
【市川市プレミアム付商品券　取扱参加店一覧】
2020.2.26現在

（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

市川1丁目 店名 取扱品目
シャポー市川内 カフェ・ド・クリエ カフェ
シャポー市川内 大戸屋ごはん処 和定食
シャポー市川内 すし三崎港 寿司
シャポー市川内 とんかついなば和幸 和食・とんかつ
シャポー市川内 パティスノーバ イタリア料理
シャポー市川内 サマンサモスモス（エスエムツー） レディスウェア
シャポー市川内 ｱｰｽミュージック＆エコロジー プレミアムストア レディスウェア
シャポー市川内 アフタヌーンティー・リビング インテリア・生活雑貨
シャポー市川内 エージープラス レディスウェア
シャポー市川内 ビージップ レディスウェア
シャポー市川内 フラワーセンターウチダ フラワー
シャポー市川内 スイーツボックス 期間限定スイーツ
シャポー市川内 デリフランス ベーカリー＆カフェ
シャポー市川内 スリーフォータイム アクセサリー・衣料雑貨
シャポー市川内 喜多方ラーメン坂内 ラーメン
シャポー市川内 自家製麺 杵屋 うどん
シャポー市川内 たんや十兵衛 牛たん
シャポー市川内 チャイニーズキッチン風龍 中華料理
シャポー市川内 タリーズコーヒー カフェ
シャポー市川内 ジンズ メガネ・サングラス
シャポー市川内 ヤンレイ化粧品 コスメ
シャポー市川内 靴下屋 靴下・ストッキング
シャポー市川内 ファンケル 無添加化粧品・メイク・サプリメント

シャポー市川内 ビフォーザブーム アクセサリー
シャポー市川内 プラザ ライフスタイルストア
シャポー市川内 ロペ ピクニック レディスウェア
シャポー市川内 アズール バイ マウジー レディスウェア
シャポー市川内 タイムイズカリー カレー・スープ
シャポー市川内 洋食 大野亭 洋食
シャポー市川内 ちよだ鮨 寿司
シャポー市川内 珈琲所 コメダ珈琲店 カフェ
シャポー市川内 カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品
シャポー市川内 ヒビヤカダンスタイル フラワー
シャポー市川内 プレミィ・コロミィ／ことりパーティー 生活雑貨・衣料品
シャポー市川内 ハウスオブローゼ コスメ・雑貨
シャポー市川内 キートス 生活雑貨・衣料品
シャポー市川内 ベリテ ジュエリー
シャポー市川内 ムジコム 生活雑貨・衣料雑貨・食品
シャポー市川内 ユニクロ レディス・メンズウェア

シャポー市川　参加テナント一覧



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

市川1丁目 店名 取扱品目
シャポー市川　参加テナント一覧

シャポー市川内 ミスターミニット 鍵・靴修理
シャポー市川内 スターバックスコーヒー カフェ
シャポー市川内 ジョージズ 生活雑貨・衣料品
シャポー市川内 グラニフ レディス・メンズウェア
シャポー市川内 日本百貨店しょくひんかんいちかわ 食料品
シャポー市川内 ショップイン コスメ・雑貨
シャポー市川内 チュチュアンナ 靴下・ランジェリー
シャポー市川内 スーツセレクト メンズ・レディスウェア
シャポー市川内 エービーシーマート レディス・メンズシューズ
シャポー市川内 リュテス バッグ
シャポー市川内 パスピエ レディスウェア
シャポー市川内 エイチ・ビー レディスウェア
シャポー市川内 シルバーリーフ レディスウェア
シャポー市川内 ドトールコーヒーショップ カフェ
シャポー市川内 プラザアイコンタクト コンタクト
シャポー市川内 市川シャポー眼科 眼科クリニック
シャポー市川内 ラフィネ リラクゼーション
シャポー市川内 てもみん リラクゼーション
シャポー市川内 クイーンズウェイ リラクゼーション
シャポー市川内 おしゃれ工房 洋服・バッグのお直し
シャポー市川内 ポニークリーニング クリーニング
シャポー市川内 こだわりや 自然食品
シャポー市川内 台所屋雑貨店 キッチン雑貨
シャポー市川内 口福堂 和菓子
シャポー市川内 ステラおばさんのクッキー 洋菓子
シャポー市川内 サーティワンアイスクリーム アイスクリーム
シャポー市川内 房の駅 グロサリー
シャポー市川内 イ―ション 惣菜・弁当
シャポー市川内 十五夜米八 おこわ・惣菜
シャポー市川内 カワシマパン ベーカリー
シャポー市川内 銀座コージーコーナー 洋菓子
シャポー市川内 ゴディバ 洋菓子
シャポー市川内 日本橋屋長兵衛 和菓子
シャポー市川内 三原堂本店 和菓子
シャポー市川内 赤坂柿山 和菓子
シャポー市川内 文明堂銀座店 和・洋菓子
シャポー市川内 ラ・メゾン・アンソレイユターブル パティスリー 洋菓子
シャポー市川内 モロゾフ 洋菓子
シャポー市川内 ユーハイム 洋菓子
シャポー市川内 東京凮月堂 洋菓子
シャポー市川内 山本山 お茶・海苔



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

市川1丁目 店名 取扱品目
シャポー市川　参加テナント一覧

シャポー市川内 モンペリエ イチカワ ジェイ ガトー クラブ 洋菓子
シャポー市川内 老舗大佐和 お茶・海苔
シャポー市川内 珈琲タンネ コーヒー豆・カフェ
シャポー市川内 トウキョウベイクドベース 洋菓子
シャポー市川内 アールエフワン 惣菜
シャポー市川内 崎陽軒 シウマイ・弁当
シャポー市川内 亀戸 升本 惣菜・弁当
シャポー市川内 ミート＆ベジタブル アイティーオー 洋惣菜
シャポー市川内 焼魚専門店 二代目 魚日出 魚惣菜・弁当
シャポー市川内 武田ハム 加工肉・惣菜
シャポー市川内 大川水産 干物
シャポー市川内 サンジェルマン ベーカリーカフェ
シャポー市川内 成城石井 グロサリー
シャポー市川内 ビアードパパの作りたて工房 洋菓子
シャポー市川内 イロドリアザヤカ ジュース・ドリンク
シャポー市川内 とんかつ和幸 とんかつ・弁当
シャポー市川内 日本一 焼鳥・惣菜・うなぎ
シャポー市川内 京樽 寿司
シャポー市川内 すし三崎港 寿司
シャポー市川内 中華惣菜 紅燈籠 中華惣菜
シャポー市川内 銀むすび おむすび・惣菜
シャポー市川内 好餃子 餃子・点心
シャポー市川内 肉のアマイ 精肉・惣菜
シャポー市川内 九州屋 青果・果物
シャポー市川内 ニュー・クイック 精肉・惣菜
シャポー市川内 林フルーツ 果物・青果
シャポー市川内 デイリーテーブル紀ノ国屋 グロサリー
シャポー市川内 魚の北辰 鮮魚
シャポー市川内 ブックファースト 書籍・文具・雑貨
シャポー市川内 オグラ眼鏡店 メガネ・コンタクトレンズ
シャポー市川内 むすぶば イベントスペース
シャポー市川内 カメラのキタムラ カメラ・写真・証明写真



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

市川1丁目 店名 取扱品目
市川ビル内 理容室セビリヤ 理容室
市川ビル内 キ・アンティ 市川店 美容室
市川ビル内 市川駅前ゴルフクラブ 室内練習場
市川ビル内 エース＜アクシスコア＞市川店 フィットネス＆スパ
市川ビル内 キッズフル キッズパーク
市川ビル内 ダイソー ダイエー市川店 100円ショップ
市川ビル内 ボディリフレーヌ 市川ダイエー店 骨盤・整体
市川ビル内 和楽備 市川店 和雑貨
市川ビル内 スポーツオーソリティ 市川店 スポーツ用品・トレッキングコーナー

市川ビル内 アン・コトン ダイエー市川店 洋服リフォーム
市川ビル内 ドラキッズ ダイエー市川店 幼児教室
市川ビル内 アスビーファム 市川店 シューズ
市川ビル内 ikka ダイエー市川店 ファミリー（メンズ・レディス・キッズ）

市川ビル内 タカキュー ダイエー市川店 ファッション（メンズ・レディス）

市川ビル内 プラザアイ メガネ ダイエー市川店 眼鏡
市川ビル内 かしわいクリーニング市川店 クリーニング
市川ビル内 カラダファクトリーダイエー市川店 整体×骨盤
市川ビル内 ダイエー市川店 食料品・衣料品・雑貨ほか
市川ビル内 目利きの銀次 市川北口駅前店 居酒屋
市川ビル内 魚民 市川北口駅前店 居酒屋
市川ビル内 山内農場 市川北口駅前店 居酒屋

