
★笠間地区（共通券・専用券どちらでも利用可能）

［小売業］

青木写真 岡井商店 紺屋精肉店

青木屋呉服店 お米工房　こさか ㈱コーエーコーポレーション

アオキヤ呉服店 お茶と陶器　涼　 ㈱笹目宗兵衛商店

赤尾杉商店 ㈱笠間ソフトメン橋本屋 佐白山のとうふ屋

あづま屋 かさま焼き芋 佐野薬局

イーハトーブの森　 菓子工房　福 サロンきくち

石井スポーツ　　 Café　gallery　Le　midi ＪＡ常陸笠間営農経済センター　　

樹窯 川野輪米穀店 ｊギャラリー　

イトウ家具センター 吉川化粧品店　　 ㈲篠屋商店

いばらきコープ　コープデリ笠間センター ギャラリー桜 清水電機商会

茨城トヨタ自動車㈱笠間店　　 きらら館 ㈲写真のさくらい

エコファーム星山 ㈲クノ商会 シンリュウ㈱北関東支社

近江屋鮮魚店　　 クレープリー　toitoitoi ㈱スガハラ

㈲オオカワオート 小池商店 製陶　ふくだ

大和田商店 向山窯プラザ店 セーフティショップ　おおしま

＜笠間市　新型コロナ経済対策事業＞

笠間市プレミアム付商品券２０２１を利用する際の注意事項
◆商品券を転売することは禁止です

購入した商品券をインターネットオークション等､その他手段により転売を行う

ことは禁止です｡

◆たばこは購入できません

たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する､製造たばこの購入に商品券

を利用することはできません｡

◆公共料金の支払いには利用できません

税金･電気･水道料金等の支払いに商品券を利用することはできません｡

◆換金性の高いものの購入はできません

有価証券､商品券､ビール券､図書券､切手､収入印紙､官製はがき､デマン

ドタクシー乗車券､プリペイドカード等

◆医療保険や介護保険等（処方箋を含む）には利用できません

医療保険や介護保険の一部負担金､処方箋が必要な医薬品には利用で

きません｡

◆取扱店自らの事業上の取引には利用できません

取扱店自らの事業上の取引(機材の購入､商品の仕入れ等)の支払いに

商品券を利用することはできません｡

◆代金決済サービス（ネット通販など）の支払いには利用できません

◆現金との換金や預け入れはできません

商品券を換金することや､金融機関に預け入れすること､電子マネーへ変換

(チャージ等)することはできません｡

◆商品券の返品や交換は一切できません

商品券購入後の返品や汚損･破損による交換等は一切できません｡なお､

汚損･破損した場合､下記の条件をすべて満たしている場合には､商品券と

して有効です｡

①通し番号が確認できること｡

②券面の3分の2以上が残っていること｡

③偽造防止用のホログラムが残っていること｡

◆盗難、紛失等について、発行者は一切の責を負いません

商品券の盗難･紛失または汚損･破損を含むその他事故について､発行者

は一切の責を負いません｡

◆利用する際、釣銭は出ませんので、額面以上で使用してください。

◆商品券の有効期限にご注意ください

商品券の有効期限は令和４年1月31日(月)です｡期限を過ぎた商品券は

無効となり利用できませんので､必ず使い切るようにしてください｡



★笠間地区（共通券・専用券どちらでも利用可能）

［小売業］

セキショウカーライフ㈱笠間店 ㈲仲見世丸井 フラワーショップ花葵　

関デンキサービス㈱　　 中村菓子店　 ふる川製菓

セブンイレブン笠間石井店 ㈲永山スポーツ ポーターハウス　

セブンイレブン笠間来栖店　 中屋松太郎木工機器店 堀川酒店

セブンイレブン笠間才木店 鍋屋 ほんまや

セブンイレブン笠間昭和町店 成田屋呉服店 ㈲松島製菓

セブンイレブン笠間鉄砲町店 ニットショップ　コタベ 道の駅かさま　楽栗 「道の駅かさま」

