所：伊奈町小室9716-5
TEL：722-7096
業種：飲食
主な取扱品：懐石料理、各種定食

住所：伊奈町寿3-124
TEL：728-1508
業種：サービス
主な取扱品：理容業

パピヨン

住所：伊奈町大針320
TEL：721-5921
業種：建設
主な取扱品：建築、リフォーム

住所：伊奈町小室9717-2 TEL：722-6339
業種：建設
主な取扱品：エクステリア、庭のリフォーム、
外壁、ブロック工事

住所：伊奈町小室9627 TEL：721-0415
業種：サービス
主な取扱品：清掃、ハウスクリーニング
★特典：2万円以上ご利用のお客様に限り10%OFF

住所：伊奈町大針469-1
TEL：721-2071
業種：小売
主な取扱品：家庭電化製品、オール電化製品

住所：伊奈町小室4650-1
TEL：721-4937
業種：飲食
主な取扱品：にぎり寿司、ちらし寿司、巻寿司

京（みやこ）

住所：伊奈町小室9451
TEL：722-3902
業種：小売
主な取扱品：巻物、いなり、にぎり寿司

きよ田

住所：伊奈町大針1655-8
TEL：721-6825
業種：飲食
主な取扱品：すし、仕出し料理

住所：伊奈町小室9657-1
TEL：722-8882
業種：飲食
主な取扱品：そば、うどん

住所：伊奈町大針1533
TEL：723-3828
業種：小売
主な取扱品：花

住所：伊奈町大針807-1
TEL：723-4752
業種：小売
主な取扱品：コンビニエンスストア

★TSUTAYA伊奈店

★美容室Hide

★亜細亜プロパン瓦斯㈱

★カナモリ産業㈱

★伊奈とらや

★ファッションセンターしまむら伊奈店

★一福寿司

★金子洋品店＆サラダ館伊奈中央店 ★ケーキの店ドルチェ

★蕎麦きり

★ヴィエント

★マクドナルド伊奈町店

★伊奈あきたや

★カフェテラスゆずき

★小僧寿し伊奈店

★そば処

砂場

★ウエルシア伊奈栄店

★マツモトキヨシ伊奈羽貫駅前店

★伊奈カルチャーシモハラ

★㈱伊奈石油

★埼玉屋酒店

★大国屋

佐々木米穀店

★おおぎやラーメン埼玉伊奈店

★マルエツ伊奈店

★いな物産館

★㈱カースポット

★斉藤油店

★ダイハツ伊奈販売ターボ伊奈

★㈱ヤオコー伊奈店

★メガネスーパーウニクス伊奈店

★イナブング

★㈱菊池ハウジング

★さくら通り整骨院

★タウンショップかとう

★ギガパール伊奈店

★ワークマン伊奈羽貫店

★岩村電気工業

★㈱くりの木

★酒と肴

★中華料理

★内田クリニック

★㈱小坂商会

★サンクス伊奈本町店

★つけめん美豚

住所：伊奈町学園2-188-4 TEL：720-7846
業種：小売
主な取扱品：レンタルDVD・CD、本、販売CD・
DVD・GAME

住所：伊奈町学園2-177-1 TEL：876-8575
業種：小売
主な取扱品：自家製あん手造り和菓子
（練り切り、どら焼他季節の和菓子）

住所：伊奈町小室6093-3
TEL：722-1923
業種：飲食
主な取扱品：イタリア料理、自家焙煎珈琲

住所：伊奈町栄6-60
TEL：720-5530
業種：小売
主な取扱品：医薬品、家庭用雑貨、食品他

住所：伊奈町学園2-107
TEL：724-3033
業種：飲食
主な取扱品：ラーメン

住所：伊奈町学園2-188-1
TEL：720-2211
業種：小売
主な取扱品：食料品、雑貨

住所：伊奈町本町1-243
TEL：721-8791
業種：小売
主な取扱品：食品

★斉藤ローズ

住所：伊奈町小室9924
TEL：721-2786
業種：小売
主な取扱品：ばら切花

住所：伊奈町小室2268-131
TEL：721-4021
業種：サービス
主な取扱品：美容

住所：伊奈町小室5132-1
TEL：720-2715
業種：小売
主な取扱品：衣料品、服飾小物、寝具、インテリア

住所：伊奈町栄3-48
TEL：723-3580
業種：飲食
主な取扱品：ハンバーガー

住所：伊奈町寿3-130
TEL：728-6291
業種：小売
主な取扱品：医薬品、健康食品、化粧品、日用品

住所：伊奈町寿3-94
TEL：728-6530
業種：小売
主な取扱品：生鮮食料品、一般食料品、日用品

住所：伊奈町学園2-188 B1-16
TEL：720-0133
業種：小売
主な取扱品：メガネ、コンタクト、補聴器

住所：伊奈町学園2-131
TEL：723-8815
業種：小売
主な取扱品：作業服、作業用品

共通券・専用券 が
利用できる店舗

住所：伊奈町小室2261-3
TEL：721-3472
業種：小売
主な取扱品：ガス機器

住所：伊奈町小室9803-3
TEL：723-0296
業種：飲食
主な取扱品：定食、夕方より寿司、定食

住所：伊奈町栄2-69
TEL：722-2647
業種：飲食
主な取扱品：ちゃんこ鍋、ジャンボ唐揚、刺身

住所：伊奈町寿2-368
TEL：723-0651
業種：小売
主な取扱品：学校衣料

住所：伊奈町学園2-188-1
TEL：722-2619
業種：小売
主な取扱品：地場産野菜・米、伊奈町特産品、酒

住所：伊奈町寿4-26
TEL：721-0135
業種：小売
主な取扱品：文具、事務用品、スチール製品

住所：伊奈町本町1-13