市川ビル商店街　参加テナント一覧



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

八幡2丁目 店名 取扱品目
シャポー本八幡内 靴下屋 靴下
シャポー本八幡内 くまざわ書店 書籍
シャポー本八幡内 アンデミュウ レディスウェア
シャポー本八幡内 ｱｰｽﾐｭｰｼﾞｯｸ&ｴｺﾛｼﾞｰ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾄｱ レディスウェア
シャポー本八幡内 ゴッツォ 食料品
シャポー本八幡内 リトルマーメイド ベーカリー・カフェ
シャポー本八幡内 プラザ 輸入生活雑貨
シャポー本八幡内 エージー バイ アクアガール レディスウェア
シャポー本八幡内 ファビュラス アンジェラ レディスウェア
シャポー本八幡内 オリエンタルトラフィック レディスシューズ
シャポー本八幡内 ドゥ アルシーヴ レディスウェア
シャポー本八幡内 アジェデアクセサリーズ アクセサリー
シャポー本八幡内 洋菓子のヒロタ 洋菓子
シャポー本八幡内 スイーツ ボックス 期間限定スイーツ
シャポー本八幡内 イッツデモ ファッション雑貨
シャポー本八幡内 ピーターパンジュニア ベーカリー
シャポー本八幡内 ア・ラ・カンパーニュ 洋菓子＆カフェ
シャポー本八幡内 ドトールコーヒーショップ カフェ
シャポー本八幡内 ダッシングディバ ネイルサロン
シャポー本八幡内 デビット ハセベカメラ ＤＰＥ・カメラ
シャポー本八幡内 ミスターミニット 鍵・靴修理
シャポー本八幡内 おしゃれ工房 洋服・バッグのお直し
シャポー本八幡内 白洋舎 クリーニング
シャポー本八幡内 ラフィネ リラクゼーション
シャポー本八幡内 アトリエはるか プラスアイラッシュ ヘアメイク
シャポー本八幡内 銀座花菱 レディスウェア
シャポー本八幡内 ナチュラルミスト レディスウェア
シャポー本八幡内 パスピエ レディスウェア
シャポー本八幡内 ハピンズ 生活雑貨
シャポー本八幡内 カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品
シャポー本八幡内 横浜 昇龍園 中華惣菜
シャポー本八幡内 鶏むら 惣菜
シャポー本八幡内 とんかつ和幸 売店 惣菜
シャポー本八幡内 イ―ション 洋惣菜
シャポー本八幡内 グリーングルメ 総合惣菜
シャポー本八幡内 ニュー・クイック 精肉
シャポー本八幡内 タリーズコーヒー（ショッピングモール側） カフェ
シャポー本八幡内 フォンテーヌクチュール ウィッグ
シャポー本八幡内 プレイヤーズ自由が丘 バッグ・雑貨
シャポー本八幡内 蔦美 ランジェリー
シャポー本八幡内 ビオレッタ 化粧品

シャポー本八幡　参加テナント一覧



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

八幡2丁目 店名 取扱品目
シャポー本八幡　参加テナント一覧

シャポー本八幡内 ジンズ メガネ・サングラス
シャポー本八幡内 スタディオクリップ レディスウェア・生活雑貨
シャポー本八幡内 ゴディバ 洋菓子
シャポー本八幡内 ブルプル タピオカドリンク
シャポー本八幡内 茶 丸山園 お茶・海苔
シャポー本八幡内 文明堂 カステラ
シャポー本八幡内 銀座あけぼの 和菓子
シャポー本八幡内 三原堂本店 和・洋菓子
シャポー本八幡内 和惣菜 みよかわ 和惣菜
シャポー本八幡内 京樽 寿司
シャポー本八幡内 すし三崎港 寿司
シャポー本八幡内 豆狸 いなりずし
シャポー本八幡内 福俵 おこわ
シャポー本八幡内 大川水産 干物
シャポー本八幡内 肉のアマイ 精肉
シャポー本八幡内 澤光青果 青果
シャポー本八幡内 魚力 鮮魚
シャポー本八幡内 クイーンズ伊勢丹 スーパーマーケット
シャポー本八幡内 ブケ オ！ ブケ フラワー
シャポー本八幡内 住吉書房 書籍
シャポー本八幡内 丸亀製麺 うどん
シャポー本八幡内 ブルードラゴンオリエンタル アジアン中華
シャポー本八幡内 天丼てんや 天丼
シャポー本八幡内 タリーズコーヒー（レストランモール側） カフェ
シャポー本八幡内 鎌倉パスタ パスタ
シャポー本八幡内 とんかつ和幸 とんかつ
シャポー本八幡内 おらが蕎麦 そば



2020.2.26現在

※『本八幡パティオ　参加テナント一覧』は、全店舗が8月10日以降に追加された店舗となります。

八幡2丁目 店名 取扱品目
本八幡パティオ内 アンテロープ 婦人靴
本八幡パティオ内 genpoodo ルームウェア・ランジェリー

本八幡パティオ内 ルタンティール ジュエリー
本八幡パティオ内 たんす屋 リサイクル着物
本八幡パティオ内 LUCCICA レディスヤング
本八幡パティオ内 CALM レディスヤング
本八幡パティオ内 Go！Go！Crepe クレープ・タピオカドリンク

本八幡パティオ内 銀座コージーコーナー 洋菓子
本八幡パティオ内 築地銀だこ たこ焼き
本八幡パティオ内 エクール ミセス
本八幡パティオ内 Hathol（ハトル） ネイルサロン・アイラッシュ・ファッション雑貨

本八幡パティオ内 ヘアメイク パーソンズ 美容室
本八幡パティオ内 バレンザ・ポー ミセス
本八幡パティオ内 アロハカフェ カウカウ ハワイアンレストラン
本八幡パティオ内 クラフトハートトーカイ 生地・手芸
本八幡パティオ内 100円ショップ シルク 100円雑貨
本八幡パティオ内 デンタルオフィス本八幡 歯科
本八幡パティオ内 ときわ書房 書籍・雑誌
本八幡パティオ内 カラダファクトリー トータル整体・骨盤サロン
本八幡パティオ内 床島耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科
本八幡パティオ内 サイゼリヤ イタリアンレストラン
本八幡パティオ内 しゃぶしゃぶ温野菜 しゃぶしゃぶ・すき焼き
本八幡パティオ内 菜福楼 中華料理
本八幡パティオ内 ゴールドジム フィットネスクラブ
本八幡パティオ内 カルチョ マルバ フットサル フットサルコート

本八幡パティオ　参加テナント一覧



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

鬼高1丁目 店名 取扱品目
ニッケコルトンプラザ フォルクス ステーキハウス
ニッケコルトンプラザ 和食波奈 和食
ニッケコルトンプラザ マーケットレストランAGIO マーケットレストラン
ニッケコルトンプラザ 牛角ビュッフェ 焼き肉レストラン
ニッケコルトンプラザ 銀座アスター 中国料理
ニッケコルトンプラザ ミスタードーナツ ファーストフード
ニッケコルトンプラザ マクドナルド ファーストフード
ニッケコルトンプラザ OK CLUB ANNEX ヘアサロン
ニッケコルトンプラザ ＰｅＴｅＭｏ ペット
ニッケコルトンプラザ アイシティ コンタクトレンズ
ニッケコルトンプラザ 海鮮三崎港 回転寿司
ニッケコルトンプラザ スターバックス ツムグテラス店 カフェ
ニッケコルトンプラザ ラヴィドクロワッサン 生活雑貨・服飾雑貨
ニッケコルトンプラザ 房の駅 千葉みやげ・名産品
ニッケコルトンプラザ グランブッフェ ビュッフェ・食べ放題レストラン

ニッケコルトンプラザ ル・サイク 自転車販売・修理
ニッケコルトンプラザ レプシィム レディス
ニッケコルトンプラザ クローバーリーフ シューズ
ニッケコルトンプラザ モンサック バッグ
ニッケコルトンプラザ ブルーパッケージ バラエティ雑貨
ニッケコルトンプラザ ジールマーケット 靴
ニッケコルトンプラザ 白洋舎 クリーニング
ニッケコルトンプラザ クラフトワークス 靴修理・合鍵
ニッケコルトンプラザ テチチ／ルノンキュール レディス・雑貨
ニッケコルトンプラザ ＳＭ２ keittio レディス・キッズ
ニッケコルトンプラザ ホワイトクローバー アクセサリー
ニッケコルトンプラザ 銀座ワシントン シューズ・バッグ
ニッケコルトンプラザ グランサックスプレミアム バッグ
ニッケコルトンプラザ メイクレット リヨン レディス
ニッケコルトンプラザ サリュ 生活雑貨
ニッケコルトンプラザ リーガルシューズ シューズ
ニッケコルトンプラザ ヴァイスヴァーサ 生活雑貨・インテリア
ニッケコルトンプラザ タオル美術館 タオル・ハンカチ・ベビー用品

