鹿沼市共通商品券
S

かぬまっこ商品券は
市内４２０店舗でご利用いただけます

●ご利用いただける店舗

平成２８年７月現在

ス ー パー
スーパー

ヤオハンスーパー樅山店（樅山町）

ヤオハンスーパー北部店（上田町）

ヤオハンスーパー千渡店（千渡）

ヤオハンスーパー粟野店（久野）

ヤオハンスーパー宇都宮店（宇都宮市鶴田町）

ヤオハンスーパー西店（日吉町）

ヤオハンスーパー貝島店（貝島町）

お買い物
ファッション

愛ランドカノヤ（万町）

アクセサリーのプレジャー（石橋町）

エスプリドゥあさきん本店（銀座）

エフアンドエーチッポ（花岡町）

エルメームあさきん支店（仲町）

荻原呉服店（樅山町）

共栄産業（千渡）

京屋（銀座）

暮しの衣料 よしの（上殿町）

ケイアンドアール（西茂呂）

呉服洋品 福田屋（西沢町）

下久我 たびや（下久我）

鈴木屋（銀座）

大丸屋（下田町）

たけすえ（銀座）

ニュー叶屋（仲町）

nouga（晃望台）

pink's（西茂呂）

ファミリーファッション まるぜん（上石川）

モアメームあさきん本店（上田町）

大和屋足袋店（仲町）

洋服の二葉 クレール（西茂呂）

洋服リフォームふばさみ まろにえ21（蓬莱町） レディースショップヴィセイ（西茂呂）

浅野ミシン電機（鳥居跡町）

浅見電気商会（上田町）

ウシオダ電気商会（板荷）

エルステップ ナンセイ（東末広町）

エルステップ マツザキ（西茂呂）

鹿沼教材社（貝島町）

カネデンサービス（千渡）

キクチ電気（下田町）

木村電気商会（楡木町）

三愛電気（上殿町）

シマデンキ（千渡）

清水電機商会（上石川）

白崎電気商会（日吉町）

すまいる電機鹿沼店（天神町）

ナラブ電気（茂呂）

福田ミシン電機商会（下田町）

矢島電機商会（麻苧町）

アラカワ家具（末広町）

荒川堂（茂呂）

インテリア大長（久保町）

カーテン レーヴ（幸町）
サラダ館鹿沼北店・松本洋品店（玉田町）

家 電

家具・インテリア・仏具

家具サロン 植野屋（仲町）

くらし用品・ギフト

SOU LABO（茂呂）
〔木工団地 白石物産内〕 飄風窯（下田町）
井上刃物店（天神町）

大河原幾雄商店（蓬莱町）

作業用品の大坂屋（仲町）

清水秀吉商店（上田町）

ドコモショップ鹿沼店（西茂呂）

根本洋傘店（石橋町）

福田荒物店（鳥居跡町）

アシル自転車店（蓬莱町）

荒川自動車（府中町）

飯竹輪業（御成橋町）

関東整備（三幸町）

木嶋鈑金塗装（栄町）

コバヤシオート（茂呂）

サイコサイクル（茂呂）

J-STYLE（千渡）

タイヤショップ ナカヤマ タイヤセレクト鹿沼（深津）

トライク＆バギー アイム（西茂呂）

バイクショップ タケザワ（茂呂）

谷中輪勝園（上石川）

山崎モータース（府中町）

ワンズレンタカー鹿沼インター店（上石川）

あすか整骨院（玉田町）

アライ薬品（栄町）

島野刃物工具店（千手町）

車・バイク・自転車

薬・化粧品・リラクゼーション

荒井薬局（樅山町）

飯沼薬局（麻苧町）

小笠原化粧品店（西鹿沼町）

お化粧品と手芸の店すずき まろにえ21（蓬莱町） しんかわ化粧品店（下横町）

ちとせや化粧品店（西茂呂）

チャームショップなかむら晃望台店（貝島町）

つくも薬局（万町）

鳥居薬局（上田町）

とりい鍼灸院（上田町）

矢野薬局（御成橋町）

山川薬局（鳥居跡町）

趣味・花・写真・カメラ・スポーツ

鹿沼カントリー倶楽部（藤江町）

鹿沼72カントリークラブ（楡木町）

小野口銃砲火薬店（銀座）