煎餅屋　仙七　笠間店 ㈱根本製菓　　 湊屋売店

宝印房 はたおか製菓 湊屋本店

たちばな 塙化粧品店 湊屋味噌店

㈱タナカ（ガソリンスタンド） 塙商店 名品の店　ますや

田中家電　　 塙屋 森田屋

タナカヤ呉服店 光屋時計店 森の石窯パン屋さん

Tutumiya　GYU ファミリーショップかねだい 谷中商店

壺やきいも道場 ファミリーマート笠間近森店 洋風笠間菓子 グリュイエール

デパートきくち ファミリーマート笠間中央　 吉田屋製菓

㈱テンダーハウス　笠間店 ファミリーマート道の駅かさま 「道の駅かさま」 ワインショップすずき

富田製菓 ふとんのきっかわ

［サービス業］飲食・理美容・その他　　／　［建設・工業］

《飲食》 つの国や　 タキノ美容室

朱の門 手打ちうどん・そば　丸嶋 BARBER　EPOCH（理容室）

味の店　はらだ 手打ちそば　柏屋　 《その他》

いなり食堂 手打百藝　泰然 石川印刷

U-A　モンブラン Café 天芳 いしかわ動物病院

魚福寿司 陶之助プラス ㈲大本自動車

欧風料理　cérchio　　 ドロップイン ㈲笠間電装

笠間工芸の丘㈱ とんかつ　昭光亭 割烹旅館　城山

鍛冶屋 なかた屋 グリーンクリーニング工場　

Café　二葉 庭カフェKULA システムクリエイト

釜めし　かぐや姫「道の駅かさま」 柊 鈴木自動車整備工場

きむらや 美食亭　鮨　あい澤 スズキアリーナ笠間

黒潮 ピッツェリア・マルビーナ 高浜モータース

元気寿司　笠間店　 フランス料理　ポーム・ド・パン NOZAWA

ココス笠間寺崎店　 フレンチ食堂　アルモニ ハッピーわんず

四川料理　三笠 森のレストラン　Monomi 檜山モータース　

十割そば　紅葉亭　 モン・ラパン ㈲ひろさわクリーニング

旬彩食感　すし処なりた　 門前酒場マルトミ ファッションクリーニングヨネサワ

食彩　ARATA 八百屋カフェ　okai　 FISHING HOUSE　KASAMA　おさかならんど

西洋割烹　かるにえ やきそば　芳賀屋 ホテル　イオ　アルフェラッツ

そば処　三之助 焼肉　笠間苑 ㈱本間商事

そば処　つたや 薬膳中華レストラン　神農和 メガネストアー笠間店　

そば処　のざわ 洋食屋 ＳUＮ モリ幸クリーニング店

そば家　やなか LIVEKASAMACLUB 《建設・工業》

そば家　井がわ 旅館　いなみ ㈱イサカホーム

そば家　尚庵　 レストラン風の丘 ㈲大枝建設

太閤寿司　　 和膳　吉光庵 川井瓦工業㈱

大衆割烹ふぐ膳 《理美容》 昭和造園土木㈱　

大寿し アサヒ美容室　 ㈲中島工務店

チャイナハウス　あぷりこっと 小貫理容所 長谷川畳店

中華そばのあい川 織田美容室　笠間店

［笠間ショッピングセンターポレポレ・イオン笠間店内］

アジマール　笠間ポレポレ店 栗原靴修理工房 青果かねだい　ポレポレシティー店

東うさぎ クールカレアン笠間店 ㈱茶の一茶

あづま亭 コスメティックスポレポレ トヨタカローラ新茨城㈱笠間ﾎﾟﾚﾎﾟﾚ店

アラベスク　 サロン・ド・グリム とんかつ新宿さぼてん　

イタリアントマトカフェJr　 サントー笠間店 永田商店R

エヌ・ビー・シー笠間店 ジャングルパーク笠間店 ㈱ハニーズ　

笠間花壇 ジャンプ笠間店 一口茶屋

カフェ・バール・エポック シューラルー笠間ポレポレ店 ファッションシューズ　ピコット

からだメンテナンスResets　 炭火くしやき　鳥専亭 フォトモア



★笠間地区（共通券・専用券どちらでも利用可能）

［笠間ショッピングセンターポレポレ・イオン笠間店内］

不二家ポレポレ店 宮脇書店　笠間店 やっこ凧笠間店

プリムローズ　 銘菓の老舗　あさ川 夢市場　

ベーカーシェフ笠間店 メガネのクロサワ笠間店 ルミエール笠間店