ニッケコルトンプラザ ニコアンド レディス
ニッケコルトンプラザ リラックスサロン fu～ リラクゼーション
ニッケコルトンプラザ プラステ レディス
ニッケコルトンプラザ グリーンパークスフーワ レディス
ニッケコルトンプラザ ジュエリーツツミ ジュエリー
ニッケコルトンプラザ スリーコインズ 生活雑貨
ニッケコルトンプラザ チュチュアンナ 靴下・下着・ルームウェア
ニッケコルトンプラザ ブルーブルーエ 生活雑貨・服飾雑貨

ニッケコルトンプラザ　参加テナント一覧



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

鬼高1丁目 店名 取扱品目
ニッケコルトンプラザ　参加テナント一覧

ニッケコルトンプラザ アロミックスタイル アロマ・リラクゼーション
ニッケコルトンプラザ セルレ 化粧品
ニッケコルトンプラザ トロワシス 婦人服
ニッケコルトンプラザ パーツクラブ ビーズ・アクセサリー
ニッケコルトンプラザ SmaPla スマートフォンケース・アクセサリー・iPhone修理

ニッケコルトンプラザ パナシュール アクセサリー・服飾雑貨
ニッケコルトンプラザ ザ・ボディショップ 自然派化粧品
ニッケコルトンプラザ ビッグウッド 洋風料理
ニッケコルトンプラザ 大戸屋ごはん処 定食
ニッケコルトンプラザ カフェ ラ ミル カフェ
ニッケコルトンプラザ サンマルクカフェ カフェ
ニッケコルトンプラザ 洋麺屋 五右衛門 スパゲッティ―
ニッケコルトンプラザ 卵と私 オムライス
ニッケコルトンプラザ タルタルハンバーグ 牛忠 洋風料理
ニッケコルトンプラザ 実演手打うどん 杵屋 うどん・そば
ニッケコルトンプラザ 味噌汁や 和食・定食
ニッケコルトンプラザ 黄金の華 中華料理
ニッケコルトンプラザ 美容室 イレブンカット 美容室
ニッケコルトンプラザ 福家書店・だびんち★きっず 書籍・コミック・知育玩具
ニッケコルトンプラザ ちぃーぷす 駄菓子屋
ニッケコルトンプラザ オリンピア ファンシー文具・キャラクターグッズ

ニッケコルトンプラザ 新星堂 CD・DVD
ニッケコルトンプラザ カメラのキタムラ カメラ・写真・証明写真
ニッケコルトンプラザ ザ クロック ハウス 時計
ニッケコルトンプラザ BRICKHOUSE シャツ工房 シャツ専門・レディス・メンズ

ニッケコルトンプラザ メガネのアイガン メガネ・補聴器
ニッケコルトンプラザ エイチ・アイ・エス 旅行代理店
ニッケコルトンプラザ アンソレイユ レディス
ニッケコルトンプラザ アシックスウォーキング シューズ
ニッケコルトンプラザ てもみん リラクゼーション・ボディケア

ニッケコルトンプラザ 平安堂 印鑑・雑貨
ニッケコルトンプラザ 島村楽器 楽器・スタジオ・音楽教室
ニッケコルトンプラザ さが美 着物・宝飾品
ニッケコルトンプラザ テイジンメンズショップ メンズ・レディス
ニッケコルトンプラザ MALE＆Co. メンズ
ニッケコルトンプラザ マイネイルボックス フェアリーズ サービス
ニッケコルトンプラザ elvence-deux&CRT レディス・キッズ
ニッケコルトンプラザ GU レディス・メンズ・キッズ
ニッケコルトンプラザ ベルーナ レディス
ニッケコルトンプラザ WEST DRIVE キッズ・ベビー・ジュニア・レディス

ニッケコルトンプラザ BERRY KISS キッズ



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

鬼高1丁目 店名 取扱品目
ニッケコルトンプラザ　参加テナント一覧

ニッケコルトンプラザ ユニクロ レディス・メンズ・キッズ・ベビー

ニッケコルトンプラザ スポーツワールド スポーツ用品
ニッケコルトンプラザ ABC-MART 靴・スニーカー
ニッケコルトンプラザ オリヒカ メンズ・レディス
ニッケコルトンプラザ ゾフ めがね・サングラス
ニッケコルトンプラザ ドライグッズコンフォート レディス・メンズ・キッズ
ニッケコルトンプラザ ビューティーガーデン シェービングサロン・エステ・まつ毛エクステ

ニッケコルトンプラザ グローバルワーク レディス・メンズ・キッズ
ニッケコルトンプラザ Lbc with Life 生活雑貨・宝飾雑貨
ニッケコルトンプラザ 無印良品 衣料雑貨・生活雑貨・食品
ニッケコルトンプラザ ハニーズ レディス
ニッケコルトンプラザ ヴィレッジヴァンガード 本・文房具・CD・DVD・おもちゃ

ニッケコルトンプラザ ライトオン レディス・メンズ・キッズ
ニッケコルトンプラザ イッカ ラウンジ レディス・メンズ
ニッケコルトンプラザ ウオッチタウン 時計
ニッケコルトンプラザ 買取センターGP ジュエリーブランド品買取販売

ニッケコルトンプラザ おむらいす亭 オムライス
ニッケコルトンプラザ 讃岐うどん 丸亀製麺 うどん
ニッケコルトンプラザ リンガーハット ちゃんぽん・皿うどん
ニッケコルトンプラザ らあめん花月嵐 ラーメン
ニッケコルトンプラザ すき家 牛丼
ニッケコルトンプラザ 王記厨房 中華・定食
ニッケコルトンプラザ 築地銀だこ たこ焼き
ニッケコルトンプラザ スイーツ パールレディ タピオカドリンク・クレープ

ニッケコルトンプラザ サブウェイ サンドイッチ
ニッケコルトンプラザ 薬 マツモトキヨシ 薬・化粧品
ニッケコルトンプラザ サーティワン アイスクリーム
ニッケコルトンプラザ 洋服のお直し マジックミシン 洋服直し・リメイク
ニッケコルトンプラザ バーガーキング ハンバーガー
ニッケコルトンプラザ ふとんや ハンザム ホームファッション・寝具
ニッケコルトンプラザ ピュアハートキッズランド 屋内遊園地
ニッケコルトンプラザ セリア 生活雑貨
ニッケコルトンプラザ 島村楽器ピアノショールーム ピアノ・教室
ニッケコルトンプラザ ニトリ 家具・インテリア
ニッケコルトンプラザ ぷるふぁみ Maison de photo Pour famille 写真館
ニッケコルトンプラザ ノーティー 帽子・バッグ
ニッケコルトンプラザ NINES ストール・服飾雑貨



【市川市プレミアム付商品券　取扱参加店一覧（町名五十音順）】

2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
相之川 1丁目 くらしハウス相之川いまい店 コンビニエンスストア
相之川 1丁目 セントラルスポーツ南行徳（研究所） スイミングスクール
相之川 2丁目 デニーズ南行徳店 ファミリーレストラン
相之川 2丁目 セブン-イレブン 市川相之川2丁目店 食品・雑貨
相之川 2丁目 セブン-イレブン 市川行徳バイパス店 食品・雑貨
相之川 2丁目 アコレ 相之川2丁目店 食品・酒
相之川 3丁目 スーパーヤマイチ南行徳店 各種食料品
相之川 3丁目 くすりの福太郎 相之川店 医薬品・化粧品・日用雑貨
相之川 3丁目 TSUTAYA南行徳店 DVD・CD
相之川 3丁目 ファミリーマート市川相之川店 食品、日用品
相之川 4丁目 南行徳なごみの鍼灸整骨院 鍼・灸・美容鍼・耳ツボ・骨盤矯正

相之川 4丁目 マルエツ南行徳店 食料品他
相之川 4丁目 手作りカレー・家庭料理フジ カレーライス・家庭料理
相之川 4丁目 はなまる青果 野菜・果物
相之川 4丁目 ファーマシーアオノ薬局 医薬品
相之川 4丁目 (株)ドン・キホーテ ピカソ南行徳駅前店 食品・日用消耗品・衣料品・雑貨

相之川 4丁目 セオサイクル南行徳店 自転車
相之川 4丁目 ふぐ大衆割烹 しま田 ふぐ・刺盛・天ぷら・煮物・スッポン他

相之川 4丁目 ウエルシア薬局南行徳駅前店 医薬品・化粧品・雑貨・食品

相之川 4丁目 銘菓処 乙女堂 せんべい・和菓子・進物品
相之川 4丁目 日高屋 南行徳北口店 中華そば・餃子
相之川 4丁目 ミスタードーナツ南行徳店 ドーナツ
相之川 4丁目 マクドナルド南行徳駅前店 ハンバーガー・レストラン
相之川 4丁目 スエヒロ館 南行徳店 焼肉
相之川 4丁目 ローソン 南行徳駅北口店 コンビニエンスストア
相之川 4丁目 chocolate Cafe／Bar  Seven Continents チョコレート・コーヒー・紅茶・アルコール・フード