画材・野の花のギャラリーサカモト（下田町）

日光智光薬湯（加園）

ファミコンショップ ヤマモト（御成橋町） いわい生花店（下横町）

宇賀神緑販（下奈良部町）

大関種苗園 まろにえ21（鳥居跡町）

鹿沼市花木センター（茂呂）

鹿沼フラワーしのはら（中田町）

フラワーヒルズ（東町）

いしかわ写真館（寺町）

サトウ写真館（下田町）

フォトスペース プリズム（上野町）

ヤマト写真館（朝日町）

吉成カメラ店（寺町）

渡辺カメラ店 末広町本店・坂田山店

栃木体育企画（千渡）

フタバスポーツ（中田町）

天然石 Bang･Bang（蓬莱町）
瀬谷新聞店（上野町）

本・文具

田崎新聞店（緑町）

寝 具

やすらぎクリニック（上石川）

時計・メガネ

髙橋時計店（石橋町）

燃 料

キグナス石油 楡木SS（奈佐原町）

斎藤書店（西茂呂）

塩田印章本店（今宮町）

事務機のマツヤ（緑町）

栃の葉書房（御成橋町）

藤田印版（上材木町）

ブックマート興文堂 まろにえ21（鳥居跡町）

文化堂書店（蓬莱町）

いせも（久保町）

久我屋ふとん店（蓬莱町）

澁江ふとん店（上材木町）

すぃーとほーむ いせも（西茂呂）

阿部時計店（中田町）

篠原時計店（下横町）

シバタ時計メガネ店（久保町）

スズラン時計店 まろにえ21（蓬莱町）

中田時計店（中田町）

メガネの愛光 まろにえ21（鳥居跡町） めがねのミノワ（西茂呂）

伊佐野商店（加園）

ENEOS 茂呂SS（西茂呂）

翁屋商店（奈佐原町）

田島商店（千渡）

津吹商店（下田町）

平野燃料店（上田町）

大山米穀店（下田町）

鈴木米穀店（府所町）

吉野屋ふとん店（鳥居跡町）
メガネ・補聴器のヤナセ（栄町）
大出油店（見野）

食料品
お米・味噌・漬物

つけもの樋山（茂呂）

菓子・パン

内山味噌麹店（塩山町）

江連米穀店（下横町）

東部米穀東町店（東町）

農業生産法人かぬま（塩山町）

アンジェル洋菓子店（貝島町）

いちご大福の錦京堂本店（戸張町）

御菓子司 光陽堂（上殿町）

御菓子司 松月（麻苧町）

お菓子の工房 ロージェ（千渡）

紀州屋（今宮町）

米・麦工房 朝日屋（樅山町）

松栄堂本店（末広町）

松風堂（石橋町）

創菓工房 松屋（下沢）

太陽堂パン店（上田町）

Dolce Miele（村井町）

中曽根菓子店（上田町）

楡木 松栄堂（楡木町）

ベッカライ・ディ・シュトラーセ（晃望台） ベーカリーやまさん まろにえ21（蓬莱町） 山田屋本店（奈佐原町）

飲料品

さかい珈琲焙煎工房（西茂呂）

お 酒

小野口園（中田町）

神山園（中田町）

なかや（旭が丘）

大和屋鹿沼店（下横町）

和菓子処 小太刀（東末広町）
黒田養蜂園 まろにえ21（村井町）

ケーエスビバリッジ（草久）

越後屋酒店（西鹿沼町）

かぬま里山ワイン（下奈良部町）

菊地酒店（仁神堂町）

久賀商店（板荷）

熊倉酒店（千渡）

小林酒店（千渡）

小松屋商店（西鹿沼町）

コンビニランド ときわ屋（玉田町）

酒のえちごや（東末広町）

酒のくろさき（上材木町）

澤屋酒店（貝島町）

地酒のますや（御成橋町）

嶋田屋酒店（西茂呂）

十一屋商店（朝日町）

田中屋酒店（樅山町）

中本商店（上野町）

日升屋酒店（府所本町）

舟岡支店（上殿町）

マルキン酒店（下田町）

池田屋（天神町）

魚音（亀和田町）

魚三商店（上田町）

枝村豆腐店（下田町）

大谷精肉店（久保町）

岡田青果店（下田町）

からあげ鳥亀鶴田店（宇都宮市鶴田町）

佐藤精肉店（楡木町）

