かぬまプレミアム付

商品券
ニコニコ
かぬまプレミアム付
かぬまプレミアム付

令和3年10月1日現在

ニコニコ商品券

A券 + B券 ご利用可能店舗

篠原時計店（下横町）

BEAM 美容室（御成橋町）

牛屋の肉屋よこお（久野）

力ラオケ寿美麗（上殿町）

シバタ時計メガネ店（久保町）

Buzz hair（幸町）

内山味噌麹店（塩山町）

川田理美容院（府所本町）

柴田輪業（口粟野）

Culture Meat shop 山野井肉店（玉田町｝

エステティックサロン

かんたんフィットネスフィット（千渡）

渋江ふとん店（上材木町）

D-cat（貝島町）

エスプリドゥあさきん本店（銀座）

関東整備（三幸町）

嶋田屋酒店（西茂呂）

Dolce Miele（村井町）

江連米穀店（下横町）

キクチ電気（下田町）

シマダ理容所（下武子町）

ENEOS 茂呂 SS（西茂呂）

越後屋酒店（西鹿沼町）

キグナス石油 SS（奈佐原町）

島野刃物工具店（千手町）

HAIR'S WIN（仲町）

エフ・グラフィックデザイン（松原）

木嶋鈑金塗装（栄町）

清水秀吉商店（上田町）

IK ホーム リフォームかぬま（貝島町）

笑福シウマイ（上野町）

紀州屋（今宮町）

事務機のマツヤ（緑町）

商品券１冊の内容
大川勝平商店（口粟野）

IT Support パソコン太郎（千渡）

申込(購入)対象者 軍鶏屋（末広町）

季節料理せせらぎ（引田）

近江屋（深程）

J ・STYLE（千渡｝

きそば金〼（下田町）

Life House（上殿町）

生そば冨士川（下田町）

大河原幾雄商店（蓬莱町）
・１冊につき 12,000円(20%のプレミアム付)の
M0M'S kitchen（千渡）
オオスギ（口粟野）
商品券(1,000円券×12枚)を10,000円で販売。
nouga（晃望台）
大関種苗園（鳥居跡町）
・１冊12枚の内訳
Opapa キッチン（西茂呂）
A券2枚(2,000円分) /大塚力ラー（深津）
B券10枚(10,000円分)
Pitts Lei（茂呂）
オートスナック（塩山町）
加盟店は462店舗です。
(令和3年10月1日現在)
Rock'nWall Coﬀee Roast（千渡）

十一屋商店（朝日町）
鹿沼市在住あるいは在勤で
きた美容室（西茂呂）
住環境整理のユーカリ（鳥居跡町）
満18歳以上(令和3年11月23日時点)の方
ぎょうざ・からあげ・ラーメン山いち（西茂呂）