相之川 4丁目 グランドルチェ 南行徳店 洋菓子・焼菓子
相之川 4丁目 メガネのアイワ 南行徳店 眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ

新井 1丁目 ローソン 市川新井一丁目店 コンビニエンスストア
新井 2丁目 ローソン 市川新井二丁目店 コンビニエンスストア
伊勢宿 アコレ 伊勢宿店 食品・酒
市川 1丁目 鰻 尾張屋 鰻・蒲焼
市川 1丁目 ミスタードーナツ市川駅前ショップ ドーナツ販売
市川 1丁目 レストランmatsuo ピザ・スパゲティー
市川 1丁目 くすりの福太郎 市川店 医薬品・化粧品・日用雑貨
市川 1丁目 くすりの福太郎 市川駅前店 医薬品・化粧品・日用雑貨
市川 1丁目 蛇の目寿司 寿司
市川 1丁目 クローバードッグ ペットフード・ペット用品・トリミング

市川 1丁目 (株)マツヤデンキ市川店 家電



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
市川 1丁目 ヘッズex 美容室
市川 1丁目 デニーズ市川店 ファミリーレストラン
市川 1丁目 コクミン シャポー市川西店（2020年初旬頃オープン予定） 医薬品・化粧品・食品・日用雑貨等

市川 1丁目 (株)大杉書店 書籍等販売
市川 1丁目 メガネスーパー市川店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

市川 1丁目 (株)原田屋 市川店 酒・食品
市川 1丁目 (株)花くめ 生花・鉢植
市川 1丁目 セオサイクル市川北口2号店 自転車
市川 1丁目 (有)立正堂 書籍・教材
市川 1丁目 (有)湯浅乾物店 農産乾物・海産乾物・食品
市川 1丁目 ふとんの福地 寝具
市川 1丁目 旬のおごちどころ たまや市川 飲食
市川 1丁目 川京 鰻
市川 1丁目 (有)後藤商店 鍋・雑貨等
市川 1丁目 ほうじょうカイロプラクティック カイロプラクティック施術
市川 1丁目 (有)ヤマキ・ユアサ 食料品
市川 1丁目 (有)里見商店 スクール用品・婦人服
市川 1丁目 Olympic 市川店 食品・日用雑貨品・自転車
市川 1丁目 ヤマザキプラザ市川 パン・和洋菓子販売・レストラン

市川 1丁目 レストラン ヤマザキ パン・和洋菓子販売・レストラン

市川 1丁目 フレンチ・レストラン ルミエール パン・和洋菓子販売・レストラン

市川 1丁目 リヴィエール パン・和洋菓子販売・レストラン

市川 1丁目 レストラン マルシェ パン・和洋菓子販売・レストラン

市川 1丁目 美容室ecrin〔エクラン〕 美容室・ヘア・まつ毛エクステ

市川 1丁目 日高屋 市川北口店 中華そば・餃子
市川 1丁目 ファミリーマート市川駅北 食品、日用品
市川 1丁目 そめの近江 呉服
市川 1丁目 スタジオ・アン 写真
市川 2丁目 ＳＰ整骨院 鍼灸・マッサージ・骨盤矯正・お茶

市川 2丁目 (株)はせがわ 市川店 仏壇・神仏具・墓石
市川 2丁目 ヤスイ薬局市川駅前店 調剤薬局
市川 2丁目 読売センター 市川 読売新聞・日本経済新聞・千葉日報・スポーツ報知

市川 3丁目 Hair Mauchline 美容（カット・パーマ・カラー・着付）・ヘアケア販売

市川 3丁目 リブレキッチン国府台店 スーパーマーケット
市川 3丁目 肉の山崎 コロッケ・メンチ・やきとり・牛・豚・鶏肉

市川 3丁目 お茶の川宗園 日本茶・千葉八街落花生
市川 3丁目 御菓子司 望月 和菓子全般
市川 3丁目 ローソン 国府台駅前店 コンビニエンスストア
市川 3丁目 国府台治療院 はりきゅうマッサージ
市川 4丁目 大坂屋洋品店（白洋舎クリーニング） 洋品販売・クリーニング
市川 4丁目 新実堂



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
市川南 1丁目 中華麺工房 男爵 ラーメン各種・餃子・サブメニュー・アルコール

市川南 1丁目 季節料理重よし うなぎ・鍋物
市川南 1丁目 サウンドシティーアップル 家電品
市川南 1丁目 カフェアラビカ コーヒー・オムライス・生姜焼きetc

市川南 1丁目 たけいフルーツ くだもの
市川南 1丁目 銀次郎 青果
市川南 1丁目 ザック・ヘア 理容技術・化粧品
市川南 1丁目 Stylish Bar Groovy 市川店 ウィスキー・カクテル・ビール・ワイン

市川南 1丁目 サンドラッグ 市川店 薬・日用品・食品
市川南 1丁目 市政家 らーめん
市川南 1丁目 she-tzu-fun 中華料理全般
市川南 1丁目 とり吉本店 焼鳥・刺身・うなぎ
市川南 1丁目 ベビー子供服のマミー ベビー子供服
市川南 1丁目 オオゼキ市川店 食料品
市川南 1丁目 日本調剤 市川南口薬局 OTC・医療や介護の自己負担の支払い

市川南 1丁目 日高屋 市川南口店 中華そば・餃子
市川南 1丁目 焼鳥日高 市川南口店 焼鳥
市川南 1丁目 ポポラマーマ 市川店 スパゲティー
市川南 1丁目 ローソン 市川南一丁目店 コンビニエンスストア
市川南 1丁目 ミウラ電気 家電一般
市川南 1丁目 ファミリーマート市川駅西 食品、日用品
市川南 3丁目 日乃出ドライ 市川店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

稲越町 市川松戸整骨院 整骨院
入船 ヘルシーランド ヤスイ 医薬品・健康食品・化粧品・雑貨

入船 ヘルシーランドヤスイ薬局 ドラッグストア、調剤薬局
大洲 1丁目 ブリヂストンリテールジャパン(株) タイヤ・自動車用品
大洲 4丁目 ライオン薬局 医薬品・化粧品・雑貨
大洲 4丁目 らーめん風凛 ラーメン
大野町 1丁目 上新電機(株) 市川大野店 家電販売
大野町 1丁目 ローソン 市川大野町一丁目店 コンビニエンスストア
大野町 1丁目 千代乃家 うなぎ・天ぷら・とんかつ
大野町 2丁目 くすりの福太郎 市川大野駅前店 医薬品・化粧品・日用雑貨
大野町 2丁目 アイ・メイト② メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

大野町 2丁目 ワイズマート 大野店 食料品
大野町 2丁目 峰月堂 和菓子
大野町 3丁目 セブン-イレブン 市川大野町3丁目店 コンビニエンスストア（食品・雑貨）

大野町 3丁目 オオノヤ薬局 医薬品
大野町 3丁目 ローソン 市川大野町三丁目店 コンビニエンスストア
大町 スーパーヤマイチ松飛台店 各種食料品
大町 ニューヤマザキデイリーストア市川大町駅前店 コンビニエンスストア
大和田 1丁目 デニーズ南八幡店 ファミリーレストラン



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
大和田 1丁目 (株)ダイエー 市川大和田店 食料品
大和田 2丁目 (株)日の出電器 家庭電気小売
大和田 4丁目 マルエツ南八幡店 食料品他
大和田 4丁目 ミートショップ ミヤワキ 肉・惣菜・カツサンドetc
鬼越 1丁目 (有)ヘアーモードヘルス 理容室
鬼越 1丁目 みどり寿司 すし
鬼越 1丁目 鳥福 鳥肉・コロッケ類・焼とり・唐揚

鬼高 1丁目 ミスタードーナツニッケコルトンプラザショップ ドーナツ販売
鬼高 1丁目 ダイエーいちかわコルトンプラザ店 食品・衣料品・生活用品
鬼高 1丁目 トイザらス・ベビーザらス市川店 玩具・育児用品・子供衣料・文具・学用品等、ベビー・子供用品全般

鬼高 1丁目 ポポラマーマ ダイエーいちかわコルトンプラザ店 パスタ
鬼高 1丁目 (株)ブルーインテグ ニッケコルトンプラザ店 ガス器具（コンロ・給湯器など）

鬼高 1丁目 マツモトキヨシ ニッケコルトンプラザ店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

鬼高 1丁目 マツモトキヨシ調剤薬局ニッケコルトン店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

鬼高 1丁目 (株)ノジマ コルトンプラザ店 家電製品・通信端末
鬼高 1丁目 日本旅行サービス(株) 市川コルトンプラザ営業所 旅行（宿泊及びパックツアー）

鬼高 2丁目 日乃出ドライ 鬼高店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

鬼高 3丁目 デニーズ市川鬼高店 ファミリーレストラン
鬼高 3丁目 生活協同組合コープみらい コープ市川店 食料
鬼高 3丁目 スーパーオートバックス市川 カー用品他
鬼高 3丁目 スポーツデポ ショップス市川店 スポーツ用品
鬼高 3丁目 ゴルフ５ ショップス市川店 スポーツ用品
鬼高 3丁目 ROOM DECO 市川店 家具・インテリア全般
鬼高 3丁目 ブックオフ スーパーバザー ショップス市川店 本・音楽ソフト・映像ソフト・ゲーム・家電・洋服・スポーツ用品・ブランド品・おもちゃ

