
取扱店名 取扱商品・サービス等 所在地 ＴＥＬ

さわだ商店 菓子、食品 川藤 982-2360

㈱富士フーズ 鶏肉の唐揚げ 〃 983-1101

㈱ヨシケイ東埼玉 宅配惣菜配達 南広島 0120-093-020

Big-A　吉川高富店 食料品、日用品 高富 982-1274

JAさいかつフレッシュファーム 野菜、食品 保 982-0432

たまや　厚焼き玉子専門店 玉子焼き 〃 090-2918-9702

㈱増辰海苔店 焼海苔、味海苔 栄町 982-1627

肉の太田屋 精肉、惣菜 吉川団地 981-0298

Big-A　吉川団地店 食料品、日用品 〃 982-7150

静岡屋 茶、のり 吉川 982-0121

とうふ工房　翁 豆腐・揚げもの 〃 983-1021

みかんの木フルーツ 食品、青果 きよみ野 982-2881

コクシネル 洋生菓子 川藤 982-7884

しんみせ 酒類・食料品 中曽根 982-2285

酒乃おはこ屋 地酒、ワイン 高富 972-6534

パティスリーアンソレイユ 洋菓子 美南 972-4250

㈱十八屋 酒類、飲料水類 〃 982-2111

Bakery&Café FEU CLAIR　～フークレール～ 天然酵母パン、ランチ、ドリンク各種 保 915-2035

日本亭　吉川いちょう通り店 弁当 〃 984-6630

宇田川肥料店 米穀、肥料、農薬 〃 982-0139

平野せんべい屋 せんべい 〃 982-3591

御菓子司　中村屋 鯰どら焼、鯰さぶれ、なまりん、だんご、塩豆大福 栄町 982-8750

㈲おおばやし酒店 和洋酒、贈答品、米、灯油 〃 982-4160

㈲二合半堂まつざわ煎餅 草加煎餅、なまず煎餅、よしかわチップス　他 〃 982-0305

とよだ商店 米菓（せんべい） 川野 090-4451-1602

リカーズ　かきのきや 酒類 吉川 982-0219

㈲木の下商店　吉川中央総合病院内売店 弁当、菓子、パン、飲料 平沼 982-0160

ベーカリー　PREGO パン、焼菓子 〃 971-7210

染谷米穀店 米 〃 982-0006

和菓子司　まるしん 和菓子 〃 982-0249

菓子工房　雨のち晴れ 洋菓子 〃 983-6161

青と台所　Azul y cocina パン、飲み物 きよみ野 983-7737

パティスリーハヤノ 洋菓子 〃 983-4004

セブンイレブン　吉川川藤店 コンビニエンスストア 川藤 981-7577

ローソン　吉川新川橋店 コンビニエンスストア 〃 971-7930

セブンイレブン　吉川南広島店 コンビニエンスストア 南広島 992-2322

セブンイレブン　吉川中井3丁目店 コンビニエンスストア 中井 983-7117

ローソン　吉川上笹塚三丁目店 コンビニエンスストア 上笹塚 981-7890

セブンイレブン　埼玉吉川南店 コンビニエンスストア 中曽根 981-2837

セブンイレブン　吉川美南5丁目店 コンビニエンスストア 美南 972-6344

セイコーマート　はしもと店 コンビニエンスストア 中野 982-0515

セブンイレブン　吉川木売新田店 コンビニエンスストア 木売新田 982-5006

セブンイレブン　吉川駅北口店 コンビニエンスストア 木売 983-3173

セブンイレブン　吉川木売2丁目店 コンビニエンスストア 〃 983-7067

ローソン　吉川きよみ野店 コンビニエンスストア 関 981-9631

セブンイレブン　吉川平沼店 コンビニエンスストア 平沼 983-7858

セブンイレブン　吉川さくら通り店 コンビニエンスストア 〃 981-3020