購入単位

京屋（銀座）

喜楽食堂（天神町）

熟成味噌らーめん

味噌の樽丸（上石川）

匠仁坊（上殿町）
小・中学生の個別指導塾「開隆塾」（仲町）

松栄堂本店（末広町）
１冊〜５冊の５種類（１冊10,000円）

蕎花（茂呂）

大谷精肉店（久保町）

御菓子司光陽堂（上殿町）
商品券の有効期限

SOU LABO（木工団地白石物産内）（茂呂）
SPICE CURRY 栃星（末広町）

しゃぶしゃぶ・うなぎあさや（戸張町）

久我屋ふとん店（蓬莱町）

御菓子司松月（麻苧町）

令和３年11月23日(火)〜令和4年2月28日(月)
岡田青果店（下田町）

あいだ菓子店（口粟野）

松風堂（麻苧町）

申込(購入)限度額 食工房ニューかねこ（鳥居跡町）
熊倉果樹園（千渡）
食と酒 穂乃花（西茂呂）
串カツ Juso（久保町）

柴田輪業（口粟野）
お一人につき5冊まで
（１冊10,000円）

赤間（中田町）

翁屋商店（奈佐原町）

熊倉酒店（千渡）

アクセサリーのプレジャー（石橋町）

荻原呉服店（樅山町）

くまくら理容室（府中町）

白崎電気商会（日吉町）

アクセス（上石川）

おけさ寿司（上南摩町）

暮らしの衣料よしの（上殿町）

シルクトラベル（板荷）

おこんにゃく茶屋（銀座）

クリーニングハウスあべ（戸張町）

新鹿沼駅前整体院（蓬莱町）

クリーニング中央プラント（上田町）

しんかわ化粧品店（下横町）

クリーニング白竜舎（坂田山）

新聞プラザ宇賀神（貝島町）

アクセルエルヴェ鹿沼店（栄町）

キリトリ
おにぎり屋万象（上殿町）

あさきんエルメーム仲町店（仲町）

あさきんモアメーム上田町本店（上田町）

小野口銃砲火薬店（銀座）

小野口園（中田町）
かぬまプレミアム付ニコニコ商品券申込専用ハガキ

浅野ミシン電機（鳥居跡町）

くるまやラーメン（上殿町）

注意事項
すいーとほーむ

いせも（西茂呂）

浅見電気商会（上田町）

お菓子の工房口ージェ（千渡）

黒子松屋（深程）

あすか整骨院（玉田町）

お食事処いな穂（千渡）

黒田養蜂園（村井町）

スーパーコマツヤ（深程）

ケイアンドアール（西茂呂）

末広製菓（下永野）

申込期間：１０月１６日(土)〜
１１月１日(月)
お食事処きん太（御成橋町）

あづま寿司（仲町）

●

スウィン鹿沼スイミングスクール（西鹿沼町）

同一人物による複数の申し込みは無効となり
ます。
鮨 TO 創作和食馳走裕や（東末広町）

荒川家具（末広町）

お料理

安喜亭支店（天神町）

カーテンレーヴ（幸町）

アンジェル洋菓子店（東町）

介護ショップいせも（久保町）

● 当選者のみ
「購入引換券」
をお送り
します。
小磯菓子店（口粟野）
寿し和可奈（貝島町）

安藤塾（貝島町）

快髪研究所りゅうせい（千渡）

晃南印刷（緑町）
● 抽選の当落についてはお答えできませんのでご了承くださ
い。
すし安兵衛（上野町）

アンリ口（上材木町）

家具サロン植野屋（仲町）

珈琲＆軽食ジュエル（坂田山）
鈴木米穀店（府所町）
● 本申込専用ハガキもしくはインターネッ
ト(スマホ・パソコン)

居 istro 金田（上殿町）

カクニシビルダー（上野町）

こがねちゃん弁当上田町店（上田町）

鈴木屋（銀座）

飯沼薬局（麻苧町）

隠れ家的サロン ヒーリングハウス poloka（上殿町）

こがねちゃん弁当西鹿沼店（西鹿沼町）

スズラン時計店（蓬莱町）

池田屋（天神町）

画材・野の花のギャラリーサカモト（下田町）

コバヤシオート（茂呂）

ずず新鹿沼駅前（鳥居跡町）

憩いのぽぽベネ（西茂呂）

かしわだいにんぐ（宇都宮市鶴田町）
(いずれかに○をお願いします)

小林酒店（千渡）

スポーツショップ

居酒屋

柏渕理容店（茂呂）
１冊

住所

お名前

栞（西茂呂）

様

居酒屋酒のさかな（上野町）
居酒屋ひなた

よりみち（上日向）

２冊

３冊

カットハウスフリースタイル（鳥居跡町）

（満

才）

４冊

割烹花月（上野町）

５冊

割烹きたやま（蓬莱町）

伊佐野商店（加園）

割烹鳥長（石橋町）

様

１冊

２冊

でお申し込みください。

● 必要事項の記入漏れや不備があった場合は無効となりますので
ご注意ください。

アルパ（上殿町）

● 購入の際には「購入引換券」
と現金をお持ちください。
呉服用品福田屋（西沢町）
すまいる電機 鹿沼店（天神町）
お忘れ・紛失の場合は購入できません。
小松屋商店（西鹿沼町）
炭火焼肉おおつか（西茂呂）