鹿野精肉店（玉田町）

栃木しゃも加工組合（上殿町）

仲田精肉店（村井町）

日下田商店（下武子町）

フクダストアー（麻苧町）

松屋鮮魚店（下横町）

ミート工房 カシワヤ（奈佐原町）

矢の商店（上南摩町）

山中肉店（下田町）

山野井肉店（玉田町）

山野青果店（今宮町）

肉・魚・野菜・豆腐

お い しい も の （ お 食 事 ）
お弁当
コンビニ

セブンイレブン鹿沼流通センター店（上石川）

喫茶・居酒屋

鹿沼ランチサービス（鳥居跡町）

こがねちゃん弁当上田町店（上田町）

こがねちゃん弁当西鹿沼店（西鹿沼町）

セブンイレブン鹿沼上田町店（上田町）

セブンイレブン鹿沼下田町店（下田町）

ファミリーマート鹿沼仁神堂店（仁神堂町） ファミリーマート鹿沼千渡店（千渡）

i&i cafe（天神町）

居酒屋 酒のさかな（上野町）

居酒屋 ゆうき（仁神堂町）

串亭 みはし（東町）

カラオケ 寿美麗（上殿町）

しゃもや（上殿町）

道楽かぬま（栄町）

仲まち家（仲町）

パブリックハウス 六本木（中田町）

パブロマン（上野町）

やきとりの萬屋（上田町）

レストスポット 山びこ（上野町）

寿 司

おけさ寿司（上南摩町）

食彩館 満登江（下田町）

末広町さくら寿司（末広町）

寿司・割烹 あづま（仲町）

寿司 安兵衛（上野町）

寿し和可奈（貝島町）

にれぎ裕鮨（楡木町）

奴寿司（末広町）

そば・うどん

鹿沼そば大越路（仲町）

季節料理 焼肉 鹿沼そば せせらぎ（引田） きそば 金□（下田町）

生そば 冨士川（下田町）

玄そば 文石庵（茂呂）

佐野屋そば店（天神町）

そば割烹 日晃（西茂呂）

そば処 久美野（上野町）

石臼手打ちそば 月見亭（鳥居跡町）

手打そば おふくろ（御成橋町）

特許石打真空 ねりうどん・そば 並木藤（御成橋町） みっちゃん蕎麦（鳥居跡町）

やぶそば（蓬莱町）

山里（板荷）

寿し長（栄町）

（ご注意）廃業等により加盟店を取り止める店舗もございます。

裏面に続く

中 華

鉢木らーめん（茂呂）

焼肉・韓国料理
レストラン

ブルートステーキ（栄町）

和 食

安喜亭支店（天神町）

ぎょうざ・からあげ・ラーメン 山いち（西茂呂） くるまやラーメン（鳥居跡町）

まるみ食堂（貝島町）

まんぷく亭（文化橋町）

かしわだいにんぐ（宇都宮市鶴田町）

炭火焼肉 おおつか（西茂呂）

かねこ食堂（鳥居跡町）

カフェ＆ジェラテリア ハニービー（村井町） 喜楽食堂（天神町）

まろにえばばちゃんショップ まろにえ21（鳥居跡町）
割烹 花月（上野町）

焼肉亜嵐（栄町）

のざわ食堂（下田町）
焼肉もうもう亭（西茂呂）

れすとらん四季（今宮町）
いな穂（千渡）

お食事処 きん太（御成橋町）

割烹 石ばし（石橋町）

割烹 きたやま まろにえ21（蓬莱町）

割烹 鳥長（石橋町）

割烹 浜町（千渡）

しゃぶしゃぶ・うなぎ あさや（戸張町） 土用亭（上石川）

とんかつ 八州（西茂呂）

日本料理 あおき（万町）

日本料理 一蓮（睦町）

日本料理 みしま（貝島町）

美食彩膳一の倉（栄町）

和の心 若駒（鳥居跡町）

くらしのサービス
クリーニング

クリーニングハウス あべ（戸張町）

クリーニング中央プラント（旧鈴木クリーニング）
（上田町）

クリーニング 白竜舎（坂田山）

塾・教室

安藤塾（貝島町）

開隆塾（仲町・樅山町）

鹿沼自動車教習所（玉田町）

パソコン

アクセス（上石川）

パソコン教室 エムネット（西茂呂）

パソコンスクール アシスト（上野町）

