
下仁田町プレミアム商品券取扱店一覧
（令和元年11月11日現在）

登録番号 事業所名 分　類 住所

1 (有)総本家紙屋 小売 下仁田町下仁田361

2 ヨシザワ洋品店 小売 下仁田町下仁田353-13

3 イワイオートサービス サービス 下仁田町下仁田83-13

4 セブンイレブン下仁田町下仁田店 小売 下仁田町下仁田466-16

5 三文字屋商店 小売 下仁田町下仁田272

6 (有)森川酒店 小売 下仁田町下仁田209

7 茂木時計店 小売 下仁田町下仁田393-6

8 かしわや 小売 下仁田町下仁田303-1

9 (有)尚美堂印刷所 その他 下仁田町下仁田乙442

10 (有)まるや 小売 下仁田町下仁田384

11 なかい観光 サービス 下仁田町下仁田3-1

12 大井田薬局(株) 小売 下仁田町下仁田358

13 寝具の大島 小売 下仁田町下仁田565-7

14 福田屋 飲食 下仁田町下仁田300

15 (株)古月堂 小売 下仁田町本宿3760

16 上信ハイヤー(株)下仁田営業所 サービス 下仁田町下仁田384-2

17 飯塚時計店 小売 下仁田町下仁田385-16

18 (有)鍋　屋 飲食 下仁田町下仁田358

19 小井土ラジオ商会 小売 下仁田町本宿3640

20 きになるｃａｆｅ　ｋｉｍａｍａ 飲食 下仁田町白山71-1

21 ヘアーサロン サトウ サービス 下仁田町下仁田383-10

22 アート美容室 サービス 下仁田町本宿3634

23 高橋寝装店 小売 下仁田町下仁田391

24 布屋化粧品店 小売 下仁田町下仁田360

25 群馬ヤクルト販売（㈱）下仁田サービスセンター 小売 下仁田町中小坂64-1

26 里見文林堂 小売 下仁田町下仁田206-3



登録番号 事業所名 分　類 住所

27 介護センター　しもにた 介護 下仁田町下仁田429-9

28 グループホーム杜の小径 介護 下仁田町大桑原201-1

29 (有)カネミ さいとう 小売 下仁田町下仁田385-13

30 ヘアーサロン ＨＩＲＯ サービス 下仁田町下仁田353-8

31 吉野屋 小売 下仁田町本宿3674-1

32 近田輪店 サービス 下仁田町下仁田370-13

33 いかりや 小売 下仁田町本宿3766

34 菓匠　嶋屋 小売 下仁田町本宿3681

35 茂木燃料店 サービス 下仁田町下仁田563-2

36 神戸自動車整備工場 サービス 下仁田町川井13-1

37 佐藤真建設 建築・建設 下仁田町下小坂201-1

38 食亭　エイト 飲食 下仁田町下仁田366-2

39 (有)新彦商店 小売 下仁田町下仁田311

40 みえ美容院 サービス 下仁田町下仁田367-5

41 (有)中磯商店 小売 下仁田町下仁田313

42 中江米穀店 小売 下仁田町下仁田215-2

43 まやまドライ サービス 下仁田町馬山2723

44 ウエルシア薬局　下仁田店 小売 下仁田町下仁田388-1

45 ヘアーサロン　はやし サービス 下仁田町青倉107-2

46 くるま工房　赤岩自動車 サービス 下仁田町大桑原491

47 Ａコープ　下仁田店 小売 下仁田町下仁田383-3

48 伴野クリーニング店 サービス 下仁田町下仁田144

49 美容室ファミリー サービス 下仁田町南野牧6077-4

50 (有)神戸オート サービス 下仁田町中小坂2963

51 花のたかはし　・　森の前ホール 小売 下仁田町下仁田477-1

52 じいとばあ 小売 下仁田町南野牧6011-2

53 林自動車整備工場 サービス 下仁田町下小坂66

54 八千代温泉　芹の湯 飲食 下仁田町西野牧12809-1



登録番号 事業所名 分　類 住所

55 (株)大坂屋 小売 下仁田町中小坂2920

56 金子酒店 小売 下仁田町下仁田383-6

57 きよしや食堂 飲食 下仁田町下仁田385

58 セキデン 小売 下仁田町川井16

59 (有)たかはし 小売 下仁田町下仁田353-20

60 (株)　Ｋ　Ｆ　Ｅ サービス 下仁田町東野牧2779

61 佐々木蒟蒻店 小売 下仁田町下仁田119-6

62 千野新建材 小売 下仁田町下仁田382-4

63 佐藤モータース サービス 下仁田町下仁田386-14

64 武藤商店 小売 下仁田町馬山2785

65 安　兵　衛 飲食 下仁田町下仁田363-6

66 大竹食堂 飲食 下仁田町南野牧7246-1

67 (有)日昇軒 飲食 下仁田町下仁田360-4

68 (有)恵比寿屋 小売 下仁田町下仁田386

69 （有）マルイ　 小売 下仁田町下仁田214

70 アライドライ サービス 下仁田町下仁田413

71 道の駅しもにた物産館 小売 下仁田町馬山3766-11

72 (有)土谷電気商会 小売 下仁田町川井117-2

73 ホームエネルギーショップ 下仁田 サービス 下仁田町下仁田423-1

74 マルジン理美容室 サービス 下仁田町中小坂2966-3

75 今井理容所 サービス 下仁田町下仁田198

76 ふくだ塗装店 建築・建設 下仁田町青倉317

77 カシワヤ薬局(有) 小売 下仁田町下仁田251

78 すきやき　コロムビア 飲食 下仁田町下仁田362

79 堀口精肉店 小売 下仁田町下仁田359-1

80 おかた茶屋 飲食 下仁田町東野牧2641-1

81 黛のこんにゃく屋 小売 下仁田町南野牧9654-1

82 宮田畳店 その他 下仁田町下仁田188



登録番号 事業所名 分　類 住所

83 東海ガス 株式会社　下仁田支店 サービス 下仁田町下仁田479-3

84 土屋食品 小売 下仁田町宮室160

85 （有）小沢新聞店 小売 下仁田町下仁田381-1