セブンイレブン　吉川きよみ野店 コンビニエンスストア きよみ野 983-5055

食料品・青果・精肉

酒類・米穀・パン・菓子・弁当

コンビニエンス

取扱店一覧

■すべての商品券が使える取扱店
 ※商品券1冊13枚、こども券・新生児券1冊10枚



洋服のお直し　すずらん 洋服のお直し 高久 982-1896

ファッションセンターしまむら　吉川店 衣料品　等 保 984-1192

蓮見寝具店 ふとん　他 栄町 981-3419

ラ・モードオカダ 婦人洋服・洋品 吉川 982-1076

西川チェーン　いわひらや まくら、寝具 平沼 982-0326

もりたでんき 家電 鹿見塚 982-3287

西山園芸 シクラメン、パンジー、ビオラなど花卉 皿沼 982-4547

でんきのきくや㈱ 家電 高久 982-1600

花の店　リンディ 生花 美南 983-0880

エビナ電気㈱ 家電 保 981-0369

㈲フロリストひとみ 切り花、鉢物 〃 981-6374

㈲木工房シン 木製家具、木製小物 関 981-0167

㈲電化のマツダ 家電 吉川 981-6834

恵和メガネ メガネ、コンタクトレンズ、補聴器 保 981-5888

㈲山崎時計店 時計、貴金属、メガネ、補聴器 吉川 982-0217

金子時計店 時計 〃 982-3901

井上時計店 時計、メガネ、貴金属 平沼 982-2721

メガネのイタガキ　吉川店 メガネ、補聴器 〃 984-1616

フォトスタジオ清宮 記念写真、証明写真 きよみ野 982-7949

ヤザワ自動車 自動車整備、販売 加藤 982-2046

いがらしサイクル 自転車、部品、修理 高富 981-3771

自転車さんだいじ 自転車販売、修理 栄町 982-5259

イエローハット　吉川店 カー用品 〃 981-5311

小山輪業 自転車販売、修理 平沼 982-2209

㈲サンスポーツ 小・中学校体操服、制服、スポーツ用品 保 982-1101

柏屋人形釣具店 釣具、人形 平沼 982-0304

ドラッグセイムス　吉川けやき通り店 ドラッグストア用品 道庭 940-8880

ドラッグセイムス　吉川高久店 薬、雑貨　等 高久 983-5305

読売センター吉川南部 読売新聞、日経新聞、埼玉新聞、報知新聞　他 高富 982-3802

ドラッグストアセキ　吉川美南店 食品、雑貨、医薬品、化粧品 美南 984-0300

ドラッグストアセキ　中曽根店 食品、雑貨、医薬品、化粧品 〃 984-4280

㈱マツモトキヨシ　吉川駅前通り店 医薬品等 保 984-1278

さかえ薬局 医薬品、健康食品 〃 981-5911

コスメ＆エステ　みき 化粧品、エステ 栄町 982-5139

㈲染谷新聞店 新聞販売 〃 982-0146

ウエルシア薬局　吉川栄町店 医薬品、化粧品、雑貨、食品 〃 984-4371

ドラッグストアセキ　吉川店 食品、雑貨、医薬品、化粧品 〃 982-5963

セキ薬局　吉川店 食品、雑貨、医薬品、化粧品 〃 984-1900

双葉薬局 保険調剤、医薬品、化粧品 吉川団地 982-6348

ドラッグセイムス　吉川さくら通り店 医薬品、化粧品、日用雑貨、食料品 吉川 984-6633

中里薬局 薬、化粧品、介護用品 平沼 982-0049

ドラッグストアセキ　平沼店 食品、雑貨、医薬品、化粧品 〃 984-6000

セキ薬局　平沼店 食品、雑貨、医薬品、化粧品 〃 984-1300

中村文房具店 文具 〃 982-0279

ドラッグセイムス　吉川きよみ野店 医薬品、化粧品、食品、雑（日用品） きよみ野 984-2030

ラーメン　爺 ラーメン 上内川 090-8027-0188

ら～めん　尾ばな ラーメン 吉屋 982-8388