駒場酒店／粟野物産（久野）
清美館（口粟野）
●「購入引換券」の再発行と購入内容の変更はできませんので

(いずれかに○をお願いします)

居酒屋ゆうき（仁神堂町）

(勤務先等)
石臼手打ちそば月見亭（鳥居跡町）

● 応募者多数の場合は抽選となり
ます。
寿し長（栄町）

玄そば文石庵（茂呂）

キリトリ

(勤務先等)

ケーエスビバリッジ（草久）

修三（万町）

３冊

４冊
５冊
（満
鹿沼72 才）
カントリークラブ（楡木町）

小料理しもつけ（口粟野）
ご注意ください。

セブンイレブン下田町店（下田町）

コンディショニングジム

セブンイレブン鹿沼流通センター店（上石川）

ウィン（貝島町）

● 購入場所：鹿沼商工会議所（アザレアホール）

サイコサイクル（茂呂）

瀬谷新聞店 SEYA NEWS STAND（下田町）

斎藤書店（西茂呂）

創菓工房松屋（下沢）

酒場食堂イナリノトナリ（上材木町）

創作酒房もんも（中田町）

● 引換期間

いしかわ写真館（寺町）

鹿沼カントリー倶楽部（藤江町）
(いずれかに○をお願いします)

市川自動車（口粟野）

鹿沼市花木センター（茂呂）
１冊
２冊

いちご大福の錦京堂本店（戸張町）

鹿沼自動車教習所（玉田町）

午前9時〜午後5時
作業用品の大坂屋（仲町）

鹿沼そば

酒のえちごや（東末広町）

そば割烹日晃（西茂呂）

鹿沼ひざつきフルーツプラザ（上日向）

サトウ写真館（下田町）

そば処佐野屋（天神町）

鹿沼フラワーしのはら（中田町）

サラダ館鹿沼北店・松本洋品店（玉田町）

大丸屋（下田町）

サロン・トリート（御成橋町）

タイヤショップナカヤマタイヤセレクト鹿沼（深津）

(勤務先等)

一の倉（栄町）
いぬかふぇ

まいら（日吉町）

井上刃物店（天神町）
いわい生花（下横町）
(勤務先等)

様

（満

才）

４冊

３冊

５冊

大越路（仲町）

(いずれかに○をお願いします)

様

１冊

２冊

鹿沼銘木店（武子）
（満
才） ４冊

５冊

３冊

１
１月２３日(火)〜１
１月２５日(木)