TEL：722-0949
業種：電気設備
主な取扱品：エアコン、LED関係機器

住所：伊奈町内宿台5-4
TEL：728-9296
業種：有床診療所
主な取扱品：医療機関

住所：伊奈町小室4684-5 TEL：722-8601
業種：住宅設備業
主な取扱品：キッチン・ユニットバス･便器・エアコン
★特典：粗品進呈

住所：伊奈町小室5165-1
TEL：722-4006/722-4029
業種：小売
主な取扱品：総合衣料、学生服、贈答品

住所：伊奈町本町2-55
TEL：723-7645
業種：飲食
主な取扱品：カラオケ・コーヒー

住所：伊奈町小室4706-4 TEL：721-2775
業種：小売 主な取扱品：ウォシュレット、コン
ロ、給湯器、蛇口、手すり
★特典：出張費無料

住所：伊奈町栄6-83-1 TEL：723-9977
業種：小売 主な取扱品：新車中古車販売、車検、修理、鈑金、
保険 ★特典：エンジンオイル交換1回サービス（新車中古車は
1回目点検時。車検・修理は30,000円以上利用にて）

住所：伊奈町小室5480 TEL：721-1019
業種：建設
主な取扱品：リフォーム工事
★特典：粗品進呈

住所：伊奈町学園2-73
TEL：699-2674
業種：飲食
主な取扱品：ラーメン

住所：伊奈町小室10041-3 TEL：722-2441
業種：小売
主な取扱品：防災用品販売、電動工具、保安用品、
物置倉庫

住所：伊奈町小室7704-2 TEL：721-1526
業種：小売
主な取扱品：鮮魚
★特典：サービスカード進呈

住所：伊奈町寿3-124 TEL：728-1738
業種：小売 主な取扱品：ケーキ、焼き菓子
★特典：500円以上お買い上げで＂いなまちーず＂
1ヶプレゼント

住所：伊奈町大針782-1
TEL：720-1070
業種：小売
主な取扱品：寿し

住所：伊奈町栄3-159-1
TEL：722-6448
業種：小売
主な取扱品：酒、ジュース飲料、お菓子

住所：伊奈町内宿台4-91 TEL：728-0828
業種：小売
主な取扱品：燃料販売及び住宅設備

住所：伊奈町寿3-157
TEL：723-8722
業種：サービス
主な取扱品：柔道整復

呑ん貴

住所：伊奈町栄6-65-5 TEL：872-7696
業種：飲食 主な取扱品：居酒屋サービス
★特典：プレミアム付商品券の方は生ビール半額
（1杯のみ）

住所：伊奈町本町3-78
TEL：721-0186
業種：小売
主な取扱品：淹れたてコーヒー、酒

住所：伊奈町栄4-163-1
TEL：721-3328
業種：小売
主な取扱品：コンビニエンスストア

さいとう

住所：伊奈町小室9819-1
TEL：722-2725
業種：飲食
主な取扱品：日本そば

住所：伊奈町寿2-376
TEL：722-3026
業種：飲食
主な取扱品：日本そば

住所：伊奈町小室7979
TEL：721-2720
業種：小売
主な取扱品：米、雑貨

住所：伊奈町栄4-89
TEL：722-1201
業種：小売
主な取扱品：自動車販売、整備

住所：伊奈町寿2-402
TEL：721-3009
業種：小売
主な取扱品：酒、食品

万楽

住所：伊奈町大針1155-126 TEL：722-2248
業種：飲食
主な取扱品：中華料理
（チャーハン、ラーメン、ギョーザなど）

住所：伊奈町栄1-71 TEL：723-1618
業種：飲食 主な取扱品：つけめん、ラーメン
★特典：ラーメン一杯500円、つけめんまたはラー
メン＋全部のせ＋餃子＋ソフトドリンクを1000円

★トヨタカローラ埼玉㈱ 伊奈店

★ABILITY

★うどん康

★㈱商工葬祭

★写真屋さん45ウニクス伊奈店

★手打そば

坂東太郎

★ドラッグストアセキ 伊奈栄店

★Bar 101

★鰻八

★㈱田口自動車

★シャンティ洋菓子店

★手打そば

黒川

住所：伊奈町寿3-5-2 TEL：0120-76-5941
業種：小売
主な取扱品：新車、中古車、保険、携帯電話、
車検、法点、板金

住所：伊奈町栄2-5
TEL：720-5550
業種：小売
主な取扱品：医薬品、雑貨、食品

住所：伊奈町学園2-188-1ウニクス伊奈内
TEL：720-1515
業種：サービス
主な取扱品：美容室

住所：伊奈町本町1-266
TEL：689-3930
業種：飲食
主な取扱品：Bar サービス

住所：伊奈町寿4-123
TEL：722-1248
業種：飲食
主な取扱品：うどん

住所：伊奈町本町3-64
TEL：722-2743
業種：飲食
主な取扱品：川魚料理

住所：伊奈町小室5215-1 TEL：720-1971
業種：葬祭業
主な取扱品：葬儀施行（法事等）
★特典：エンディングノート進呈

住所：伊奈町大針761-1
TEL：721-5055
業種：サービス
主な取扱品：車両販売、車検、鈑金、整備

住所：伊奈町学園2-188-1
TEL：721-5645
業種：小売
主な取扱品：写真関係

住所：伊奈町寿2-87-4
TEL：728-2116
業種：小売
主な取扱品：ケーキ、焼き菓子、ジャム

住所：伊奈町栄1-81
TEL：722-7353
業種：飲食
主な取扱品：そば、うどん

住所：伊奈町小室9774
TEL：723-7348
業種：飲食
主な取扱品：手打そば、定食

