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詳しくは市役所ホームページでもご案内しています　https://www.city.annaka.lg.jp/

安中市役所 保健福祉部 福祉課 ☎027-382-1111

商品券を利用できる参加店舗の
目印となるステッカーがあります。
ご利用の際には店舗にてご確認
ください。

このステッカーが目印 !

あんなかプレミアム付商品券 利用可能店舗一覧

販売所のご案内
※商品券を購入できる対象者
　1. 令和元 (2019) 年度扶養外住民税非課税の方 ※生活保護の受給者などは対象外
　2. 平成 28(2016) 年 4月 2日～令和元 (2019) 年 9月 30日までの間に生まれたお子さまがいる世帯主の方
※商品券の交換又は売買、現金との引換えはできません。金券ショップへの売却やオークションへの出品等の行為は厳に禁止します。
※商品券で購入されたものについては、返金、返品はできません。
※おつりは出ません。※商品券を冊子から切り離すと原則使用できません。
※盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造等に対して安中市は責任を負いません。
※その他取扱いについては、商品券券面裏面及びあんなかプレミアム付商品券ホームページをご確認ください。

※参加店舗であっても、一部商品等で商品券が利用できない場合があります。店舗にてご確認ください。
※参加店舗が独自に実施しているポイント等の加算の可否については、店舗にてご連絡ください。
※1回の支払いにつき、商品券の利用額に限度額はございません。
※参加店舗の記載内容は、令和元年11月 29日時点の情報となります。

安中市役所

《販売期間》

令和２年2月28日（金）まで

松井田支所

販売時間／平日8：30～17：15
　　　　　（土日祝休）

販売時間／平日8：30～17：15
　　　　　（土日祝休）

〒379-0192 安中市安中1-23-13
☎027-382-1111

〒379-0221 安中市松井田町新堀245
☎027-382-1111

令和２年

３月31日（火）まで
※令和2年 3月 31日を過ぎると利用できません。

利用可能期間

お問い合わせ先

購入引換券を
お持ちの方 !
※住民税非課税者で
　申請した者・３歳未
　満児がいる世帯

利用可能参加店舗一覧
※令和元年11月 29日時点

参加店

あんなか
プレミアム付
商品券

令和元年10月１日（火）～令和２年３月31日（火）

発行　安中市

●松井田病院

●松井田東
　中学校

●松井田
　文化財
　資料室

●日本キリスト
　教団

松井田バイパス

●有坂内科医院

●しののめ信金

●扇堂
●極濃湯麺
　フタツメ

●
ヤマダ電機

トヨタカローラ
●

山賀酒店
●

松井田文化会館●

群馬銀行●
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松井田　
体育館●
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麺屋なんなん
●