ポレポレホール（映画館） めぐみや 和ダイニング四六時中

［まちの駅笠間宿］

アトリエ・フラスカ KasamaSounds信空館　 ドルチェ　カフェ　

うどん笠間宿 笠間茶屋　 ふれあいサロン「かさまーる」　　

オカリーナの平本 こだわりのメンチ・コロッケ　しおざわ BOXショップさくら

おしゃれさん ツイてる桜井さんち 利沙の部屋

★友部地区（共通券・専用券どちらでも利用可能）

［小売業］

㈱旭商事 セイコーマートおぬまや店 肉のヒロセ

上野サイクル＆石油店 せきでんき Patisserie On
Ｍ＆Ｍマスヤ セブンイレブン笠間平町店 パンプルティンク

オートクロス ミヤザキ セブンイレブン笠間美原３丁目店 日の丸石油㈱　

お菓子の店　くりーむ セブンイレブン友部旭平店 ひまわり薬局　

かくらい セブンイレブン友部旭町西原店 ファミリーマート笠間旭町

㈲川井商店 セブンイレブン友部駅前通り店 ファミリーマート笠間東平店

グラスワーカー　サクライ セブンイレブン友部八雲店　 ファミリーマート友部インター

桑島酒店 総合衣料　長谷川 深作農芸種苗

㈲ケイエスフロンティア 高野商店 深沢石油店

小伊勢屋 ㈲たかやす写真店 ㈲藤岡とうふ50号店

米のあおき 滝家商店 ㈲藤岡とうふ店

サイクルショップ初田 チョコレートのこうき ㈲藤川モータース

サクライ時計店 ㈲鶴田直商店 マツダオートザム友部

サラダ館友部店 鶴屋 ミートショップ金沢

サンミルク友部店 手づくり雑貨屋　ねことひだまり　 ミニストップ友部湯崎店

ＪＡ常陸 みどりの風直売所 でんきのヤマグチ ㈱ムラカミ

自然樹木専門店　自然樹院 富田デンキ メガネのサクライ

仕出し・お祝い・法要弁当　わさび ㈲友水石油 モードサロン　モナ

手芸の店　リトル 友水肥料店 ヤマニ寝具店

菅谷鮮魚店　 トヨタカローラ新茨城㈱　友部店 綿引時計店

スズヤ酒店 中庭テレビ店

須藤酒店　 肉の来栖

［サービス業］飲食・理美容・その他　　／　［建設・工業］

《飲食》 焼肉大和 山口美容室

いこいの家はなさか内　かめや食堂 やま膳 理容ナガホリ

居酒屋　大ちゃん 宵楽酎房　粋成 《その他》

居酒屋　和花咲 寄合酒場ももじ 愛宕クリーニング店

居酒屋　和楽亭 らーめんげんき屋友部駅前通り店 大塩企画

いなり工房　ISAGO らーめんげんき屋友部本店 おそうじ革命茨城水戸駅南店　笠間出張所

いばらき食彩　香寿亭 楽天酒家 友部店 小沼自動車工業㈱

おくのや ワイルドライフ　 川井自動車整備工場

お食事処　いこい 《理美容》 ガレージ・サクライ

笠間市地域交流センターともべ　カフェ＆キッチンともあ うすい理容 ㈲共栄モータークラブ

カフェダイニング　kokoya 織田美容室　友部店 くるま工房笠間㈱

からあげ五右エ門 髪の専門店　CoCoオオヒラ ㈲シーエス

可愛庵 Salon.do.A.bi 自然整体院　桑原

ココス友部店　 サン美容室 シティーホテル友部

旬鮮料理 菊正 たきもと美容室 車検のコバック　笠間友部店

創作居食屋 楽人 チエ美容室 橙雅交通㈱

そば処　なが井 つかこし理容所 ビッグエコー笠間店

ダイニングバーおれん家 永堀理容室 Beauty salon Ray as

ダイニングむさし ビューティサロン　ゆき ビデオ工房　こころ

手打ち蕎麦　たいら 美容室　アンシャンテ桜 フォトショップ　セキ

鉄板焼き工房　あっちっち 美容室　あんず ㈱フカツー

日本料理　天晴 美容室　新 ボルダリングジム　ボルテックス

飯店　波良 美容室　ハーフタイム ㈱ムラカミ オートケアセンターATA

ばんどう太郎 友部店 FU-FU　hair＆comono リラクゼーションサロン Live

Fast Blue Café Felicidade 《建設・工業》

