前橋東部商工会プレミアム付商品券 取扱店一覧
登録番号 地 区
87
大胡
1
2
3
4
5
6
84
7
83
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
89
23
24
25
26
27

住 所
前橋市大胡町11
前橋市大胡町45-2
前橋市大胡町58-4
前橋市大胡町67-4
前橋市大胡町127
前橋市大胡町289-6
前橋市大胡町343-3
前橋市大胡町377-6
前橋市大胡町383-1
前橋市大胡町385-6
前橋市大胡町399アイム内
前橋市大胡町399アイム内
前橋市大胡町399アイム内
前橋市大胡町546-1
前橋市河原浜町668
前橋市河原浜町720-1
前橋市河原浜町1043-1
前橋市樋越町446-6
前橋市樋越町484
前橋市樋越町687
前橋市樋越町865
前橋市樋越町1058-2
前橋市堀越町346-1
前橋市堀越町476-4
前橋市堀越町551-9
前橋市堀越町817
前橋市堀越町1107-6
前橋市堀越町1067-1
前橋市堀越町1085
前橋市堀越町1085
前橋市堀越町2895-1

事業所名
有限会社佐藤電気商会
徳江畳店
中村時計店
長島理容室
町田ふとん店
カーショップ ブルーガレージ
橋本プロパン
宮関亭
有限会社タムラ商会
駒田左官
オボカタ
Bibi美苑
アイランド
ホームマート ジョイピック
有限会社北原商店
坂部人形店
赤城南面警備保障
家族葬のサウスホール
有限会社マルエ石油
カインズ 大胡店
ひごし動物病院
樋越マッサージ
マルエドラッグ大胡店
山真株式会社
タイ古式マッサージ Suaylom
活うなぎ かわむら
いなもり生花店
吉原自転車店
有限会社町田石油店
有限会社島平
お菓子の家 ソフィエグレイス

業 種
小売業

2020年8月3日
主な取扱品

電話番号
027-283-2109
畳製造販売業 熊本県産直表・ダイケン清流各色表・セキスイ美草表
027-283-2884
小売業
時計、メガネ、貴金属（小売）
027-283-2811
理容業
男性カット全般、店販品
027-283-2267
小売業
寝装・寝具、羽毛布団リフォーム
027-283-2521
自動車整備・販売業 自動車中古車販売、整備、鈑金
027-283-1406
小売業
プロパンガス、灯油、ガス灯油器具一式 027-283-2333
飲食業
定食
027-283-8048
スポーツ用品、文具、書籍、小中学校指定体操着、シューズ他
小売業
027-283-2033
建設業
左官工事全般
027-283-2653
小売業
眼鏡・時計・婦人服
027-283-2015
小売業
化粧品小物販売
027-283-8868
一般写真業 デジカメプリント・DPE・切手販売
027-283-8492
小売業
酒、加工食品、園芸他
027-283-7333
小売業
お米
027-283-2045
小売業
三月人形、五月人形等
027-283-2112
警備業
交通誘導警備
027-283-6087
葬祭業
葬祭に関するもの
027-283-1550
小売業
ガソリン、軽油、灯油
027-283-2595
日用雑貨、インテリア、資材、DIY、グリーン 027-230-4555
小売業
動物病院業 小動物の内科、外科
027-284-0880
サービス業 あん摩、マッサージ、指圧
027-284-0388
小売業
医薬品・化粧品・食品・日用品
027-283-8889
新築・リフォーム、網戸、障子、畳の張替え
建設業
027-284-9001
サービス業 リラクゼーションマッサージ
027-257-8458
飲食店
うなぎ
027-283-7361
小売業
生花
027-283-5959
自転車販売修理業
自転車、電動アシスト自転車
027-283-2049
小売業
燃料油、洗車、オイル
027-283-2243
小売業
各種アルコール、ドリンク
027-283-7788
小売業
生ケーキ、焼き菓子
027-226-6292
家電電化製品

28
88
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
92
50
51
86
52
90
53
54
55
91