高別当

新堀

西松井田

西松井田駅前
安中市役所入口

18

18

松井田支所

安中市役所

《販売期間》

令和２年2月28日（金）まで

あんま・マッサージ指圧 ☎027-393-0016松井田町松井田560
みなとや治療院

クリーニング業 ☎027-393-4584松井田町松井田264-5
小林クリーニング

自動車修理・販売 ☎027-393-3358松井田町松井田1203-1
有限会社 高沢自動車

販売業 ☎027-393-0012松井田町松井田乙437
伊勢屋辻中薬局

販売業 ☎027-393-0036松井田町松井田甲579
小川土松商店

小売 ☎027-393-0052松井田町松井田621
有限会社虎屋金物店

文具小売業 ☎027-393-0754松井田町松井田626
有限会社シマダ商会

理容業 ☎027-393-3776松井田町松井田617
小林理容店

小売業 ☎027-393-0189松井田町松井田571
くらしの器 古久屋

玩具手芸用品販売業 ☎027-393-1788松井田町松井田甲568-1
ハート♡スプリング

菓子製造小売業 ☎027-393-3341松井田町松井田282-4
銘菓の老舗 たわらや

飲食業 ☎027-393-4788松井田町松井田503
焼肉 白雲亭

小売業 ☎027-380-3000松井田町松井田305
Ａコープ 松井田店

販売業 ☎027-393-0077松井田町松井田576
株式会社 三文字屋

販売業 ☎027-393-4832松井田町松井田559-1
ずうむ

販売業 ☎027-395-2517松井田町横川370
阿久沢衣料店

自動車修理 ☎027-395-3717松井田町横川18番地
有限会社茂木自動車整備工場

自動車修理業 ☎027-393-1643松井田町小日向1998-1
土屋自動車整備工場

総合食品販売業 ☎027-393-1029松井田町八城237-6
飯野商店

小売業 ☎027-393-9004松井田町八城310-4
ウエルシア深松井田八城店

家電販売 ☎027-393-2433松井田町八城300-4
蘭電化サービス

販売業 ☎027-393-0408松井田町二軒在家451-1
有限会社 岩井花店

コンビニエンスストア ☎027-393-3993松井田町二軒在家673-1
（株）山商 セブンイレブン松井田二軒在家店

販売業 ☎027-393-0082松井田町松井田1106
中屋洋品店

家電販売 ☎027-393-0263松井田町松井田442
トピック キタ

飲食・販売 ☎027-393-0159松井田町松井田400-5
Ｎｉｓｓｉｎｄｏ ニッシンドウ

販売業 ☎027-380-3017松井田町松井田704-1
コメリ 松井田店

小売業 ☎027-393-3355松井田町新堀1358
群馬ヤクルト販売 松井田ＳＣ

住宅リフォーム ☎027-393-3987松井田町新堀253-7
有限会社 関住宅建築

自動車整備業 ☎027-393-4556松井田町新堀1121
有限会社 佐藤自動車

旅客運送 ☎027-393-1181松井田町新堀318
ツバメタクシー 有限会社

小売業 ☎027-381-1244板鼻2-4-25
株式会社 グリーンマートかわしま

販売業 ☎027-381-0283板鼻2-6-11
山田畳店

和菓子製造販売業 ☎027-381-0298板鼻2-5-1
杉本屋

小売業 ☎027-381-1300板鼻13-1
トヨタカローラ高崎（株） 国道１８号やわた店

販売業 ☎027-381-0388板鼻1-5-11
しげた

自動車 ☎027-381-1236下秋間1512-2
有限会社 白井モータース

飲食業 ☎027-382-4417東上秋間2568-5
おぎのや 安中榛名駅売店

小売販売 ☎027-382-1073中秋間1098
大澤商店

飲食業 ☎027-382-3070下秋間709-1
イタリアンレストラン クニオッタ

サービス業 ☎027-385-5810上後閑477
太平洋クラブ高崎コース

レンタルサービス ☎027-385-7456下後閑423-3
セブンイレブン安中下後閑店

販売業 ☎027-385-1766下後閑186-1
ダスキン後閑

新聞販売 ☎027-360-4500高崎市八幡町643
東京新聞群馬八幡専売所

理容業 ☎027-393-0339松井田町松井田614-3
ストウ理容室

販売業 ☎027-393-0217松井田町松井田491
小栗燃料店

販売業 ☎027-393-0201松井田町松井田389
トータル寝具おおのや

販売業 ☎027-393-0039松井田町松井田400-6
シューワールド ヨシダ

販売業 ☎027-393-4744松井田町松井田499-2
（有）肉のてんじん

畳製造 ☎027-393-1566松井田町五料148
中島製畳株式会社

美容業 ☎027-393-4781松井田町新堀491-5
美容室 かみるん

美容業 ☎027-395-2442松井田町横川607
ビューティサロン ＡＫＩ

飲食業 ☎027-395-2311松井田町横川399
おぎのや 横川駅売店

飲食業 ☎027-395-2311松井田町横川399
おぎのや 横川本店

飲食業 ☎027-395-3535松井田町横川井戸入917
おぎのや 横川サービスエリア店（上り線）

小売業 ☎027-395-2132松井田町横川297-1
おぎのや サービスステーション

飲食業 ☎027-395-2431松井田町横川297-1
おぎのや 横川店

販売業 ☎027-395-2223松井田町横川449-3
有限会社伊丹屋酒店

小売販売業 ☎027-393-0971松井田町五料58-4
セブンイレブン 安中松井田バイパス店

販売業 ☎027-395-2323松井田町横川405
有限会社 佐藤商店 わさびや

秋間

後閑

高崎

松井田

臼井

九十九

西横野

松井田地区
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一般旅客自動車運送業 ☎027-381-1277安中一丁目9番14号
榛名観光タクシー有限会社