鬼高 3丁目 古本市場 市川鬼高店 ゲーム・古本・トレーディングカード・ホビー・音楽ソフト・映像ソフト

鬼高 3丁目 ユニディ ショップス市川店 家電・園芸用品・日用品・ペット用品・自転車用品

鬼高 3丁目 ベルクス鬼高店　（2月22日(土)オープン） 生鮮食品・日配品
鬼高 4丁目 スズキアリーナ市川 自動車
鬼高 4丁目 Honda cars市川 市川鬼高店 ホンダ自動車・部品販売
欠真間 1丁目 ベルウッドコーポレーション市川ショップ オートバイ販売修理買取処分

欠真間 1丁目 (株)ジェーソン 欠真間店 食料品・生活雑貨
欠真間 2丁目 (株)ウェルパーク 南行徳えんぴつ公園店 医薬品
欠真間 2丁目 (株)ウェルパーク 南行徳えんぴつ公園店 医薬品
柏井町 2丁目 クリエイトエスディー市川柏井町店 医薬品等
柏井町 3丁目 セブン-イレブン 市川柏井町3丁目店 食品・雑貨
柏井町 4丁目 ローソン 市川柏井町四丁目店 コンビニエンスストア
加藤新田 (株)ベルク フォルテ行徳店 食品
加藤新田 サンドラッグ 加藤新田店 薬・日用品・食品
紙敷（松戸市） 1丁目 クリーニング ローレル 松飛台店 クリーニング
河原 7丁目 ローソン 市川行徳橋店 コンビニエンスストア
香取 1丁目 さくらびより鍼灸整骨院 鍼灸・マッサージ



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
北方 1丁目 美容室ピアス 美容室
北方 1丁目 鬼越溶岩焼 やきとり
北方 1丁目 相続相談カフェ（税理士法人 原会計事務所） コーヒー・軽食
北方 1丁目 ローソン 市川北方一丁目店 コンビニエンスストア
北方 2丁目 お茶の川宗園 日本茶・千葉八街落花生
北方 2丁目 ワイズマート 北方店 食料品
北方 2丁目 ファミリーマート 市川北方二丁目店 コンビニエンスストア
北方 2丁目 日乃出ドライ 北方店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

北方 3丁目 (株)ブルーインテグ ガス器具（コンロ・給湯器など）

行徳駅前 1丁目 くすりの福太郎 行徳駅前店 医薬品・化粧品・日用雑貨
行徳駅前 1丁目 合同会社西友 行徳店 食料品他
行徳駅前 1丁目 スギドラッグ行徳店 医薬品・化粧品・日用品・食品・処方せん

行徳駅前 1丁目 カレーハウスCoCo壱番屋 東京メトロ行徳駅前店 カレー
行徳駅前 1丁目 ヤスイ本店 医薬品・健康食品・化粧品・雑貨

行徳駅前 1丁目 ヘアーワークス トラスト 理容・美容
行徳駅前 1丁目 ヤスイ薬局本店 ドラッグストア、調剤薬局
行徳駅前 1丁目 ティーエヌ行徳駅前店 ネイルサロン
行徳駅前 2丁目 美容室プレフェレ ヘアカット・パーマ
行徳駅前 2丁目 ミスタードーナツ行徳駅前ショップ ドーナツ販売
行徳駅前 2丁目 お米の専門店 松原商店 玄米・精米
行徳駅前 2丁目 マルエツ行徳店 食料品他
行徳駅前 2丁目 マルエツ行徳駅前店 食料品他
行徳駅前 2丁目 地鳥こま行徳駅前店 鶏料理
行徳駅前 2丁目 からだけあ整骨院 保険診療・自費診療・酸素カプセル

行徳駅前 2丁目 フジインテリア 藤田産業(株) 輸入雑貨・婦人服・カーテン・カーペット

行徳駅前 2丁目 髪工房クールール 美容
行徳駅前 2丁目 さくらびより鍼灸整骨院 鍼灸・マッサージ
行徳駅前 2丁目 ビハウス 行徳店 化粧品
行徳駅前 2丁目 (株)ドン・キホーテ ピカソ行徳駅前店 食品・日用消耗品・衣料品・雑貨

行徳駅前 2丁目 (株)原田屋 酒・食品
行徳駅前 2丁目 ちゃんこ鷹丸 ちゃんこ鍋
行徳駅前 2丁目 洋膳酒房ビストロサンタ おつまみ全般・ハンバーグ・お酒

行徳駅前 2丁目 やしま そば・うどん・丼物・天ぷら

行徳駅前 2丁目 サンドラッグ 行徳店 薬・日用品・食品
行徳駅前 2丁目 ディスカウントショップ ツユキ トケイ・バッグ
行徳駅前 2丁目 セブン-イレブン 市川行徳駅南店 食品・雑貨
行徳駅前 2丁目 セブン-イレブン 市川行徳駅西店 食品・雑貨
行徳駅前 2丁目 山下書店 行徳店 書籍
行徳駅前 2丁目 カフェ＆バー ブロッサム コーヒー・パスタ・タピオカ・ワッフル

行徳駅前 2丁目 イオンバイク(株) イオンバイク行徳店 自転車
行徳駅前 2丁目 マクドナルド行徳店 ハンバーガー・レストラン



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
行徳駅前 2丁目 ドラッグストアスマイル行徳店 医薬品・化粧品・雑貨・食品

行徳駅前 2丁目 ローソン 行徳駅前二丁目店 コンビニエンスストア
行徳駅前 2丁目 ヤスイ調剤薬局 調剤薬局
行徳駅前 2丁目 宅配クック 123 市川南・浦安店 宅配弁当
行徳駅前 2丁目 メガネストアー 行徳店 眼鏡、コンタクト、補聴器
行徳駅前 3丁目 セオサイクル行徳店 自転車
行徳駅前 3丁目 (株)イハシエネルギー セルフ行徳 ガソリンスタンド（ガソリン・軽油・灯油・洗車・車内メンテナンス・板金）

行徳駅前 4丁目 合同会社西友 新浜店 食料品他
行徳駅前 4丁目 (有)プチパルくまがい 菓子・食品・酒販売
行徳駅前 4丁目 (株)ブルーインテグ 行徳店 ガス器具（コンロ・給湯器など）

行徳駅前 4丁目 セブン-イレブン 行徳駅前4丁目店 食品・雑貨
行徳駅前 4丁目 マツモトキヨシ 行徳店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

行徳駅前 4丁目 ファミリーマート＋クスリのヒグチ行徳駅前公園店 菓子・食品など
行徳駅前 4丁目 ファミリーマート 行徳駅前四丁目店 食品
串崎新田（松戸市） ケーヨーデイツー 串崎店 ホームセンター
国府台 3丁目 石井ストア 食品・野菜
国府台 3丁目 湯浅時計店 時計
国府台 3丁目 読売センター 国府台 読売新聞・日本経済新聞・千葉日報・スポーツ報知

国府台 4丁目 ウエルシア市川国府台店 医薬品・化粧品・雑貨・食品

国府台 4丁目 ヘアーサロン ヒカリ 理容室（カット・シャンプー・シェービング等）

国府台 4丁目 田中屋酒店 酒類・食料品
国府台 5丁目 島屋酒店 食品・飲料・酒
高谷 1丁目 セブン-イレブン 市川高谷1丁目店 食品及び雑貨類
国分 1丁目 くすりの福太郎 市川国分店 医薬品・化粧品・日用雑貨
国分 2丁目 ライフ 市川国分店 スーパーマーケット
国分 2丁目 (株)ショッピングふじき 野菜・果物・魚・肉・一般食品・菓子

国分 6丁目 メルカートいちかわ 市川市産の野菜・県内外の特産品

国分 6丁目 トラットリア・アルポンテ イタリアンレストラン
国分 6丁目 いちCafé 軽食・喫茶メニュー
国分 6丁目 珈琲焙煎処 珈琲豆
塩浜 2丁目 ローソン 市川塩浜駅前店 食品・日用品
塩浜 4丁目 アコレ 塩浜4丁目店 食品・酒
塩浜 4丁目 ローソン 市川塩浜店 コンビニエンスストア
塩焼 3丁目 Olympic 行徳店 食品・日用雑貨品・自転車
塩焼 5丁目 ローソン 市川塩焼五丁目店 コンビニエンスストア
島尻 1丁目 ローソン クレストシティ浦安店 コンビニエンスストア
島尻 4丁目 エコス 市川島尻店 食品
下貝塚 1丁目 ビッグ・エー市川曽谷店 食品・日用品の販売
下新宿 小顔エステ＆リラクゼーション７ エステ・マッサージ
新田 1丁目 ローソン 市川新田一丁目店 コンビニエンスストア
新田 2丁目 (株)ヤオコー市川新田店 生鮮食品・惣菜・一般食品・日用雑貨・酒