宮城

粕川

前橋市茂木町239-17
前橋市茂木町422-5
前橋市茂木町570-6
前橋市茂木町1175-1
前橋市茂木町1287-8
前橋市鼻毛石町198-7
前橋市鼻毛石町200-10
前橋市鼻毛石町561
前橋市鼻毛石町628-2
前橋市鼻毛石町638-3
前橋市鼻毛石町649-20
前橋市鼻毛石町1535-1
前橋市鼻毛石町1591-4
前橋市苗ケ島町51-5
前橋市苗ケ島町甲2031
前橋市馬場町67
前橋市市之関町1037
前橋市柏倉町178-3
前橋市柏倉町328
前橋市柏倉町784-2
前橋市柏倉町909-5
前橋市柏倉町2691-4
前橋市三夜沢町425-1
前橋市三夜沢町534
前橋市粕川町女渕320-1
前橋市粕川町女渕557-5
前橋市粕川町深津984-1
前橋市粕川町深津1472-1
前橋市粕川町深津1614-30
前橋市粕川町深津1632-6
前橋市粕川町込皆戸222-2
前橋市粕川町込皆戸367-1
前橋市粕川町前皆戸14-3

和歌山っ子
ケイ美容室
アダムとイブ
ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら大胡店
フランス菓子 ペッシェミニョン
デイリーヤマザキ あらい店
株式会社ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾖﾈｵｶ
北爪電化サービス
小林豆腐店
有限会社小野里商店
有限会社清水建設
理容はぎわら
ヘアーサロンやまぐち
宮城飯店
にごり湯の宿 赤城温泉ホテル
吉川酒店
有限会社青木商店
セブンイレブン柏倉町店
ミルキーウェイ
ガレージつるきや
観光農園あかぎおろし
空っ風家
赤城山オートキャンプ場
とんとん広場
たかせ
ヘアードレッサー・シミズ
株式会社 ワタナベファーム
かすかわ動物病院
中華 江春
高橋木工
株式会社プライド・ワン
石橋左官
有限会社アオバ工業

飲食業
和歌山ラーメン他
美容業
シャンプー、トリートメント、化粧品
理美容業 理容一般・美容一般
小売業
衣料品、寝具、雑貨等
製造小売業 生ケーキ、焼き菓子
小売業
酒、タバコ、雑貨、一般食品
小売業
ガラス、アルミサッシ、網戸
エアコン、TV、冷蔵庫、太陽光等販売・修理
小売業
製造小売業 豆腐、油揚、生揚、寄せどうふ他
燃料（ガソリン、軽油、灯油他）
小売業
建設業
リフォーム全般
理容業
カット、カラー、パーマ、エステ
理容業
理容一般
飲食業
焼肉、ホルモン焼、定食、ラーメン
旅館業
宿泊
小売業
酒、たばこ、食品
小売業
酒類、たばこ、ジュース、肥料など
小売業
食品、雑貨
小売業
洋生菓子
自動車整備業 自動車、部品、保険
サービス業 ぶどう、桃
飲食業
そば、うどん
サービス業 キャンプ場、バーベキュー場の利用、豚肉の販売
飲食業
食事、ハム・ソーセージ
婦人紳士衣料、学校用品、資生堂化粧品
小売業
理容業
理容全般
ｼﾞｭｰｽ（紫のおもてなし、しそ、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、梅）
小売業
動物診療業 小動物診療
飲食業
ラーメン類
製造業
障子、襖、網戸の張り替えなど
自動車整備・販売業 車検、点検、オイル・タイヤ交換等
建設業
タイル工事、左官工事、ブロック積み
小売業
建築・土木資材・工具販売

027-284-0499
027-283-5826
027-283-5727
027-230-4023
027-283-0475
027-283-3370
027-283-5082
027-283-5060
027-283-6898
027-283-3584
027-283-3250
027-283-3845
027-283-7688
027-283-5055
027-283-2619
027-230-4147
027-283-5926
027-283-4003
027-283-6165
027-283-5881
027-212-8039
027-283-3773
027-283-8368
027-283-2983
027-285-2048
027-285-2106
027-285-3198
027-285-6311
027-285-2540
027-285-2937
027-285-6611
027-285-4534
027-285-4600

