
【小売店】
事業所名 住所 電話番号 取　扱　品

メガネハット白井店 根字笹塚143-3 047-492-4466 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
農産物直売所　やおぱぁく 木278-1 047-498-2007 農産物
マツモトキヨシ　ドラッグストア　西白井店 けやき台1-1-3 047-497-0122 医薬品・化粧品・食品・日用品
セブン-イレブン　西白井駅前店 けやき台1-2-2 047-497-3693 タバコ・食品・飲料水・酒
ASAニュータウン西白井・白井池の上 けやき台1-3-2 047-491-5525 新聞・雑誌
博士補聴器 根115-24 047-492-6333 補聴器及び周辺機器・アクセサリ類
シャディホーム　ハタヤ 根116-16 047-491-0647 贈答品・インテリア小売販売・なし坊グッズ・梨ジャム・梨ドレッシング他
タイヨー　白井店 根73-3 047-492-4851 スーパーマーケット　食品・日用雑貨他
サンドラック　白井東店 根73-3 047-497-5081 医薬品・化粧品・日用品等
ミスタータイヤマン　白井店 根76 047-492-8413 自動車用タイヤ
ランドロームフードマーケット　西白井店 根1696-15 047-491-1001 野菜・果物・精肉・鮮魚・加工食品・雑貨他
むとう寝具店 根97 047-492-0439 羽毛布団・綿布団・毛布・カバー
ケーヨーデイツー　白井店 根478-1 047-492-2111 園芸・ＤＩＹ・日用品・家電・レジャー用品・約30,000点
㈲遠山珈琲 根1889-6 047-491-8440 コーヒー豆・白井の梨ジュース・白井の梨ゼリー・白井の梨ジャム・冷凍ケーキ
ケーキハウス　エルブラン 根1029-49 047-497-3155 洋生菓子・焼き菓子
新鮮市場マルエイ　白井店 根1918-8 047-498-0211 生鮮（鮮魚、精肉、青果）・牛乳・菓子・米穀・加工食品他
ビッグ・エー　西白井店 根1965-5 047-497-3870 食品・日用品
勝柴製菓 根97 047-491-0629 ふるさと産品落花生最中など和菓子
宇　ヤナギヤ 根469-3 047-492-0605 学生服・体操服
ローソン　白井根店 根字丸山323-4 047-498-2537 コンビニエンスストア
ローソン　白井工業団地店 河原子354-3 047-491-2688 コンビニエンスストア
ローソン　白井折立店 折立365-1 047-492-8710 コンビニエンスストア

ニトリ　千葉ニュータウン店 桜台1-1-10
0120-014-210(携帯
からは0570-064-
210）

家具・インテリア用品（ホームファニシング商品）

㈱AOKI　千葉ニュータウン店 桜台1-1-13 047-491-6488 衣類（メンズ・レディース）・スーツ・フォーマル・ビジネス用品・カジュアル用品

マツモトキヨシ　千葉ニュータウン店 桜台1-1-13 047-491-5531 医療品・化粧品・健康食品・食品・日用品・雑貨
なごみの米屋　桜台店 桜台1-1-2 047-491-7534 ぴーなっつ最中・どら焼・羊羹
ポイント千葉ニュータウン店 桜台1-1-5 047-497-6451 釣り具（160,000点)
シュープラザ　千葉ニュータウン店 桜台1-1-6 047-498-0555 靴・靴関連商品
セブン-イレブン　白井桜台店 桜台2-1 047-491-7131 コンビニエンスストアー
カーテンじゅうたん王国　千葉ニュータウン店桜台2-1-2 047-497-5059 カーテン・カーペット・インテリア雑貨他
カワチ薬品　白井店 笹塚1-1-1 047-492-7461 医薬品・化粧品・雑貨・食品
DCMホーマック(株)　白井店 笹塚1-2-1 047-498-2222 園芸用品・ペット用品・自転車・大工用品・建築資材・日用品・文具・家電・カー用品など
ケーズデンキ　白井駅前店 笹塚2-1-1 047-498-3150 家電製品一般　2万点
トウズ　白井駅前店 笹塚2-2-1 047-404-2525 飲食料品
セブン-イレブン　白井笹塚店 笹塚3-24-1 047-492-8711 コンビニエンスストア
パティスリー　ポワリエ 笹塚3-10-18 047-402-4466 ケーキ・焼菓子・パンなど