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
新田 2丁目 セブン-イレブン 市川新田2丁目店 食品
新田 2丁目 マツモトキヨシ 市川新田店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

新田 2丁目 ごはんや元 定食類・アルコール
新田 2丁目 平寿司 江戸前寿司
新田 3丁目 ビッグ・エー市川新田店 食品・日用品の販売
新田 3丁目 サンドラッグ 市川新田店 薬・日用品・食品
新田 3丁目 いずもパッケージ テイクアウト用容器・包装用品

新田 3丁目 ハープス 家事代行・ハウスクリーニング

新田 3丁目 ローソン 市川新田三丁目店 コンビニエンスストア
新田 3丁目 ローソン 市川新田三丁目南店 コンビニエンスストア
新田 3丁目 日乃出ドライ 新田店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

新田 4丁目 くすりの福太郎 市川南口店 医薬品・化粧品・日用雑貨
新田 4丁目 パン工房 ルチア パン
新田 4丁目 齊藤寝具店 寝具・洋品
新田 4丁目 中華料理 千両 麻婆豆腐・タンタン麺等
新田 4丁目 セオサイクル市川店 自転車
新田 4丁目 毎日新聞・産経新聞 廣瀬新聞店 毎日新聞・産経新聞・千葉日報・スポーツニッポン・サンケイスポーツ

新田 4丁目 nombreノンブル ビストロ
新田 4丁目 ファミリーマート市川新田 食品、日用品
新田 4丁目 日乃出ドライ ＹＯＵ店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

新田 5丁目 七彩やさい 野菜・果物
新田 5丁目 洋服の青山 市川店 メンズ・レディース・衣料品全般

新田 5丁目 マックスバリュエクスプレス市川 スーパー
新田 5丁目 ハートストーン アクセサリー・雑貨
新田 5丁目 珈琲商店 ハト コーヒー、コーヒー豆
末広 2丁目 ワイズマート 末広店 食料品
末広 2丁目 オーダーメイド菓子専門店 nicotto＊ with お誕生日ケーキ・アイシングクッキー

菅野 1丁目 花とよ 花・植木
菅野 1丁目 (有)松丸商事 食品・酒類
菅野 1丁目 ファミリーマート菅野一丁目店 食品、日用品
菅野 3丁目 理容マイルド 理容
菅野 4丁目 マルエツ市川菅野店 食料品他
菅野 4丁目 そうごう薬局 市川店 薬局調剤・一般用医薬品販売

菅野 4丁目 日本調剤 ワールド薬局 OTC・医療や介護の自己負担の支払い

菅野 4丁目 (有)フルーツ・やま 果物
菅野 5丁目 マツモトキヨシ 市川菅野店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

菅野 5丁目 ファクトリーエザワ 洋生菓子・洋焼菓子
菅野 5丁目 ローソン 菅野五丁目店 コンビニエンスストア
菅野 6丁目 ユニディ菅野店 ホームセンター
曽谷 1丁目 ユニディ曽谷店 ホームセンター
曽谷 1丁目 (有)久根﨑商店 お米



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
曽谷 2丁目 ココス 市川曽谷店 ファミリーレストラン
曽谷 6丁目 セブンイレブン 市川曽谷店 食品
曽谷 7丁目 サイクル・de・ターボ 自転車・サイクル・パーツ
曽谷 7丁目 禅騨木輪業 オートバイ
高石神 2丁目 創菜わだちや 居酒屋
高石神 (有)秋元ふとん店 寝具・ふとんの打直し・羽毛ふとんリフォーム

高石神 Ｋｄ 仏壇仏具 駒田 お香・フレグランス商品・数珠・仏壇・仏具

高石神 こしかわ動物病院 動物の診療・トリミング
高塚新田（松戸市） ケーヨーデイツー 高塚店 ホームセンター
宝 1丁目 業務スーパー行徳店 食料品
宝 2丁目 ローソンストア100 市川宝二丁目店 食料品
宝 2丁目 セブン-イレブン 市川宝店 食品他
田尻 1丁目 (株)ヤオコー市川田尻店 食品・日用雑貨
田尻 3丁目 メトロ市川店 食料品
田尻 ローソン 市川田尻店 コンビニエンスストア
千鳥町 ユニディ千鳥町店 ホームセンター
千鳥町 ニトリ 市川千鳥町店 家具・インテリア
富浜 1丁目 セブン-イレブン 市川妙典駅前店 食品他
富浜 1丁目 オークスブックセンター妙典店 書籍・雑誌・コミック
富浜 1丁目 マツモトキヨシ 富浜店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

富浜 2丁目 (株)原田屋 富浜店 酒・食品
富浜 2丁目 ペットCity ペットフード＆用品
富浜 2丁目 ファミリーマート 妙典駅西口店 食品・日用品等
富浜 3丁目 (株)AOKI市川行徳店 衣料品
中国分 3丁目 (株)ヤオコー 市川中国分店 食料品
中国分 3丁目 セブンイレブン 市川中国分3丁目店 コンビニエンスストア（食品・雑貨）

中国分 5丁目 名糖牛乳 国分販売所 牛乳類・菓子・食品・お茶・灯油

中山 4丁目 菊寿司 寿司
中山 4丁目 (株)花吾商店 生花・花鉢・観葉鉢・苗物
中山 4丁目 富田や（肉店） 精肉・焼き鳥
中山 4丁目 とむら菓子舗 和菓子
中山 4丁目 中華料理 瀧 中華料理
中山 4丁目 サロン喜望 治療費
中山 4丁目 鶏男 唐揚げ
新浜 1丁目 BAKER'S PLACE パン・菓子製造販売
西船（船橋市） 5丁目 医療法人社団成和会 山口病院 診療・検診
原木 2丁目 ローソン 市川原木信篤小学校前店 コンビニエンスストア
原木 (株)ベルク市川原木店 食料品・雑貨・酒
原木 ホームセンターコーナン市川原木店 DIY用品・日用品・ペット用品等

原木 (株)ABC-MART コーナン市川原木店 靴・シューケア用品
原木 ノジマ 家電



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
東大和田 1丁目 かっぱ寿司 市川東大和田店 寿司
東大和田 1丁目 (有)日乃出ドライ （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

東国分 1丁目 リナ 手芸品・化粧品
東国分 2丁目 ウエルシア薬局市川東国分店 医薬品・化粧品・雑貨・食品

東国分 2丁目 ファミリーマート 市川北インター東店 食品・日用品
東菅野 1丁目 (有)薮崎時計店 時計・貴金属・販売修理
東菅野 1丁目 マツモトキヨシ 市川東菅野店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

東菅野 2丁目 セオサイクル 東菅野店 自転車
東菅野 3丁目 セブン-イレブン 東菅野店 コンビニエンスストア（食品・雑貨）

東菅野 3丁目 ファミリーマート 市川東菅野店 食品
東菅野 4丁目 丸山カイロプラクティック治療院 整体・カイロプラクティック

東菅野 5丁目 紳士服のコナカ 市川東菅野店 洋品
東菅野 5丁目 マルエツ東菅野店 食料品他
東菅野 5丁目 ローソン 市川東菅野五丁目店 コンビニエンスストア
平田 1丁目 和食さと 市川菅野店 和食
平田 1丁目 ファミリーマート市川平田一丁目店 食品、日用品
平田 4丁目 焼肉ソウル 焼肉
平田 4丁目 日乃出ドライ 平田店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

広尾 2丁目 (株)宮永産業 海苔
福栄 2丁目 セブン-イレブン 行徳駅前2丁目店 食品・雑貨
福栄 2丁目 セブン-イレブン 市川入船2丁目店 コンビニエンスストア（食品・雑貨）

福栄 3丁目 ローソン 市川福栄三丁目店 コンビニエンスストア
福栄 3丁目 ファミリーマート 市川福栄店 食品
福栄 4丁目 ボディインプルーブ行徳店 パーソナルトレーニング
二俣 1丁目 ローソン 市川二俣一丁目店 コンビニエンスストア
北方町 4丁目 マクドナルド北方町店 ハンバーガー・レストラン
北方町 4丁目 スエヒロ館 市川中山店 焼肉
堀之内 3丁目 TSUTAYA二十世紀が丘店 書籍・文具・CD・DVD・GAME・レンタルCD・DVD・コミック