さち美容室（蓬莱町）

ヌーヴォー美容室（仲町）

Buzz hair（幸町）

BEAM 美容室（泉町）

ビューティーサロン千代（末広町）

ビューティサロン真己（蓬莱町）

ビューティ・ヨーコ（鳥居跡町）

美容室ジュネス（今宮町）

美容室ハピネス（万町）

美容室フサコ（晃望台）

マサル美容室（府所本町）

森田美容院（坂田山）

リンパ・足裏マッサージあわの特産品販売 スキップ（仲町） ルビー美容室（緑町）

スウィン鹿沼スイミングスクール（西鹿沼町）

若葉塾（西茂呂）

美 容

ローズガーデン（栃窪）

理 容

柏渕理容店（茂呂）

カットハウスフリースタイル まろにえ21（鳥居跡町） 川田理美容院（府所本町）

シマダ理容所（下武子町）

トコヤ 58（東町）

バーバー ミリオン（樅山町）

鋏家（西茂呂）

ヘアーサロン ABE（石橋町）

ヘアーサロン サイトウ（今宮町）

ヘアーサロン モロネ（西沢町）

ヘアーサロン ｙʼｓ（貝島町）

HAIR'S WIN（仲町）

ヘアースタジオ・オオガキ（上材木町）

ヘアデザイン ヤマモト（上殿町）

印 刷
旅行・物産・冠婚葬祭

まちの駅 新・鹿沼宿（仲町）

農産物直売所

丸福農園（上日向）

工業・建築・リサイクル

くまくら理容室（府中町）

マツイ理容店（千渡）

理容キクチ（上田町）

理容ニューホワイト（下横町）

印刷工房 カラカミ（東末広町）

印刷のワイムプラン（府所町）

大塚カラー（深津）

製造本舗米山そば（武子）

旅ベリーかぬま（石橋町）

中條こんにゃく店（末広町）

中條こんにゃく富岡店（富岡）

屋台のまち中央公園 観光物産館（銀座）

メモリアルホール さつき野（栄町）

鹿沼市花木センター（茂呂）

鹿沼ひざつきフルーツプラザ（上日向）

野尻直売所（野尻）

まちの駅 新・鹿沼宿（仲町）

まろにえばばちゃんショップ まろにえ21（鳥居跡町） ユーズプロセス（上久我）

渡辺りんご園（栃窪）

IKホーム（貝島町）

カクニシビルダー（上野町）

鹿沼杢芸（武子）

住みか工房（上殿町）

辻機工（茂呂）

デザインルームカサイ（茂呂）

東邦機工（上石川）

西村材木店（村井町）

西村製材所（村井町）

ハウザー（緑町）

飛行船鹿沼店（白桑田）

ユーケンホーム（晃望台）

洋館家本店（西茂呂）

量販店
量販店

イエローハット鹿沼晃望台店（緑町）

ウエルシア鹿沼粟野店（久野）

ウエルシア鹿沼貝島店（貝島町）

魚べい茂呂店（西茂呂）

宇都宮みんみん鹿沼店（西茂呂）

オートバックス鹿沼店（東町）

鹿沼市民ホール緑ヶ丘邸（緑町）

カワチ薬品鹿沼店（下田町）

カワチ薬品鹿沼南店（西茂呂）

カワチ薬品千渡店（千渡）

カンセキ新鹿沼店（万町）

かんてい局鹿沼店（西茂呂）

コジマ × ビックカメラ鹿沼店（西茂呂）

コメダ珈琲鹿沼店（西茂呂）

サトーカメラ鹿沼晃望台店（上野町）

シダックス鹿沼晃望台クラブ（西茂呂）

セキチュー鹿沼店（緑町）

たいらや鹿沼店（緑町）

TSUTAYA鹿沼店（晃望台）

ドラッグストア マツモトキヨシ鹿沼西茂呂店（西茂呂）

ドラッグストア マツモトキヨシビバモール鹿沼店（睦町）

ドリームファクトリーアロハ（睦町）

ニューサンピア栃木（栃窪）

ビッグダウン鹿沼店（貝島町）

bigone books鹿沼店（晃望台）

ビバホーム鹿沼店（睦町）

福田屋百貨店鹿沼店（東末広町）

ヨークベニマル鹿沼店（西茂呂）

ヨークベニマル鹿沼睦町店（睦町）

横倉本店鹿沼支店（流通センター）

和光メガネ鹿沼店（上野町）