穂思 肉刺し、焼とり、揚げ物　等 中井 981-5814

中華料理　福源 中華 会野谷 972-5968

そば処　みのわ そば、うどん 上笹塚 981-6855

さかい食堂 とんかつ 加藤 982-2432

家具・家電・生花

衣料品・寝具

時計・メガネ・貴金属・写真

自動車・バイク・自転車

スポーツ用品・人形

薬・化粧品・新聞・日用雑貨

飲食・喫茶・居酒屋



ニューラーメンハウス ラーメン 半割 981-3739

そば蔵 そば、うどん 三輪野江 981-0078

しゃぶ亭　トンボ しゃぶしゃぶ専門店 高久 981-4104

Pasta&Bar Natsu イタリア料理（パスタ、ピザ、一品料理） 〃 982-8389

オステリア　カルドゥッチョ イタリア料理、ワインなど酒類 高富 940-7250

ジョナサン　吉川店 ハンバーグ、グリルメニュー、和定食など 〃 984-1207

夢庵　吉川店 うどん・そば、てんぷら、丼、御膳メニューなど 〃 981-2451

カフェ　コラット ワッフル、ハンバーグ 保 983-0067

ジャーハン　インドネパール料理 カレー、ナン、タンドリーチキン 〃 915-5644

とんかつの店　いけだ とんかつ定食　他 〃 982-6378

光月軒 ラーメン 〃 981-7840

寿司の魚秀 すし、巻物 〃 983-2712

こはまや やきそばを中心に飲食物 〃 982-0107

和食処　長瀧 和食 〃 940-8757

居酒屋　ゆうこ 酒、おつまみ 〃 983-5280

洋風Dining　美食 お酒のおつまみ、グラタン・ピザ・ステーキ・パスタなど 〃 982-7790

和牛 焼肉　土門 焼肉（カルビ、ロース）、酒類 〃 982-0229

沖寿司　吉川店 寿司、ドリンク、サイドメニュー 中野 984-2166

焼肉家　ごんたか 焼肉、韓国料理 木売新田 940-2988

よしだ家 居酒屋 木売 983-7561

朝引き鶏　鳥勘　／　カラオケ　TOWNS 串焼きを主に和食、酒 〃 981-4924

フードカフェ　レガーメ パスタ、アルコール 〃 999-6996

和風酒場　海ぼうず 焼きとり、鮮魚 〃 981-3186

とんとん拍子 串焼き、串揚げ、もつ鍋 〃 999-6874

吉川カルビ 焼肉 〃 940-7949

slowfood　隠家 馬刺し、串焼き、鮮魚、旬菜 〃 971-8483

日高屋　吉川北口店 中華そば、餃子、定食 〃 981-0613

目利きの銀次　吉川北口駅前店 居酒屋（TAKE OUT実施中） 〃 982-8488

扇屋 日本そば、うどん　等 栄町 982ｰ2489

レストラン　コヤノ ハンバーグ、ステーキ（洋食） 〃 982-6167

中華飯店　きんすい ラーメン類、ギョーザ、定食 〃 982-1549

歩陽門 牛肉 〃 981-7000

川魚料理　魚竹 うなぎ料理 〃 982-0056

ガスト　吉川店 ハンバーグ、パスタ、和定食など 〃 984-1190

お好み焼　べるべる お好み焼、もんじゃ焼、鉄板焼、一品料理 吉川 981-1142

美味園 中華料理 〃 983-6678

魚藤 うなぎ、川魚専門 平沼 982-0053

ベトナムレストラン＆バー　ミスアオザイ89 ベトナム料理 〃 080-7696-9544

料亭　糀家 和食料理 〃 982-0009

中華処　萬万亭 中華料理、中華惣菜 〃 981-5354

笑龍 中華料理 〃 982-0017

吉川　福寿家 日本料理、川魚料理 〃 982-0019

割烹料理　ますや 川魚料理、うなぎ、なまず 〃 982-0022

サロンド森田 美容 鹿見塚 982-3287