　白井市なし坊プレミアム付商品券　取扱店一覧　　（令和元年10月30日現在)



セブン-イレブン　白井神々廻店 神々廻1646-3 047-491-7011 コンビニエンスストア
マルエツ　西白井店 清水口1-1-1 047-491-2871 スーパーマーケット
マツモトキヨシ　調剤薬局西白井駅前店 清水口1-1-25 047-498-0015 医療品・化粧品・健康食品・食品・日用品・雑貨
ウエルシア　西白井店 清水口1-1-26 047-498-3933 医療品・化粧品・食品・日用雑貨
メイトハウス 清水口1-1-6 047-491-8387 スポーツ用品・スクール用品・その他
たちばな園 清水口1-2-3 047-491-2067 落花生・お茶・海苔・菓子
㈲寺田商店 清水口1-1-3 047-491-5300 米・食品・タバコ・園芸
寺本サイクル西白井店 清水口1-2-2-3 047-491-5731 自転車・オートバイ販売修理
さつまや 白井423 047-497-0621 白井ふるさと産品の大どら・どら焼き・和菓子他
㈲油藤屋 白井428 047-497-0604 燃料類一般
全日食チェーン　山口屋 白井435-2 047-492-0512 惣菜・青果・酒
水車屋商店 富塚789 047-492-0459 食料品・雑貨
ウエルシア　白井十余一店 十余一50-5 047-497-7241 医療品・化粧品・食品・日用雑貨
㈲松屋商店　白井工業団地SS 中445-3 047-497-0903 ガソリン・オイル・タイヤ・洗車等
くすりの福太郎　西白井店 西白井2-26-12 047-492-6029 医薬品・化粧品・日用品・食品
セブン-イレブン　白井ベリーフィールド店 根字大山口1919-5 047-492-7101 コンビニエンスストア
Ｙショップ　白井市役所店 復1123 一般食品
デリカ・サクマ 冨士101-4 047-444-7220 弁当
ウエルシア　白井冨士店 冨士120-3 047-441-8351 医療品・化粧品・食品・日用雑貨
ロイヤルホームセンター　白井 冨士137-2 047-441-7222 園芸用品・建築資材・工具・金物・日用品・家庭用品・ペット用品・収納用品・インテリア用品・文具・レジャー用品

㈱東武ストア　白井店 冨士137-2 047-446-7521 飲食料品・生活雑貨
ベーカリー　ハイジ 冨士137-88 047-442-7702 パン
セブン-イレブン　白井冨士店 冨士242-1 047-442-6006 食品・飲料・生活用品・雑貨・酒類・タバコ等
食鮮館　ヒフミ 冨士49-2 047-443-1760 食料品・雑貨
有限会社　野本エルピー商会 冨士51-5 047-444-7217 ガス機器・水回りリフォーム商材（キッチン、浴室、洗面台、トイレ等）・その他リフォーム工事・エアコン・井戸ポンプ他