販売業 ☎027-388-1600安中2-14-34
安中新鮮市場かっちゃん

販売業 ☎027-382-1511中宿字石合808-1
カインズ安中店

小売業 ☎027-381-4411中宿2130
ベイシア 安中店

販売業 ☎027-380-1112中宿2140
ベイシアワールドスポーツ安中店

農産物直売 ☎027-380-5201中宿1-9-17
農産物直売所 野尻の里

販売業 ☎027-381-7000中宿2136
株式会社 カワチ薬品 安中店

販売業 ☎027-381-9121中宿2100-1
ダイソー群馬安中店

クリーニング業 ☎027-381-0099中宿1208
ロゼクリーナース カキヌマ 中宿工場店

コンビニエンスストア ☎027-382-3581中宿1-877-1
セブンイレブン安中駅前店

販売業 ☎027-381-2505中宿130-1
（有）ドラッグ・タイガー

小売 ☎027-381-1188高別当394-4
トータルファッション・インテリアさとう

理美容業 ☎027-382-3655高別当127-1
サロン・ド・ジュン 安中店

飲食業 ☎027-382-6270高別当372-1
街の洋食屋さん キッチン104

販売業 ☎027-381-2585高別当406
文真堂タイムクリップ安中店

飲食業 ☎027-384-8420高別当140-1
かっぱ寿司 安中店

販売業 ☎027-382-1177高別当135-1
セブンイレブン安中総合学園高校前店

販売業 ☎027-385-6008原市1-14-29
麻屋呉服店

販売業 ☎027-385-8621原市3-3-19
有限会社 池田屋

飲食業 ☎027-382-0823原市395
知味飯店

販売業 ☎027-381-0077原市634
ＪＡファーマーズ安中店

衣料品販売 ☎027-385-8086原市2-9-39
（有）レディスショップサトウ

化粧品・小売業 ☎027-381-0467原市634 Aｺｰﾌﾟ安中店内
マイポート

販売業 ☎027-385-1830原市2-1042-1
セキチュー安中店

自動車販売、整備 ☎027-385-8488原市1630-2
株式会社八幡自動車ボデー

理美容 ☎027-382-0567原市612-4
Ｒｉｐｐｌｅ

小売 ☎027-381-4292原市406
シャトレーゼ安中店

燃料販売 ☎027-385-4570原市1-13-18
有限会社 半田商会

サービス ☎027-381-3319安中5-12-38
有限会社安中ハイヂーン

サービス ☎027-382-2398安中5-12-38
有限会社倉澤自動車整備工場

小売業・設備工事 ☎027-381-0435安中2-5-15
株式会社ヤマハチクボニワ

販売業 ☎027-382-1248安中3-19-31
スバルショップ安中

販売業 ☎027-381-0368安中2-10-1
丸幸商店

新聞販売 ☎027-381-0131安中1-22-41
東京新聞安中専売所

家電小売販売 ☎027-381-0488安中2-4-29
グランプリ

理容業 ☎027-381-0472安中3-18-34
理容サトウ

洋品小売 ☎027-381-0114安中3-16-1
よこた洋品店

飲食業 ☎027-381-0443安中3-18-11
東寿司本店 あらきや

販売業 ☎027-382-3535安中3-19-29
株式会社 林家商店

製菓業 ☎027-381-3355安中2-5-6
丸田屋総本店

製印 ☎027-381-1702安中3-4-13
滝本印店

燃料小売 ☎027-381-1111安中3866
佐藤燃料（株）

飲食業 ☎027-381-1616安中3-12-15
高嶋屋

タクシー ☎027-381-0470安中3-12-13
安中タクシー株式会社

小売業 ☎027-381-0363安中3-19-22
石井書店

販売業 ☎027-381-0140安中4-2-16
シマダスポーツ

和洋菓子製造販売 ☎027-381-0079安中2-2-35
扇堂

小売業 ☎027-382-6908安中1-2312-1
群馬ヤクルト販売 安中ＳＣ

販売業 ☎027-381-0538安中1-20-29
ほてい屋

美容業 ☎027-393-6537安中1-19-8
Ｒ－ＳＴＹＬＥ ｈａｉｒ

酒、食品販売業 ☎027-381-0323安中2-4-33
山賀酒店

雑貨小売 ☎027-381-0513安中3-13-8
ど～むⅡ

サービス ☎027-382-4457安中3784-1
適塾 安中教室

販売業 ☎027-381-0518安中1-15-8
大島酒店

販売業 ☎027-381-0167安中3-23-14
学生専科イシダ

販売業 ☎027-381-0259安中3-19-20
有限会社 田島榮吉商店

販売業 ☎027-381-2198安中1-15-3
辻口寝具店

販売業 ☎027-381-0334安中2362-1
（有）シティメガネ