和光メガネ鹿沼本店（西茂呂）

WonderGOO鹿沼店（西茂呂）

オオスギ（中妻）

高島屋（なか町）

畠山綜合衣料店（中妻）

魚べい鹿沼府所町店（府所町）

粟野地区
ファッション・化粧品
燃料・燃料小売

スーパーコマツヤ（深程）

お米・そば粉

お酒・食品小売・そば

牛屋の肉屋よこお（久野）

駒場酒店／粟野物産（久野）

あいだ菓子店（上町）

黒子松屋（深程）

松本米穀店（下町）
田中酒店（下町）

フードショップいとうや（横町）

小磯菓子店（横町）

末広製菓（下永野）

八嶋屋酒店（中妻）

菓子・パン
寿 司

竹澤家（下町）

畳製造

戸坂畳店（新宿）

写真・DPE
自動車修理販売

ご

利

用

●約款の趣旨
第 1 条 鹿沼商工会議所（以下「本会議所」という。）は鹿沼市共通商品券（以下「商品券」とい
う。）をこの約款にしたがって取り扱うものとし、鹿沼市共通商品券の所持者（以下「お
客様」という。）も、この約款によりお取引をしていただくものです。
●商品券の利用
第 2 条 （1）お客様は、店頭に表示のある鹿沼市共通商品券加盟店（以下「加盟店」という。）で、
鹿沼市共通商品券に表記されている金額の範囲内で、代金の支払いにご利用いた
だくものです。ただし、本会議所または加盟店が商品券の利用ができないものとし
て指定した商品等の代金のお支払いにはご利用いただけません。
※たとえば、次のものはご利用できません。
①商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いも
の ②事業活動に伴い使用する原材料、機器類及び仕入商品等 ③国や地方公共
団体への支払い及び公共料金などの支払い ④「風俗営業等の規則及び業務の適
正化等に関する法律」に規定する風俗営業に関わる支払い
（2）商品券を利用できる加盟店は、本会議所との加盟店契約の新規締結や終了等に
よって、増減することがあります。
（3）商品券をご利用される場合には、釣り銭をお返しすることはできません。
（4）商品券の有効期限は、商品券裏面に記載してある発効日から５年間です。有効期限
を越えますとご利用できませんのでご注意ください。

発行者

鹿沼商工会議所

清美館（新宿）

約

牛久自動車修理工場（新宿）

款

●商品券が利用できない場合
第 3 条 次の各場合には、商品券をご利用いただけませんのでご了承ください。
1. 商品券の取扱有効期限が過ぎた場合
2. 商品券に発行者印及び番号のない場合、または確認できない場合
3. 商品券が違法または不正に取得されたものである場合
4. 商品券が偽造、変造又は不正に作成されたものである場合
5. 商品券の変形、破損等が著しい場合
●加盟店との関係
第 4 条 お客様が商品券をご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について返品、瑕
疵、その他の問題が生じた場合加盟店との間で解決していただくこととします。
●商品券の紛失等
第 5 条 商品券の盗取、紛失された場合であっても再発行はいたしません。
●換金の禁止
第 6 条 商品は、現金との引換はできません。
●取り扱いの変更
第 7 条 商品券の取り扱いについて、この約款を変更する場合、本商工会議所は一定の予告期間を
置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
附則 この約款は、平成１８年１１月１日より適用します。
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