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
85
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

富士見
旧市内

前橋市粕川町室沢121-2
前橋市粕川町室沢滝沢241
前橋市粕川町膳487-39
前橋市粕川町膳535-1
前橋市粕川町西田面52-3
前橋市粕川町新屋268-1
前橋市粕川町中324-6
前橋市粕川町中之沢384-96
前橋市粕川町月田1193-6
前橋市富士見町皆沢73
前橋市千代田町2-7-10
前橋市千代田町4-9-5
前橋市本町2-2-16
前橋市神沢の森1-16
前橋市岩神町2-1-1
前橋市若宮町1-14-22
前橋市荻窪町985
前橋市上小出町2-1-4ﾒｿﾞﾝｴﾘｶﾜ南店舗

前橋市朝倉町154-7
前橋市朝倉町161-1
前橋市六供町653-2
前橋市下大島町1151-1
前橋市川原町2-4-11
前橋市箱田町23-1
前橋市朝日町1-26-7
前橋市元総社町1850
前橋市天川原町1-21-1
前橋市西片貝町1-295-17

ノブテックモータリング
滝沢温泉 滝沢館
太田食堂

027-285-7950
旅館業
027-283-5711
飲食業
027-285-4553
おいしい卵とプリンのお店 後閑養鶏園直売所
鶏卵、プリン、シフォンケーキ、つくね、ウィンナー 027-285-4125
小売業
建設・小売業 給湯器、水廻り、酒
有限会社井川商店
027-285-2162
遠藤理容所
理容業
理容全般
027-285-2960
セブンイレブン粕川中店
小売業
コンビニエンスストア
027-285-6336
チーズ工房 ThreeBrown
小売業
チーズ、ミルクジャム
027-257-8052
天田屋
小売業
酒、タバコ、粕川中・月田小体育着
027-285-3151
近藤スワインポーク
小売業
豚肉、ウィンナー、生ハム等
027-288-3715
創業カフェ・ムーちゃん
飲食業
焼きまんじゅうマフィン、ランチ、お弁当 090-4025-2002
株式会社たむらや
製造小売業 野菜みそ漬
027-231-4877
小売・卸売業 事務機器・文具用品
株式会社前橋大気堂
027-231-1661
オーベルジュ 音羽倶楽部
宿泊業
ホテル、レストラン、宿泊施設
027-280-1212
みそどこ一番本舗 榎田醸造有限会社 小売業
漬物各種（贈答品含む）
027-231-2017
Baron
菓子製造業 ジェラート、鶴サブレ―他焼き菓子
027-233-6793
アグリの森
農業
野菜収穫体験、生葉藍染体験
027-269-0838
てこころ
整体業
もみほぐし整体、ヘッドヒーリング
027-888-6638
ケーキのころとん、しあわせのロールケーキ（ほのかロール）
ケーキ屋こもれび
菓子製造業
027-289-8321
マルエドラッグ前橋朝倉店
小売業
医薬品・化粧品・食品・日用品
027-289-2833
マルエドラッグ六供店
小売業
医薬品・化粧品・食品・日用品
027-223-0032
マルエドラッグ駒形店
小売業
医薬品・化粧品・食品・日用品
027-267-1511
マルエドラッグ川原店
小売業
医薬品・化粧品・食品・日用品
027-237-3111
マルエドラッグ箱田店
小売業
医薬品・化粧品・食品・日用品
027-255-5200
マルエドラッグ前橋朝日町店
小売業
医薬品・化粧品・食品・日用品
027-220-1115
マルエドラッグ前橋元総社蒼海店 小売業
医薬品・化粧品・食品・日用品
027-212-5775
マルエドラッグ前橋天川原店
小売業
医薬品・化粧品・食品・日用品
027-289-5558
マルエドラッグ前橋西片貝店
小売業
医薬品・化粧品・食品・日用品
027-226-1046
自動車整備・販売業

自動車整備、車検、販売
宿泊、入浴、休憩
定食類、丼類、ラーメン類

