
〇お食事専用券・共通券　すべて使えるお店
山水荘

下谷貝 龍神麺 手打ちうどん　あじさい

椎尾 鴨亭 吉原寿司

ひら井 魚勝

中華ラーメン　とんぼ ★ サッポロラーメン　道産嫁

塙世 塩で食べるハンバーグの店　ペンギン ★ 磯部 竹寿司

手作りキッチン＆カフェ　ママごはん 南飯田 ひろ寿司

末広寿司 カフェ　アガサ

一平 きのこ亭 ★

うおくら グラスデイ　岩瀬店

喰呑処　みかど 麺屋　まる久食堂

TOY　BOX ★ 洋食屋 　ラグー

ほんだ ★ 中泉 お食事処　まこと

さつき食堂 鍬田 加波山市場 ★

スタージョン お好み王国　岩瀬店

やなぎや 千～せんなり～ ★

みよしや デリカダイニング　くうくう

焼肉レストラン　一喜 麺工房　秋田

そば処　にしむら 東桜川 ココス　岩瀬店

麺ズクラブ　真壁店 興ちゃん亭 

おかきカフェ　藤永製菓　桜井店 チャイニーズダイニング　Goenmon

見晴らしの丘真壁　うり坊 めん工房　ほさか

長岡 味処　筑紫 焼肉　くにきや

リエゾウダイニング

本木 つり堀　中野 ★ うまいや

パティスリー　Ishikawa

上城 欧風食堂　ORAGE 岩瀬 海鮮和食処　かもん

加茂部 くるまやラーメン

〇共通券のみ使えるお店　※お食事専用券はご使用できません ※裏面に続く

オガワ美容室

(有)金子昭商店　谷貝SS (有)海老澤写真館 ★

横田商店 大吉屋 ★

柳田商店 (有)オノデンキ ★

酒寄 キャビアの里 御菓子司　山口屋

(有)臼井もき商店　真壁南 金丸化粧品店 ★

魚徳 ★ 川島書店

コンビニマート　おおぜき 川島洋品店 ★

セブンイレブン　真壁椎尾店 黄金屋

羽鳥 Daiyo　整体サロン ★ 酒寄洋品店 ★

東山田 キャロッセ釣具店 白川菓子店

(有)臼井もき商店　真壁第一 (株)タサキ洋品店 ★

(有)ジョイネット情報サービス 男子専科　ハシモト

ファミリーマート　桜川塙世店 出川薬局

溶岩窯パン工房　Makapan 西岡商店

ウエルシア薬局　真壁飯塚店 西村屋茶舗

TAIRAYA　真壁店 仁平鳥肉店

大和田商店 初沢時計メガネ店

加藤理容美容室 ヘアーサロン　タケナカ

セブンイレブン　桜川飯塚店 細島牛乳店

つくばぷりん　ふじ屋 増田酒店

橋本時計メガネ店 ★ (有)増渕ラジオ商会 ★

ファッションセンターしまむら　真壁店 ムラカミ書店 ★

(有)バッカスサイトウ ★ 吉田屋化粧品店

バーバー下条 若松屋 ★

真壁ビューティセンター アルファー電設(株)

伊勢屋旅館 (有)片桐自動車修理工場

稲葉米穀店 ★ 日本酒「花の井」蔵元　(株)西岡本店

江戸初 ニュー河合

大木商会 藤祥製菓(株)

　　印がある店舗は、テイクアウトもできます。

 ★印がある店舗は、独自のサービスをご用意しております。独自サービスの内容については各店舗までお問合せ下さい。

　　　　　　桜川市地域応援チケット取扱店一覧　（令和4年8月31日現在）
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〇共通券のみ使えるお店　※お食事専用券はご使用できません
西飯岡 筑波学園ゴルフ倶楽部

(有)マカベクリーン ウエルシア　岩瀬御領店

宮川建材(株) カスミ　フードスクエア岩瀬店

(有)内田タクシー シューズ　あい（カスミ内）

(有)金子昭商店 はーとランド

(有)たちかわ 伏木印判店 ★

高庭菓子舗 一真堂

筑波日通プロパン(有) (株)カワチ薬品　岩瀬店

ナテュール美容室 ★ 小僧寿し　岩瀬店

ヘアーサロン　柿沼 タイヤショップ伊東

美容室　Sora ★ (有)タカダメガネ

真壁さわやか直売組合 美容室　emu桜川店 ★

上野商店 美容会館　岩瀬店

(有)臼井もき商店　真壁東 HAIR SALON fuji

コメリ　ハード＆グリーン真壁店 ホーム薬局　フジイ

フードオフストッカー　真壁店 西桜川 (株)坪井商店

渡辺酒店 カラオケまねきねこ　岩瀬店

白井 (有)煎餅屋　仙七 毛糸＆手芸ショップ　プチロード

(株)イイズミモビリティサービス (株)さくらほーる ★

金子理容所 (株)スズキスポーツ

香母ショップ ★ ウエルシア薬局　岩瀬富士見台店

藤永製菓 セキショウホンダ(株)　桜川店

ファッションセンターしまむら　岩瀬店

石川商店 美容室　ajuga

今井落花生店 ★ (有)岩瀬ガス共同販売所

増渕商店 上野精肉店

金敷 飯島商店 魚堅

いきいきファームやまと農産物直売所 岡田ハイヤー(合)

ふじたストアー クスリのアオキ　桜川岩瀬店

ティーズ・シャーリー ★ クリーニングむらい

延島商店（しんたな） (株)タナカヤ ★

佐藤や 郡司呉服店

Sayapan サラダ館　くりばやし酒店

ファミリーマート　桜川本木店 シュガー美容室

つかもと履物店

青柳 ローソン岩瀬青柳店 つくば観光公社

石田商店 中屋鋸店 ★

(有)斎藤家具センター (有)まるみ

江尻住設 みよしや

カインズ　岩瀬店 メガネのナカタ ★

しのぶ美容室 渡辺石油(有)

トライウエル　桜川店 　※取扱店の掲載順は、順不同につきご了承ください。

いづや呉服店

来栖鮮魚店

亀岡 仁平商店

おおた商店

ともえや

(有)イワセアグリセンター

セブンイレブン　岩瀬富谷店

富谷牛乳(株)

コメリ　ハード＆グリーン桜川店

城洋機械(株)

スズキアリーナ桜川

セブンイレブン　桜川長方店

中泉 酒井商店

ひらいしカイロto早稲田育英桜川 ★

KEK岩瀬直売店

Naomi's　Salon ★

上野原地 新田 福祉訪問理美容「髪や」茨城

阿部石油

イナガワ自動車

洋菓子　くわの実

　　印がある店舗は、テイクアウトもできます。

 ★印がある店舗は、独自のサービスをご用意しております。独自サービスの内容については各店舗までお問合せ下さい。
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【ご利用上の注意】
・有効期限は令和4年12月31日(土)迄で、

それ以降は無効となり使用できません。

・現金と引換えることはできません。また

次のものは換金性が高いため使用できません。

（ビール券・図書券・切手・印紙・ハガキ・

宝くじ・プリペイドカード・各種商品券等）

・たばこ事業法の規定により、たばこの購入は

できません。

・取扱店の中にはチケットがご使用できない

商品・売場がございますのでご使用の際は

各店舗へご確認ください。

・国、県、市の公共料金や税金、医療に係る

処方箋の支払いはできません。

●令和4年8月３1日現在の取扱店となります。

随時取扱店は増えていますので、市役所及び商工会ホームペー

ジで取扱店の参照、又はお店にあるポスターやのぼり旗を目印

にご利用願います。

この「のぼり旗」が目印です