堀之内 3丁目 ベルクス市川堀之内店 生鮮食品・日配品
堀之内 3丁目 ウエルシア薬局市川堀之内店 医薬品・化粧品・雑貨・食品

堀之内 3丁目 酒＆業務スーパー 北国分店 食料品・酒類
堀之内 3丁目 ワイズマート 北国分店 食料品
堀之内 3丁目 セブン-イレブン 市川堀之内店 食品
堀之内 3丁目 ココス 市川国分店 ファミリーレストラン
堀之内 3丁目 マツモトキヨシ 北国分店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

本郷町（船橋市） ワイズマート 西船本郷店 食料品
本塩 2丁目 おしゃれ洋品 スズヤ 洋品全般
本塩 セブン-イレブン 市川本塩店 食品・飲料・雑貨
本塩 ENEOSアクシス行徳SS ガソリン
真間 1丁目 雑貨の店 もえぎ 衣類・食器類・タオル類・小物・その他

真間 1丁目 銀河コーヒー 市川真間店 コーヒー豆
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町 丁目 店名 取扱品目
真間 1丁目 相田みつをギャラリー・ボローニャ市川 ボローニャデニッシュパン
真間 2丁目 (株)鮨会館 林屋 和食（寿司）
真間 2丁目 (有)スヤマクリーニング ワイシャツ・衣類・毛皮・毛布等

真間 2丁目 アランチャドレッシング 自家製ドレッシング
真間 2丁目 大門岡埜 和菓子
真間 2丁目 (有)田宮工務店
真間 2丁目 (有)マルカ商事 駐車場・アパート・マンション賃貸借仲介

真間 2丁目 エマ美容室
真間 2丁目 サクラ美容室 美容一般
真間 2丁目 MoonboW マフィンと焼き菓子
真間 2丁目 幸栄軒 ラーメン・タンメン・餃子
真間 2丁目 江戸家 寿司・酒各種
真間 2丁目 ラクーン クリーニング 衣類のクリーニング
真間 2丁目 時雨整体院 心と体のほぐし
真間 2丁目 くるみ薬局 保険調剤・医薬品・医療用品

真間 3丁目 東洋カイロプラクティック市川真間整体療術センター

真間 4丁目 話飲茶屋つぎはし コーヒー・軽食
湊 5丁目 遊々亭 焼肉
湊 ローソン 市川湊店 コンビニエンスストア
湊新田 1丁目 (株)セレクション行徳店 食肉・魚・食品
湊新田 1丁目 マツモトキヨシ 市川行徳店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

湊新田 1丁目 RURUSUS（ルルスス） フラワーアレンジメント・日用雑貨

湊新田 2丁目 (株)リフォーム青山 建設リフォーム
湊新田 2丁目 セオサイクル行徳湊新田店 自転車
湊新田 2丁目 セブン-イレブン 市川湊新田2丁目店 食品・雑貨
湊新田 2丁目 アコレ 湊新田2丁目店 食品・酒
南大野 1丁目 メガネハット市川大野店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

南大野 1丁目 くすりの福太郎 市川大野店 医薬品・化粧品・日用雑貨
南大野 1丁目 (有)サンショップ 本・文具
南大野 1丁目 東京靴流通センター 市川大野店 靴
南大野 1丁目 セブン-イレブン 市川大野店 食品
南大野 1丁目 クリーニング ローレル 工場店 クリーニング
南大野 1丁目 オオノヤ薬局 医薬品
南大野 1丁目 Olympic 市川大野店 食品・日用雑貨品・自転車
南大野 1丁目 サイクルオリンピック 市川大野店 自転車
南大野 2丁目 ビハウス 南大野店 化粧品
南大野 2丁目 セブン-イレブン 市川南大野2丁目店 食品
南大野 2丁目 クリーニング ローレル パークハイツ店 クリーニング
南大野 2丁目 孝和クリーニング 一般家庭衣類クリーニング
南大野 2丁目 喜久寿司 すし・うなぎ・天ぷら
南大野 3丁目 マルエツ市川大野店 食料品他
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町 丁目 店名 取扱品目
南大野 3丁目 めがねのアイ・メイト メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

南大野 3丁目 クリーニング ローレル本店 クリーニング
南大野 3丁目 マツモトキヨシ 市川大野店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

南大野 3丁目 アコレ 市川南大野店 食品・酒
南大野 3丁目 洋品のいしかわ 婦人紳士学生衣料
南大野 3丁目 る・ら・ら 婦人紳士学生衣料
南行徳 1丁目 くすりの福太郎 南行徳店 医薬品・化粧品・日用雑貨
南行徳 1丁目 スクエアアオノ薬局 医薬品
南行徳 1丁目 (株)AOKI 南行徳店 衣料品
南行徳 1丁目 紳士服コナカ 南行徳店 メンズ・レディススーツ・フォーマル・ビジネスアイテム

南行徳 1丁目 ワイズマート 南行徳店 食料品
南行徳 1丁目 山下書店 南行徳店 書籍
南行徳 1丁目 (有)加藤海苔店 海苔他千葉銘産
南行徳 1丁目 ドラッグストアスマイル南行徳店 医薬品・化粧品・雑貨・食品

南行徳 1丁目 ドラッグセイムス 南行徳店 医薬品
南行徳 1丁目 アコレ 南行徳1丁目店 食品・酒
南行徳 1丁目 tomte 雑貨・ギフト
南行徳 2丁目 イオン南行徳店 衣料品・住居余暇品・食料品

南行徳 2丁目 KSファッション 婦人服・洋品
南行徳 2丁目 ビスページ（BIS PAGE） 婦人服・洋品
南行徳 2丁目 ハニーズ南行徳店 婦人服・洋品
南行徳 2丁目 IKEDAYA 婦人服・洋品
南行徳 2丁目 ライトオン 紳士カジュアル
南行徳 2丁目 和ごころりんず 南行徳店 きもの
南行徳 2丁目 マルシェ南行徳店 服飾雑貨
南行徳 2丁目 メガネのアイガン メガネ
南行徳 2丁目 ペアーズ 手芸・服地
南行徳 2丁目 ヤマダ電機 家電
南行徳 2丁目 日本一 南行徳店 惣菜
南行徳 2丁目 キャンドゥ 住居余暇大型
南行徳 2丁目 コメダ珈琲 喫茶
南行徳 2丁目 ポポラマーマ南行徳店 洋食
南行徳 2丁目 ポプリンキッチン ファミレス
南行徳 2丁目 春樹 FCラーメン
南行徳 2丁目 ディッパーダン南行徳店 FCアイス
南行徳 2丁目 いろいろ 飲食その他
南行徳 2丁目 カットハウスbronson 理容・美容
南行徳 2丁目 ツーハンズ サービス他
南行徳 2丁目 オートバックス南行徳 カー用品他
南行徳 3丁目 (株)ヤマダ電機テックランド南行徳店 家電製品
南行徳 3丁目 サンドラッグ 南行徳店 薬・日用品・食品
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町 丁目 店名 取扱品目
南行徳 3丁目 ファミリーマート 南行徳三丁目店 食品
南行徳 4丁目 ウエルシア薬局南行徳店 医薬品・化粧品・雑貨・食品

南八幡 1丁目 (株)AOKI 市川南八幡店 衣料品
南八幡 1丁目 和食レストラン とんでん 本八幡店 和食
南八幡 1丁目 セブン-イレブン 南八幡店 コンビニエンスストア（食品・雑貨）

南八幡 2丁目 うえだ山荘 とんかつ・エビフライ・寿司・うなぎ

南八幡 2丁目 (有)うえだ綜合調理センター 弁当・大皿料理
南八幡 2丁目 合同会社かんぶつ生活 食品・キッチングッズ
南八幡 2丁目 まるに商店 食品・キッチングッズ
南八幡 2丁目 (有)伊藤海苔店 海苔
南八幡 3丁目 美容室Ｌａｋｉｎａｉａ カット・パーマ・カラー・着付

南八幡 3丁目 入船寿司 寿司
南八幡 3丁目 合同会社西友 本八幡店（2019年11月オープン予定） 食料品他
南八幡 3丁目 串坊ず やきとり
南八幡 3丁目 (有)こやま文具 文具用品
南八幡 3丁目 本八幡デンタルクリニック 医療用品
南八幡 3丁目 本八幡鍼灸院 鍼灸施術
南八幡 3丁目 日高屋 本八幡駅南店 中華そば・餃子
南八幡 3丁目 (株)シーボン市川店 化粧品
南八幡 3丁目 日乃出ドライ 南八幡店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

南八幡 4丁目 千葉ピーナツ本八幡店 落花生他名産品
南八幡 4丁目 ミスタードーナツ本八幡ショップ ドーナツ販売
南八幡 4丁目 ダルマ薬局 医薬品・化粧品・雑貨
南八幡 4丁目 (有)三愛眼鏡 メガネ
南八幡 4丁目 (株)長崎屋 MEGAドン・キホーテ本八幡店 食料品・日用品
南八幡 4丁目 コスメティックハウス星香 化粧品・エステ
南八幡 4丁目 美サイド 化粧品・エステ
南八幡 4丁目 居心伝 本八幡店 鉄板焼き料理・酒類・ソフトドリンク