吉川駅前南口鍼灸整骨院 鍼灸、整体 高富 940-8403

Hair Art ROCO Factory ヘアケア類、化粧品類 保 982-0222

CP PINE（シーピーパイン）　吉川さくら通りサロン エステ、化粧品販売 〃 983-3666

石居クリーニング商会 服のクリーニング 〃 982-3598

ヘアーサロン　ハタイ 理容 〃 981-2470

理容ダンディ 理容 〃 982-4908

HELLO'S 美容 〃 983-3111

カットサロン　ネモト 理容 中野 982-6835

サロン・ド・ジョイ 美容 木売 981-4801

ヘアーサロン　カスタム 理容 〃 981-8007

美容室KOMATUDA 美容 栄町 982-8926

ヘアーコレクション　サカモト 理容 〃 981-3392

Studio Rayiha（リーハ） オイルトリートメント、リラクゼーションヨガ 〃 090-5779-4391

理美容・整体・クリーニング



理容栄 理容 吉川団地 983-3272

ホワイト急便　ピコロ店 クリーニング 平沼 982-2848

金子整骨院 整骨 〃 982-0130

ホワイト急便　いちょう通り店 クリーニング、リフォーム 〃 070-7516-2687

小出美容室 パーマ、カラー、着付 〃 982-0153

きしん整体院 整体 〃 981-6516

hair  Happy カット・パーマ・ヘアカラーなどの美容技術、整髪料等 きよみ野 983-7318

ゆめ整骨院 整体 〃 940-6358

パンダ理容室 理容 〃 983-8083

たるみ・しわ・小顔専門サロン　ヴェルーチェ 美容サロン 越谷市 971-5185

㈲中村商店 各種燃料、住器　他 八子新田 982-5015

関根油店 自動車燃料 上笹塚 982-9347

浜田屋商店 ガソリン、軽油、灯油　その他 土場 981-5902

㈲大沢油店　吉川南SS 燃料、油 高久 982-1248

竹内産業㈱　キグナスガソリンスタンド ガソリン、軽油、灯油、オイル、洗車 吉川 981-2491

㈲石綿商店 ガソリン、灯油、LPガス 〃 982-0207

㈱アートインテリアタムラ 絨毯、カーテン、内装工事一式 川藤 982-5000

㈲鈴木工務店 建築全般 〃 982-0492

大島建装 家の塗り替え（リフォーム） 三輪野江 982-3099

前田興業 ブロック、フェンス等の外構工事 高久 983-4544

㈱アンクル 電気工事、リフォーム、家電製品 〃 984-6070

YCC㈱ エアコン設置、エアコンクリーニング 高富 983-7894

㈲オレンジハウス 不動産の賃貸仲介、売買仲介 保 981-4646

三省インテリジェント㈱ 不動産仲介 木売 982-4727

メートー観光㈱ 不動産仲介、旅行取扱い 〃 982-0448

㈲イツワ 建築、リフォーム関連、造園、内装工事、電気工事、不動産 栄町 983-1011

㈲フロムファイブ 造園 〃 966-1151

㈲竹内産業 畳、襖、障子、網戸等内装工事 吉川 982-0231

㈱ハイスペース リフォーム工事、修理工事 〃 981-5487

飯島設計㈱ 建築、リフォーム関連　他 平沼 981-0123

㈱山口塗料商会 塗料、副資材等 〃 971-6239

㈲七福開発 リフォーム全般（内外装、水回り） 三郷市 090-5800-5999

花宵ガラス工房 吹きガラス教室、ガラス作品販売 川藤 915-7951

Studio　Mutter　Pilates＆Yoga ヨガ、ピラティス、SilkSuspension、バレエのグループレッスン、パーソナルトレーニング指導 高富 090-2742-8807