飲食業 ☎027-382-4788安中2-4-28
鮨豊

販売業 ☎027-382-0934安中5-1-33
（有）米庄商店

生花業 ☎027-381-1804安中3-24-5
清水花店

家電小売販売 ☎027-381-3536安中2-5-23
コアミデンキ

薬局業 ☎027-381-0465安中2-11-19
大山薬局

製造販売業 ☎027-382-0421安中2-14-13
お菓子の家 あん

クリーニング業 ☎027-381-1104安中1-24-31
クリーニング サトウ

菓子販売業 ☎027-381-0410安中1-19-3
冨士屋

販売業 ☎027-382-8890安中1696-1
セブンイレブン安中米山店

販売業 ☎027-380-5778安中1丁目50-1
眼鏡市場 安中店

販売業 ☎027-380-5700安中4丁目662-3
スギドラッグ 安中店

小売業 ☎027-382-1335安中2363
トヨタカローラ高崎（株） 安中バイパス店

家電販売・修理 ☎027-381-1383安中3-22-23
株式会社 多胡電化

飲食業 ☎027-382-8681安中2341-1
ろしなん亭

販売業 ☎027-382-6280安中2-3-18
有限会社 大地

家電販売 ☎027-382-4747安中2-17-10
株式会社ヤマダ電機テックランド安中店

飲食料品 ☎027-381-1663安中2-5-5
飯島屋

サービス業 ☎027-252-6131安中3511-1
パラーダ安中中央ＳＳ

販売業 ☎027-381-0357安中2-5-11
（有）松江堂薬局

小売業 ☎027-380-5125安中4-8-12
ウエルシア薬局安中店

販売業 ☎027-382-3433安中2丁目2-41
白銀屋 安中店

クリーニング業 ☎027-381-0762安中3-18-7
ロゼクリーナース カキヌマ 安中店

クリーニング業 ☎027-381-1298安中1-9-12
ロゼクリーナース カキヌマ 上野尻店

クリーニング業 ☎027-381-1610安中2-9-6
ロゼクリーナース カキヌマ バンビ店

コンビニエンスストア ☎027-381-0818安中4-12-5
セブンイレブン安中バイパス店

介護タクシー ☎090-5344-0117安中1丁目10-17 （株）いずみや内営業所
介護タクシー ひかり

販売業 ☎027-380-5225原市333-3
メガネ・補聴器の板垣 安中店

小売業 ☎027-380-2311原市2丁目1042番9
ヤオコー安中店

小売業 ☎027-380-2301原市3-4-39
クリエイトＳＤ安中原市店

販売業 ☎027-380-5501原市字下原587-1
紳士服のコナカ 安中店

販売業 ☎027-381-1112原市612-2
群馬自動車燃料販売株式会社 安中サービスステーション

小売店業 ☎027-385-3955原市2-2-11
ミートハウス栄光

飲食業 ☎027-380-5881原市4-3-26
ココス安中店

小売業 ☎027-380-2252原市239-4
マルエドラッグ 安中郷原店

小売業 ☎027-381-1717原市587-6
マルエドラッグ 安中杉並木店

医療 ☎027-384-1251原市1-9-11
そうごう薬局 安中店

小売業 ☎027-380-5757原市362 安中ﾍﾞﾙｼﾃｨ内
トライアルマート 安中店

販売業 ☎027-385-7057原市2-7-1
大手時計店

雑貨商（小売業） ☎027-385-9777原市1-9-12
萩原屋

薬局業 ☎027-385-9777原市1-9-12
調剤薬局くすりのはぎわら

飲食業 ☎027-380-2500原市2丁目1042-1
たこ顔 安中店

クリーニング業 ☎027-381-2460原市634 AｺｰﾌﾟJAﾌｧｰﾏｰｽﾞ安中
クリーニング イチゴミルク安中店

小売業 ☎027-382-7111原市362
本店タカハシ

クリーニング業 ☎027-385-6139原市1464
ロゼクリーナース カキヌマ 吉川屋店

クリーニング業 ☎027-385-3535原市1308-3
ロゼクリーナース カキヌマ 原市店

販売業 ☎027-380-5770原市409
ＴＳＵＴＡＹＡ安中店

コンビニエンスストア ☎027-384-1171原市1403-1
セブンイレブン安中原市店

飲食業 ☎027-381-0011原市634
焼肉あぐり 楽楽苑

飲食・販売 ☎027-385-0587原市1378-2
グルマンディーズ

梱包資材の加工と販売業 ☎027-385-6625郷原195-4
株式会社 英パック

タイヤ小売業 ☎027-385-9911郷原1960
有限会社ムラカミ

小売業 ☎027-380-2111郷原字中原313
ベイシアマート 安中郷原店

販売業 ☎0274-64-0087郷原223-1
コープぐんま 富岡センター安中ステーション

小売業 ☎027-380-6331郷原310-1