創作ダイニングカスケードガーデン（栃窪）

当選通知は１１月１６日(火)発送予定

印刷工房カラカミ（東末広町）

鹿沼ランチサービス（鳥居跡町）

澤屋酒店（貝島町）

太陽堂パン店（上田町）

印刷のワイムプラン（府所町）

かぬま里山ワイン（下奈良部町）

三愛電気（上殿町）

タイ料理

インテリア大長（久保町）

カネデンサービス（千渡）

サンユー（口粟野）

高島屋（口粟野）

魚音（亀和田町）

カノヤ人形店（万町）

鹿野精肉店（玉田町）

ウシオダ電気商会（板荷）

神山園（中田町）

地酒のますや（御成橋町）

連絡先

自宅

携帯

※お一人につき５冊まで
（1冊10,000円）

※ご記入いただいた個人情報は商品券事業以外では使用いたしません。

お問合せ先

KATI（栄町）

鹿沼商工会議所高田商店（下永野）
指導課
高橋時計店（石橋町）
鹿沼市睦町287−16
℡.0289-65-1111

福田荒物店（鳥居跡町）

焼肉もうもう亭（西茂呂）

日光醤油唐揚げ

フクダストアー（麻苧町）

矢島電機商会（麻苧町）

和（西茂呂）

しょう和鹿沼店（千渡）

田島商店（千渡）

日光智光薬湯（加園）

ふくふくリフォーム（西茂呂）

八嶋屋酒店（口粟野）

田中酒店（口粟野）

日本料理あおき（万町）

福田ミシン電機商会（下田町）

やすらぎクリニック（上石川）

田中屋魚店（西茂呂）

日本料理一蓮（睦町）

藤田印版（上材木町）

屋台のまち中央公園観光物産館（銀座）

田中屋酒店（樅山町）

日本料理西むら（口粟野）

フタバスポーツ（中田町）

奴寿司（末広町）

楽日すし

日本料理みしま（貝島町）

舟岡支店（上殿町）

矢の商店（上南摩町）

ちとせや化粧品店（西茂呂）

ニューサンピア栃木（栃窪）

フラワーヒルズ（東町）

やぶそば（蓬莱町）

チャームショップなかむら晃望台店（貝島町）

ニュー叶屋（仲町）

ふりいふらいと（鳥居跡町）

やぶそば（末広町）

中華料理嘉蒂（上野町）

楡木松栄堂（楡木町）

ブルートステーキ（上野町）

山崎モータース（府中町）

中華そば

にれぎ裕鮨（楡木町）

文化堂書店（蓬莱町）

山里（板荷）

中華八珍（上石川）

ヌーヴォー美容室（仲町）

ヘアーサロン ABE（石橋町）

山田屋本店（奈佐原町）

中條こんにゃく本店（末広町）

根本洋傘店（石橋町）

ヘアーサロン y's（貝島町）

大和屋鹿沼店（下横町）

中條こんにゃく富岡店（富岡）

農業生産法人かぬま（塩山町）

ヘアーサロンサイトウ（今宮町）

大和屋足袋店（仲町）

月とスパイス（末広町）

のざわ食堂（下田町）

ヘアーサロンモロネ（西沢町）

ヤマト写真館（朝日町）

つくも薬局（万町）

野尻直売所（野尻）

ヘアースタジオ・オオガキ（上材木町）

山中肉店（下田町）

つけもの樋山（茂呂）

バーバーミリオン（樅山町）

ヘアデザインヤマモト（上殿町）

飲茶＆中国料理 chinese 恵泉（府中町）

辻機工（茂呂）

バイクショップタケザワ（茂呂）

ベッカライ・ディ・シュトラーセ（晃望台）

ユーケンホーム（晃望台）

津吹商店（下田町）

ハウザー（緑町）

保健堂鳥居薬局／とりい鍼灸院（上田町）

洋館家本店（西茂呂）

バギー＆トライクショップアイム（西茂呂）

ほぐし処くすのき（みなみ町）

洋服の二葉クレール（西茂呂）

手打そばおふくろ（御成橋町）

鋏家（千渡）

ほぐし処やぐち日和（栄町）

洋服リフォームふばさみ（蓬莱町）

電ねっとシマ（千渡）

パソコンスクールアシスト（上野町）

ぽん太（下武子町）

吉成力メラ店（寺町）

電ねっとシミズ（上石川）

パソコン教室エムネット（西茂呂）

麻婆亭（晃望台）

吉野屋ふとん店（鳥居跡町）

天然石 Bang・Bang（蓬莱町）

畠山綜合衣料店（口粟野）

まちの駅新鹿沼宿（仲町）

米山そば（武子）

道楽かぬま（上野町）

鉢木らーめん（茂呂）

マツイ理容店（千渡）

ラーメン蔵八（栄町）

はちみつ力フェ HoneyB（村井町）

松本米穀店（口粟野）

理容キクチ（上田町）

峠の味どころ大越路（下永野）

パティスリー HANA（上日向）

松屋鮮魚店（下横町）

理容ニューホワイト（下横町）

常盤産業（御成橋町）

パブリックハウス六本木（中田町）

マルキン酒店（下田町）

リラックススペースきれいきれい（東町）

七草（下田町）

みはし（東町）

0円
0
0
,
0
1
!
も

3 億6 千万円

発行総額
つぼ＆リンパマッサージ

スキップ（仲町）

注意

東部米穀東町店（東町）

お得 !