ベビー教室・おうちフォトスタジオ　ママの手 親子のコミュニケーション、フォト撮影 美南 940-3862

Y'sダンスアカデミー ダンスレッスン 保 971-8499

カラオケNANA カラオケ 木売 982-2525

鳩交通㈲ タクシー 吉川 982-0354

Dog Salon Lilly ペット用品、トリミング、ペットホテル 美南 916-5856

よしかわ天然温泉ゆあみ 温泉、飲食 保 982-2647

はすみクリニック 予防接種、一般健康診断 木売新田 984-5112

ラッピーランド 吉川市特産品 木売 983-7020

サラダ館　吉川栄町店 学生衣料、ギフト 栄町 981-4510

タジマ金物店 合カギ製作、建築金物、利器工具 〃 981-1940

デジタルアーキテクツ パソコンサポート 吉川 080-5027-5488

Dog salon Gorori　（ドッグサロンゴロリ） ペット商品、トリミング 平沼 070-7466-6778

サラダ館　吉川いちょう通り店 ギフト、贈答品 〃 983-7755

㈱旭屋書店 雑誌、書籍 〃 982-0018

松仙堂印刷 一般印刷、印章 〃 982-0208

吉川市シルバー人材センター 除草や家庭内清掃等の屋内外軽作業 きよみ野 982-7720

行政書士　今村法務事務所 遺言書作成支援、相続手続き 新栄 981-8418

その他

ガソリンスタンド

建築・リフォーム関連・内装工事・電気工事

学習塾・カルチャー教室・カラオケ・タクシー



取扱店名 取扱商品・サービス等 所在地 ＴＥＬ

サンキ　吉川美南店 実用衣料、寝具、インテリア、手芸、履物 美南 984-1235

ウエルシア　イオンタウン吉川美南ANNEX店 医薬品、化粧品、雑貨、食品 〃 984-2860

ホワイト急便　吉川美南店　（イオンタウン内） クリーニング、リフォーム 〃 070-7516-2688

コメダ珈琲店　イオンタウン吉川美南店 食料品 〃 984-5111

イオン　吉川美南店　（イオンタウン内） 食料品、酒、薬、日用消耗品、化粧品 〃 984-0700

ラフラフ　吉川美南店　（イオンタウン内） キャラクター雑貨 〃 984-7012

Food　warehouse　吉川美南店　（イオンタウン内） 輸入食品、菓子、飲料、酒 〃 940-8367

Seria　イオンタウン吉川美南　（イオンタウン内） 日用雑貨 〃 940-0785

ハロー！パソコン教室　吉川美南校　（イオンタウン内） パソコン教習サービス 〃 971-8631

SOLUM㈱　（イオンタウン内） スポーツアパレル、スポーツ雑貨 〃 982-7177

ファッションセンターしまむら　吉川南店 衣料品　等 〃 983-8008

アベイル　吉川南店 衣料品　等 〃 983-9171

ライフ　吉川駅前店 生鮮食料品、惣菜、日用品、ドラッグ用品、衣料品　等 保 981-8611

アイネット吉川店　（ライフ吉川駅前店内） メガネ 〃 981-7277

スーパーマルサン　吉川店 総合食料品 中野 961-8603

ライフ　吉川栄町店 食品全般 栄町 983-7800

ホームセンターコーナン　吉川栄町店 ＤＩＹ洋品、園芸洋品、日用品、ペット用品 〃 984-6660

㈲バラエティストアーカマニ 衣料品、日用品、食品他（家庭用品、寝具） 平沼 982-0027

コモディイイダ　吉川店 生鮮食料品 きよみ野 982-1411

■共通券（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券・こども券）、新生児券が使える取扱店

 ※商品券1冊13枚中5枚、こども券・新生児券1冊10枚

大型店等