やまや 冨士52-59 047-498-5311 酒類・食品・直輸入商品
Yショップ　いなだや 冨士84-19 047-444-6680 一般食品
花けん 冨士85-1 047-446-4187 花束・ブーケ・アレンジメント・仏様花・鉢花・花苗・観葉植物・シャボンフラワー
うお源 冨士94-27 047-444-4114 刺身・鮮魚
マツモトキヨシ　白井店 冨士102-1 047-309-0024 医療品・化粧品・健康食品・食品・日用品・雑貨
シュープラザ　白井店 冨士字栄99-13 047-498-5411 履き物
サンドラック　白井店 冨士字栄129-23 047-441-2651 医薬品・化粧品・日用品等
メガネハット新白井店 冨士字栄99-12 047-498-5523 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
ケーズデンキ　白井店 冨士字西154-1 047-442-3891 家電製品
なべねっとショップ 堀込1-3-6-3 047-492-3289 OA機器＆防災・キャラクターグッズ
ケーキショップ　マザーグース 堀込1-1-26 047-491-2981 洋菓子
マルエツ　白井店 堀込1-2-10 047-491-0211 調味・菓子・飲料・日用雑貨品・生鮮食品
くすりの福太郎　白井駅前店 堀込1-2-7 047-498-1155 医薬品・化粧品・日用品・食品



【飲食店】
事業所名 住所 電話番号 取　扱　品
ステーキハンバーグ＆サラダバーけん　白井店　木274-1 047-492-9129 飲食店
お好焼処　古の珠 根1812-3 047-491-4098 お好み焼・鉄板焼き
十割蕎麦　彦兵衛 根1813-9 047-491-8960 蕎麦・天ぷら等
お食事処　むらさき 根1946-9 047-491-4943 お食事処
手打ちそば・うどん　栄久庵 根1947-3 047-492-4189 そば・うどん
創作料理＆ビストロ　ル・ブラン 根1964-6 047-491-5580 飲食店
フラットヴィレッジ 根460-1 047-401-2123 飲食店
そば処　孫新 根70-2 047-492-0746 そば・うどん
岩間らーめん 神々廻1865-1 047-491-6165 ラーメン
松栄鮨　西白井店 清水口1-1-15 047-492-1781 鮨・天ぷら
食事処　美濃里 中185-4 047-491-1177 すし・刺身・天ぷら・丼物
カレーハウスCoCo壱番屋　白井冨士店 冨士153-1 047-441-5255 カレーライス・サラダ・ドリンク他
ばんどう太郎　白井店 冨士153-1 047-441-6561 飲食店・みそ煮込うどん・寿司・天ぷら
美食茶屋 冨士246-1 047-442-4053 和食店
そば処　上むら 冨士51-2 047-446-0123 日本そば・飲食店
こみちの駅 復1437-12 047-492-7111 野菜・飲食
鰻元 復356 047-491-0057 うな重
そば処　寿々木 堀込1-1-16 047-491-0483 日本そば・うどん・丼物
コーヒー　レストラン　チャオ 堀込1-1-22 047-491-8930 手ごねハンバーグ・手作りクレープセット・中華風五目焼きそば・タピオカミルクティ
㈲網中水産　魚魚屋 根461-10 047-492-1783 回転寿司

【サービス関係】
事業所名 住所 電話番号 取　扱　品

美容室　ムーブ　西白井店 清水口1-1-1　マルエツ2F047-498-3068 美容業
㈲　白井タクシー 根1071-6 0120-811-833 タクシー
NAO司法書士事務所 根132-16 047-404-2070 法律相談・登記事務　等
賀子美容室 根1972-16 047-492-2558 カット・パーマ・カラー　等
白井ゴルフ林間コース 根412 047-491-4007 ゴルフ
白井の湯 中149-1 047-497-2626 ご入浴・お食事・直売所・ボディケア・あかすり
ビューティサロン順 冨士1-64 047-445-1638 カット・パーマ等
アン美容室 堀込1-1-20 047-491-0479 美容一般

【建設関係】
事業所名 住所 電話番号 取　扱　品

㈱神野工務店 根1780-116 047-492-8362 新築工事・リフォーム工事
渋谷工務店㈱ 根41-11 047-492-0556 リフォーム・建材販売・建築設計
大井表具店 十余一48-85 047-497-0975 襖・障子張替
(有)水谷電気設備工事 冨士5-75 047-446-6164 電気工事