イエローハット安中原市店

☎027-385-8327郷原2996番地2
有限会社群馬県浄化槽維持管理安中松井田センター

理容業 ☎027-385-8273郷原473-1
髪専科Y’ｓ

販売業 ☎027-380-2021郷原249-1
ダイソー安中郷原ＳＣ店

販売業 ☎027-380-2561郷原239-1
サンキ安中店

販売業 ☎027-380-2121郷原281
ファームドゥ 農援’ｓ 安中店

小売業 ☎027-380-2630郷原293-1
ウエルシア安中郷原店

コンビニエンスストア ☎027-384-1558郷原192-1
セブンイレブン安中磯部温泉入口店

クリーニング業 ☎027-385-6356磯部4-16-28
ロゼクリーナース カキヌマ 磯部店

販売業 ☎027-385-3279郷原1475-1
セブンイレブン安中郷原店

農機販売 ☎027-380-2151郷原789
㈱群馬クボタ安中営業所

飲食業 ☎027-385-6658簗瀬70
山形屋

販売業 ☎027-385-6917磯部1-17-9
多胡洋品店

販売業 ☎027-385-5857磯部3-1157
あいさい直売所

食品雑貨小売業 ☎027-384-1855磯部4-5-7
セブンイレブン安中磯部４丁目店

旅館業 ☎027-385-6411磯部1-5-5
雀のお宿 磯部館

旅館業 ☎027-385-8583磯部1-12-5
舌切雀のお宿 磯部ガーデン

旅館業 ☎027-384-0088磯部1-5-21
せせらぎの湯 桜や作右衛門

飲食業 ☎027-385-0666磯部1-12-5
西洋亭

サービス ☎027-385-1828磯部4-11-4
ヘアーサロンＴＯＰ

新聞販売 ☎027-385-6112磯部3-3-15
東京新聞磯部専売所

和菓子・洋菓子店 ☎027-385-6224磯部1-6-9
有限会社 大手製菓

販売業 ☎027-380-1018岩井2436-1
ファッションセンターしまむら 安中店

販売業 ☎027-385-4388下磯部156
ストウ洋品店

自動車整備 ☎027-381-4611下磯部985
株式会社ボルテックスセイワ

製菓業 ☎027-385-6355磯部3-3-25
恵比寿堂

整体、リラクゼーション ☎090-9146-8771磯部4-18-47
太陽光線セラピーサンライト まほろば

酒、食料品小売り ☎027-385-6356磯部4-16-28
有限会社 中島商店

酒類小売販売業 ☎027-385-6404磯部1-14-23
高野酒店

サービス業 ☎027-385-3625磯部3-6-27
ヘアー・カット・サンクス

旅行・旅客・自動車運送業 ☎027-381-1919下磯部987-1
ボルテックスアーク

製菓業 ☎027-385-6122磯部1-13-8
栄泉堂菓子舗

食品小売 ☎027-381-0805板鼻3321-5
フードショップ・キラヤ

米穀・燃料販売 ☎027-381-0750板鼻2-3-18
有限会社 板鼻食販

製菓販売業 ☎027-385-6229磯部3-5-4
お菓子のゆもと

旅館業 ☎027-385-6534磯部1-13-22
小島屋旅館

小売業 ☎027-382-8770下磯部1018-1
ファーコス薬局 めだか

販売業 ☎027-252-6131磯部1-80-1
ホームエネルギーショップ安中

菓子製造販売業 ☎027-385-7056下磯部168-4
ヌーベル三浦

診療所 ☎027-388-1180磯部4-13-18
あやこまごころ診療所

タクシー ☎027-382-2323下磯部1006
（有）アークタクシー

飲食業 ☎027-382-4777大竹67-1
居酒屋 倉

自動車販売整備業 ☎027-381-2822大竹40-4
上原モータース

販売業 ☎027-382-5597鷺宮3087-4
飯塚電気

販売業 ☎027-382-2371上間仁田266-2
清水屋商店

石油製品販売 ☎027-381-1575岩井607-25
有限会社中島石油

自動車整備 ☎027-381-0681岩井2430-1
細野自動車修理工場

住宅設備修理・販売業 ☎027-381-2597岩井609-1
（有）松本商店

飲食業 ☎0276-36-7878岩井2443-1
いっちょう安中店

小売業 ☎027-380-5580岩井2436-1
アベイル安中店

自動車販売、修理 ☎027-382-3389岩井306-1
ホンダカーズ安中店

小売業 ☎027-382-7501岩井2423-1
西松屋チェーン 安中店

小売業 ☎027-380-5850岩井2446-1
ＡＢＣ－ＭＡＲＴ群馬安中店

病院 ☎027-381-2201岩井2465-1
いわい中央クリニック

販売業 ☎027-380-5721岩井2468-1
ユニクロ安中店

小売販売 ☎027-381-0770岩井611-2
セブン・イレブン安中岩井店

安中

原市

磯部

東横野

岩野谷

板鼻

安中地区


