
川島町プレミアム付商品券取扱店

中山地区 令和元年9月3日時点

店舗名 所在地 電話番号 主な取扱商品

1 ミニストップ　川島町中山店 中山1144-1 ℡297-5370 食品

2 おのでらスポーツ 中山1147-5 ℡297-0823 自転車・バイク

3 ヤオコー　川島店 中山1373-1 ℡297-7788 食品・飲料

4 大野家 中山1411 ℡297-0033 料理飲食・お弁当

5 セブンイレブン　埼玉川島店 中山1423-1 ℡297-3399 食品

6 増田屋(中山店) 中山1424-7 ℡297-6322 うどん・そば・丼物

7 ドラッグストア　セキ　川島町店 中山1959-1 ℡299-0300 医薬品・化粧品・日用品

8 セブンイレブン　川島町吹塚店 吹塚5 ℡297-7526
米飯、サンドイッチ、日用品、

ジュース

9 手打ちそば泉の里 吹塚755-1 ℡291-0132 手打ちそば・手打ちうどん

10 吉庵 吹塚764 ℡297-3146 うどん・そば

11 ウェルシア　川島吹塚店 吹塚798-3 ℡297-8615 医薬品・化粧品・雑貨・食品

12 グリーンハウスたなか 吹塚1094 ℡291-0872 生花・鉢花・地元野菜

13 アウトレット輸入家具　川島店 吹塚1098-1 ℡297-5810 家具・雑貨

14 川島八幡ＳＳ 吹塚1110-1 ℡297-2788 燃料油

15 ファミリーマート　川島正直店 正直59-1 ℡299-3370 食品、日用品等

16 ますや 正直746-7 ℡297-4955
ラーメン・餃子・チャーハン・カツ

丼

17 ＪＡ埼玉中央　川島農産物直売所 南園部239-1 ℡297-0522 地元産新鮮野菜・川越藩のお蔵米等

川島町プレミアム付商品券取扱店一覧
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川島町プレミアム付商品券取扱店

伊草地区

店舗名 所在地 電話番号 主な取扱品

1 ホワイト急便　川島ベイシア店 上伊草191-1 ℡070-3837-3960 衣類クリーニング

2 カインズ　川島インター店 上伊草210 ℡299-0111
日雑用品・ペット用品・インテリ

ア・ＤＩＹ

3 蔦屋書店　川島インター店 上伊草210 ℡211-0008
書籍・文具・雑貨・ＣＤ・ＤＶＤ・

ゲーム

4 馬車道　川島インター店 上伊草210 ℡299-0500 洋食・和食・焼肉

5
（株）東洋堂

はんこ広場カインズ川島店
上伊草210 ℡297-8547

印鑑･名刺･ゴム印・封筒・伝票・チ

ラシ・Ｔシャツ・プリント・看板

6
ファッションセンターしまむら

川島インター店
上伊草210 ℡299-0160 総合衣料品

7
（株）オートアールズ

川島インター店
上伊草231-1 ℡299-1611 車用品販売

8
デンキチ

川島店
上伊草1080 ℡299-2000 家電

9 鶏彩川島インター店 上伊草1133-1 ℡299-4455 洋食・和食・焼肉

10 ベイシア　川島インター店 上伊草1175-1 ℡299-2288
食料品・日用品・衣料品・酒・医薬

品

11
ケンタッキー・フライドチキン

カインズホーム川島インター店
上伊草1295-1 ℡299-2517 チキン

12 ウェルシア薬局　川島上伊草店 上伊草1612 ℡297-6041 医薬品・化粧品・雑貨・食品

13 鈴木衣料品店 伊草20 ℡297-0254
衣料品・学生衣料・体育着・シュー

ズ

14 (有)スーパー　なかや 伊草24 ℡297-0101
生鮮３品・菓子・食料品・雑貨・酒

類

15 寿々万 伊草246 ℡297-2026 和食

16
セブンイレブン

川島伊草店
伊草362-5 ℡297-6490 食品
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川島町プレミアム付商品券取扱店

三保谷地区

店舗名 所在地 電話番号 主な取扱品

1 川島ガス販売(株) 平沼1167-6 ℡297-0220 プロパンガス・ガス石油機器

2 ヘアーショップ　KAJINO 平沼1168-1 ℡297-8131 理容

3 松原グリーンファーム 白井沼501 ℡090-8777-0865 米・その他農産物

4 幹部屋分店 白井沼596-2 ℡297-0137 食料品・日用雑貨・肥料・農薬

5
(有)ケヤキオート

タックス川島店・カウカウ川島店
下狢562-1 ℡297-7231 自動車販売

6 うめざわ商店 吉原163 ℡297-0075 婦人用品・学生衣料

7
埼玉漁港の海鮮食堂

そうま水産
表433-1 ℡297-0276 定食

出丸地区

店舗名 所在地 電話番号 主な取扱品

1 高橋商店 出丸下郷96 ℡297-1964 酒・食料品・雑貨・灯油

2 片岡商店 出丸下郷923-2 ℡297-1967 酒・飲料

3 笹岡商店 出丸中郷1965-1 ℡297-3398 酒・食料品等

4 ベーカリーTOA 曲師112-1 ℡297-1188 パン・菓子

5 （株）山水花園 出丸本53 ℡291-0325 生花・鉢物
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川島町プレミアム付商品券取扱店

八ツ保地区

店舗名 所在地 電話番号 主な取扱品

1
ＪＡ埼玉中央

川島サービスステーション
上八ツ林413 ℡297-1821 燃料・用品

2
ＪＡ埼玉中央

東部営農経済センター
上八ツ林784-1 ℡297-8501 肥料・農薬・農業資材

3 田中店 下八ツ林224-2 ℡297-0071 食料品・雑貨・酒

4 スマイルカフェ1/2 下八ツ林871-5 ℡299-1134 食品・菓子

5 梅沢本店 畑中346-1 ℡297-0055 衣料・食品･雑貨

6 中華料理  喜楽 三保谷宿376-1 ℡297-1925 食堂（中華）

7 島村モータース 牛ケ谷戸47-1 ℡297-1062 自転車･原付・自動車整備

8 そよ風歯科 牛ケ谷戸67-2 ℡299-4618 歯ブラシ

4