アザレアホールでの当日販売は、実施いたしません

申込期間

ドコモショップ鹿沼店（西茂呂）
STEP

飄風窯（下田町）

１
栃木しゃも加工所（上殿町）

この専用ハガキ
・インターネットからの応募のみとなります
ルビー美容室（緑町）
丸福農園（上日向）

日下田商店（下武子町）

１０月１６日(土)〜１１月１日(月)必着

レストスポット山びこ（上野町）

まんま（上殿町）

栃木体育企画（千渡）

飛行船釜石物産店（白桑田）

ミート工房カシワヤ（奈佐原町）

栃木口イヤル交通（加園）

ビューティ・ヨーコ（鳥居跡町）

みっちゃん蕎麦（鳥居跡町）

申込専用ハガキもしくはインターネッ
ト(パソコン・スマホ)
ビユーティサロン真己（蓬莱町）
でお申し込みください。
(先着順ではあり
ません)
特許石打真空ねりうどん・そば並木藤（御成橋町） ビューティサロン千代（末広町）

栃の葉書房（御成橋町）

※1人につき５冊まで(1冊10,000円)

土用亭（上石川）
トラットリア

イル

ダード（西茂呂）

当選通知

STEP
とんかつ八洲（西茂呂）
２
中田時計店（中田町）

レディースショップヴィセイ（西茂呂）

（郵便ハガキ）
レディースセレクトショップ pink's（西茂呂）

雅スタイル（千渡）
港屋商店（口粟野）

口ーズガーデン（栃窪）

メガネ・補聴器のヤナセ（栄町）

和菓子処小太刀（東末広町）

美容室ジュネス（今宮町）
美容室ハピネス（万町）

めがねのミノワ（西茂呂）
63円切手を
お貼りください
メガネの愛光（鳥居跡町）

美容室フサコ（晃望台）

メモリアルホール

１１月１６日(火)発送予定
平野燃料店（上田町）

中本商店（上野町）

抽選の結果につきましては、
すべての当選者にハガキ
ファミリーファッションまるぜん（上石川）
(購入引換券)にてお知らせいたします。
ファミコンショップヤマモト（御成橋町）

ナノハナ（晃望台）







森田美容院（坂田山）

ワンズレンタ力一鹿沼インター店（上石川）

やきとりの店

フォトスペースプリズム（上野町）

やきとりの萬屋（上田町）

B券 ご利用可能店舗

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日時を指定させていただきます。
あらかじめご了承ください。
ABCMART ビバモール鹿沼店（睦町）
鹿沼市民ホール 緑ケ丘邸（栄町）



和の心若駒（鳥居跡町）

西村製材所（村井町）

鹿沼商工会議所 アザレアホール



渡辺力メラ店坂田山店（坂田山）
渡辺りんご園（栃窪）

焼きそば☆ばそき家鹿沼店（千渡）

午前9時〜午後5時まで



渡辺力メラ店東末広町本店（末広町）

もみとほぐしのとんぼ（貝島町）

フードショップいとうや（口粟野）

１１月２３日(火)〜１１月２５日(木)

若葉塾（西茂呂）

めんくいろう（上殿町）

西村材木店（村井町）

引換期間



さつき野（栄町）

※権利放棄等があった場合は販売期間終了後に再抽選と
し、12月頃までに改めて
なゆた庵（上久我）
ファミリーマート鹿沼村井店（村井町）
当選者にお知らせいたします。