南八幡 4丁目 ちろりん村 お好み焼き
南八幡 4丁目 セブン-イレブン 市川南八幡4丁目店 食品
南八幡 4丁目 サンブリッヂ 酒類・軽食等
南八幡 4丁目 マツモトキヨシmatsukiyoLAB本八幡駅前店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

南八幡 4丁目 マツモトキヨシ調剤薬局南八幡店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

南八幡 4丁目 ダルマ薬局 医薬品・化粧品・雑貨
南八幡 4丁目 日本調剤 本八幡南口薬局 OTC・医療や介護の自己負担の支払い

南八幡 4丁目 デイリーヤマザキ 本八幡駅南口店 おにぎり・弁当・パン・飲料等

南八幡 4丁目 ひだまり整体 体のほぐし
南八幡 4丁目 写真館ピノキオ 市川店 写真/衣裳レンタル
南八幡 4丁目 マクドナルド本八幡南口店 ハンバーガー・レストラン
南八幡 4丁目 金京飯店 中華料理
南八幡 4丁目 ファミリーマート市川南八幡店 食品、日用品
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町 丁目 店名 取扱品目
南八幡 4丁目 グランドルチェ 南八幡店 洋菓子・焼菓子
南八幡 5丁目 酒の及川 酒類販売
南八幡 5丁目 マツモトキヨシ調剤薬局南八幡5丁目店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

南八幡 5丁目 長寿庵 日本そば・うどん
南八幡 5丁目 ココカラファイン 本八幡店（10/23オープン） ドラッグストア
南八幡 5丁目 セオサイクル 本八幡店 自転車販売・修理
南八幡 5丁目 壮健タムラ薬局 医薬品・健康食品・化粧品
南八幡 5丁目 日乃出ドライ ＡＣＥ店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

南八幡 5丁目 日乃出ドライ イレブン店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

宮久保 1丁目 ファミリープラザあだちや 衣料品・日用雑貨・生花
宮久保 1丁目 (有)武田建設工業 リフォーム
宮久保 1丁目 すがわら鮮魚店 鮮魚・貝類・他
宮久保 1丁目 おそばのそばや長寿庵 そば・うどん・丼物・一般
宮久保 1丁目 さかえ屋 市川宮久保店 カステラ
宮久保 1丁目 肉のイズミや 食肉加工販売
宮久保 1丁目 新鮮市場アタック 市川宮久保 食品・雑貨・アルコール
宮久保 1丁目 くすりの福太郎 宮久保店 医薬品・化粧品・日用雑貨
宮久保 3丁目 ファミリーマート 市川宮久保店 食品
宮久保 4丁目 ベルクス市川宮久保店 生鮮食品・日配品
宮久保 4丁目 村越 新四郎 梨
宮久保 5丁目 ミヤクボ電器 家電小売
妙典 3丁目 ローソン 市川妙典店 コンビニエンスストア
妙典 4丁目 マツモトキヨシmatsukiyoLAB妙典駅前店 医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品・雑貨

妙典 4丁目 ポポラマーマ 妙典駅前店 パスタ
妙典 5丁目 ウエルシア市川妙典店 医薬品・化粧品・雑貨・食品

妙典 5丁目 イオン市川妙典店 食料品・衣料品・生活用品等

妙典 5丁目 ケンタッキーフライドチキン市川妙典店 フライドチキン
妙典 5丁目 Right-on市川妙典店 ジーンズ＆カジュアル
妙典 5丁目 SHOE-PLAZA市川妙典店 靴
妙典 5丁目 Honeys市川妙典店 レディス
妙典 5丁目 大戸屋 市川妙典店 和食
妙典 5丁目 ザ・ダイソー 市川妙典店 バラエティショップ
妙典 5丁目 Refresh Room すきっぷ リラクゼーション
妙典 5丁目 ココス イオン市川妙典店 ファミリーレストラン
妙典 5丁目 未来屋書店 市川妙典店 書籍
妙典 5丁目 リンガーハット 市川妙典店 長崎ちゃんぽん
本北方 2丁目 京屋酒店 本北方店
本中山（船橋市） 7丁目 ローソンストア100 原木中山店 食料品全般
本中山（船橋市） 7丁目 ワイズマート 原木店 食料品
本中山（船橋市） 7丁目 スーパーヤマイチ原木中山店 各種食料品
八幡 2丁目 アジアンヒート 創作中華・ベトナム



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
八幡 2丁目 ウエダ文具（ウエダビジネス） 文房具
八幡 2丁目 味処きまっし 鮮魚・日本酒・生ビール
八幡 2丁目 ヴェネチア酒場 イタリア料理・酒
八幡 2丁目 うえだ別館 しゃぶしゃぶ・刺身・天ぷら・うなぎ

八幡 2丁目 上喜源 刺身・やきとり・そば・アルコール

八幡 2丁目 洋食レストラン 停車場 ハンバーグ・ビーフシチュー・ビーフカレー

八幡 2丁目 ブティック グレンドボーテ 婦人服
八幡 2丁目 四季よし ちゃんぽん・皿うどん・定食他

八幡 2丁目 リプルズ 飲食
八幡 2丁目 パティオ 衣料品・雑貨
八幡 2丁目 Stylish Bar Groovy ウィスキー・カクテル・ビール・ワイン

八幡 2丁目 とり吉本八幡店 焼鳥・刺身・うなぎ
八幡 2丁目 セブン-イレブン 八幡店 コンビニエンスストア（食品・雑貨）

八幡 2丁目 リサイクルブティック ミズ 中古婦人用品・食器用品
八幡 2丁目 (有)啓太郎せんべい せんべい
八幡 2丁目 日本調剤 本八幡北口薬局 OTC・医療や介護の自己負担の支払い

八幡 2丁目 マリノステリア 本八幡店 イタリアン居酒屋
八幡 2丁目 日高屋 本八幡北口駅前店 中華そば・餃子
八幡 2丁目 メガネドラッグ 本八幡駅前店 メガネ・補聴器
八幡 2丁目 Ｇパンセンターサカイ 衣料品
八幡 2丁目 ポポラマーマ 本八幡店 パスタ
八幡 3丁目 (有)川野辺電気商会 家電
八幡 3丁目 (有)ナガセ薬局 医薬品・化粧品・雑貨
八幡 3丁目 くすりの福太 郎八幡駅前店 医薬品・化粧品・日用雑貨
八幡 3丁目 ヘッズ 美容室
八幡 3丁目 ときわ書房 本八幡スクエア店 書籍雑誌
八幡 3丁目 オーケー本八幡店 スーパーマーケット
八幡 3丁目 備長扇屋 本八幡店 焼鳥
八幡 3丁目 ビハウス 本八幡店 化粧品
八幡 3丁目 ジェイホテル・中国ラウンジ味雅 ビジネスホテル・中華料理
八幡 3丁目 ボディインプルーブ本八幡店 パーソナルトレーニング
八幡 3丁目 合資会社市川ゴム工業所 各種タイヤ及関連商品販売、修理

八幡 3丁目 ココカラファイン 京成八幡駅前店 ドラッグストア（薬・化粧品・日用雑貨・健康食品）

八幡 3丁目 セブン-イレブン 市川八幡3丁目店 コンビニエンスストア（食品・雑貨）

八幡 3丁目 野菜カフェ＆デリ DU BON TEMPS デュボンタン コールドプレスジュース・カフェメニュー・ビストロメニュー

八幡 3丁目 ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew市川本八幡店 家電製品
八幡 3丁目 フードスクエアカスミ本八幡店 食料品ほか
八幡 3丁目 日高屋 京成八幡駅前店 中華そば・餃子
八幡 3丁目 日乃出ドライ 八幡店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

八幡 3丁目 グランドルチェ 八幡本店 洋菓子・焼菓子
八幡 4丁目 銀座パリス 京成八幡駅前店 中古ブランド品



2020.2.26現在
（注）色のついた枠は、8月10日以降に追加された、冊子には掲載されていない店舗です。

町 丁目 店名 取扱品目
八幡 4丁目 日乃出ドライ プラス八幡店 （クリーニング）上衣、ズボン、Ｙシャツ

八幡 5丁目 カイジェラート アイスクリーム
八幡 5丁目 うまだれ味禅 たれ・調味料
八幡 5丁目 (株)ぷんぷく堂 文具・雑貨
八幡 6丁目 えのもと米店 米穀
八幡 6丁目 エコ・ピア八幡店 食品
若宮 2丁目 (株)ウエクサ 日用品雑貨
若宮 3丁目 長谷川畳店 畳工事
若宮 3丁目 ローソン 市川若宮三丁目店 コンビニエンスストア
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