ファミレスふれんず Private　Salon　Drop-in 阿内塗装工業

松榮鮨 ヘアーカット専門店　スマイル アサヒハウジング㈲



★友部地区（共通券・専用券どちらでも利用可能）

［建設・工業］

石井工務店 川上硝子店 ㈲富田総合建設

磯山設計事務所 嶋田畳店 萬屋金物店

㈱イチゲ電設 正和通信㈱ リフォーム常陽

海老澤建築 タナカ建装

★岩間地区（共通券・専用券どちらでも利用可能）

［小売業］

アイモール　イチカワ 靴のヤスエヤ セブンイレブン笠間下郷店

飯田呉服店　 ㈲こくや　　 セブンイレブン笠間土師店

飯田電機商会 酒の専門店　桝屋 ㈱根本金物店

伊藤菓子店 JA常陸　土からのたより直売所　 平澤石油店

伊藤電機商会 (資)柴田商店　ENEOS　岩間SS ひろみ化粧品店

岩間家具センター スーパー辰己屋 ファミリーマート笠間押辺店　

岩間米店 スガヤ分店 フクダ時計店

岩間の栗や　小田喜商店 ㈲菅谷薬局　 穂垂ル里山農場

笠間の焼栗　愛樹マロン 鈴木生花店 本多酒店

片山機械店 セブンイレブン岩間泉店 ミスタータイヤマンしばやま

加藤燃料店 セブンイレブン岩間インター店 雪印メグミルク岩間ミルクセンター

キムチ工房かわさき セブンイレブン笠間押辺店

［サービス業］飲食・理美容・その他　　／　［建設・工業］

《飲食》 やきとり御酒落　 川上印刷

あじ彩　 ラーメン美和 旭東舎

駅前つるや 《理美容》 グレード・ワン　

笠間　雪みるく　 カネマスヤ理容所　 パソコン販売のサンネット

かめや 鈴木理容所 ビークルショップモチマル

グリーンファーム 美容室　髪屋 持丸自動車㈱

さんてす 美容室SAY-21 洋服お直し工房　カワライ

食事処　ぐるめ 羽成理容所　 《建設・工業》

つるや本店 ヘアーサロン　いづみ　 ㈱イイダ微研

手打そばやしろ ヘアーサロン　セピア 岡島畳店

Trattoria Forest　 ヘアーズ 小沼塗装店

認肉屋 ヘアカット専門店　nico'Lino 佐藤畳店

FLOWER　HILL　HANAZONO 理容ハタオカ ㈱藤井建設

ブラッスリーテロワール　 《その他》 モリ溶接工業㈱　

宝珍 ㈲アタゴモータース商会　　

麺飯熊猫 AOトレーニングラボ　

★大型店（共通券のみ利用可能）　
アベイル　友部店 カスミ　フードスクエア友部店 シャンブル　友部店　

イエローハット友部店 カワチ薬品　笠間店　　 セイブ　笠間店　

イオン笠間店 カワチ薬品　友部店　　 ツルハドラッグ　友部店

茨城トヨタ自動車㈱　友部店 業務スーパー 笠間友部店 ディスカウントスーパー　ヒーロー 笠間店

ウエルシア　笠間東店 ケーズデンキ　笠間店 トライアル　笠間店

ウエルシア　笠間南店 コメリハード＆グリーン岩間店 ㈱ニトリ　笠間店

ウエルシア　新友部店 コメリハード＆グリーン笠間店　 バースデイ　友部店　

ウエルシア　友部旭町店 コメリハード＆グリーン友部店　 ホームセンター山新　笠間店

エコス TAIRAYA　笠間店　　 ㈱三喜　友部店 ホームセンター山新　友部店

カスミ　岩間店 しまむら　笠間店　　 Wonder　GOO　友部店

カスミ　笠間店 しまむら　友部店　　

※掲載の取扱店名は令和３年８月２０日現在です。

※８月２１日以降の情報については、笠間市または笠間市商工会のホームページにて随時お知らせいたします。なお、取扱店は随時受け付けておりますので

　 お問合せください。

お問合せ先

【発行】笠間市商工会

［本 所］
笠間市笠間1464-3

☎0296-72-0844

［友部事務所］
笠間市東平2-3-3

☎0296-77-0532

［岩間事務所］
笠間市下郷5140(笠間市役所岩間支所内)

☎0299-45-5711

【協力】笠間市