キリトリ
れすとらん四季（今宮町）

美容室ミルキーウェイ（千渡）

仲まち家（仲町）

STEP
3

鹿沼市シンボルキャラクター

からあげ鳥亀鶴田店（宇都宮市鶴田町）

日升屋酒店（府所本町）

たこ焼き

﹁ベリ ー ちゃん ﹂

牛久自動車修理工場（口粟野）

！
ニコニコ商品券 発売！
たけすえ（銀座）

最大

adorer（上殿町）

ピュア（西茂呂）

A券 + B券 ご利用可能店舗

かぬまプレミアム付
かぬまプレミアム付

枝（中田町）

鹿沼市睦町287−16

※A券はご利用できません。

鹿沼商工会議所 行

たいらや鹿沼店（緑町）

ヤオハンフードセンター宇都宮店（宇都宮市鶴田町）

力レーハウス CoCo 壱番屋鹿沼栄町店（栄町）
この期間内に必ずお越しください。
WonderGOO 鹿沼店（西茂呂）
カワチ薬品鹿沼店（下田町）
期間を過ぎますと無効となり
ます。

ツルハドラッグ鹿沼晃望台店（貝島町）

ヤオハンフードセンター貝島店（貝島町）

ツルハドラッグ鹿沼大門宿店（上殿町）

ヤオハンフードセンター西店（日吉町）

イエローハット鹿沼晃望台店（緑町）

力ワチ薬品鹿沼北店（文化橋町）

ツルハドラッグ鹿沼日吉町店（日吉町）

ヤオハンフードセンター東町店（東町）

ウエルシア鹿沼粟野店（久野）

力ワチ薬品鹿沼南店（西茂呂）

ドラッグストアマツモトキヨシ鹿沼千渡店（千渡）

ヤオハンフードセンター北部店（上田町）

ドラッグストアマツモトキヨシビバモール鹿沼店（睦町）

ヤオハンフードセンター樅山店（樅山町）

ドラッグストアマツモトキヨシ鹿沼西茂呂店（西茂呂）

ヨークベニマル鹿沼上殿町店（上殿町）

TSUTAYA 鹿沼店（晃望台）

申込専用ハガキ
もしくはインターネット(パソコン・スマホ)
ウエルシア鹿沼貝島店（貝島町）
力ワチ薬品千渡店（千渡）
お申し込み
ください。
から
ウエルシア鹿沼蓬莱店（蓬莱町）
カワチ薬品樅山店（樅山町）
魚べい鹿沼府所町店（府所町）

カンセキ新鹿沼店（万町）

ドリームファクトリーアロハ（睦町）

ヨークベニマル鹿沼店（西茂呂）

魚べい茂呂店（西茂呂）

ココス鹿沼鳥居跡町店（鳥居跡町）

農産物直売所あぜみち鹿沼店（千渡）

ヨークベニマル鹿沼睦町店（睦町）

宇都宮みんみん鹿沼店（西茂呂）
QRコード

コジマ ビックカメラ鹿沼店（西茂呂）
鹿沼商工会議所

ピザーラ鹿沼店（天神町）

横倉本店鹿沼支店（流通センター）

オートバックス関東販売（東町）

コメダ珈琲鹿沼店（西茂呂）

ビバホーム鹿沼店（睦町）

和光メガネ鹿沼店（西茂呂）

オフハウス鹿沼店（栄町）

サトーカメラ

福田屋百貨店鹿沼店（東末広町）

鹿沼晃望台店（上野町）

スマホの方はこのQRコー
パソコンからの方は鹿沼商工会議所のホームページ
カスミ鹿沼店（栄町） ドから
セキチュー鹿沼店（緑町）
申込専用サイトにつながります。 から申込専用サイトにつながります。

ヤオハンフードセンター粟野店（久野）

