商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)

ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
店舗名

列2

令和３年１月２８日 現在
店舗住所

列3

列5

店舗電話番号

＜大型店＞ 共通券(桜色の商品券)のみご利用できます。
食料品製造・販売

大型店

イオンスタイル上尾

上尾市愛宕3-8-1 1階

048-770-3800

大型店

イトーヨーカドー 上尾駅前店

上尾市谷津2-1-1

048-776-2800

大型店

イトーヨーカ堂 アリオ上尾店

上尾市壱丁目367

048-726-0111

大型店

いなげや上尾沼南駅前店

上尾市原市中1-1-8

048-723-6433

大型店

生活協同組合コープみらい コープ今泉店

上尾市川275-1

048-781-3439

大型店

生活協同組合コープみらい コープニツ宮店

上尾市二ツ宮927-1

048-775-2798

大型店

スーパーバリュー 上尾愛宕店

上尾市愛宕３-1-40

048-778-3500

大型店

スーパーバリュー 上尾小泉店

上尾市小泉1-5-1

048-788-3662

大型店

スーパーバリュー 上尾緑丘店

上尾市緑丘1-1-40

048-783-4051

大型店

生鮮市場TOP北上尾店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 １階

048-778-0863

大型店

TAIRAYA上尾店

上尾市小敷谷875-5

048-780-1080

大型店

フードガーデン上尾中妻店

上尾市中妻３－１１－５

048-779-2550

大型店

ベイシア上尾平塚店

上尾市平塚2518-1

048-770-5888

大型店

ベルク上尾春日店

上尾市春日1-34-29

048-779-4800

大型店

ベルク上尾東店

上尾市上尾宿2165-5

048-779-9900

大型店

マイカイマート上尾店

上尾市小泉1-11-1

048-780-7888

大型店

マミーマート小敷谷

上尾市小敷谷天久保605-1

048-782-0621

大型店

マルエツ上尾井戸木店

上尾市井戸木1-7-1

048-776-1101

大型店

ヤオヒロ 浅間台店

上尾市浅間台2-1-1

048-778-0211

大型店

ヤオヒロ 東店

上尾市上尾村1300-1

048-777-6611
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＜大型店＞ 共通券(桜色の商品券)のみご利用できます。
服装飾品販売、生活関連品販売、文化品等販売、その他サービス

大型店

アカチャンホンポ(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階

048-780-0111

大型店

キッズリパブリック イオンモール上尾

上尾市愛宕3-8-1 2階

048-788-4255

大型店

ジーユー イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-782-7774

大型店

紳士服コナカ上尾店

上尾市春日1-44-1

048-777-1880

大型店

田原屋パシオス上尾店

上尾市春日2-11-30

048-779-5206

大型店

パシオス上尾愛宕店

上尾市愛宕3-1-40バリュープラザ2F

048-778-3230

大型店

無印良品 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-788-4285

大型店

ユニクロ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-729-7840

大型店

エディオン西上尾店

上尾大字小敷谷809-1

048-781-7111

大型店

ケーズデンキ上尾店

上尾市西門前２５２－１

048-778-0511

大型店

ケーヨーデイツー 上尾店

上尾市中分2-153-1

048-781-5442

大型店

コジマビックカメラ上尾春日店

上尾市春日2-5-3

048-778-1000

大型店

スギ薬局上尾店

上尾市中分2-112-1

048-782-0711

大型店

スギ薬局北上尾店

上尾市緑丘3-4-27

048-778-7605

大型店

セキチュー上尾店

上尾市須ヶ谷1-240

048-779-5871

大型店

ドラッグストアセキ平塚店

上尾市平塚848-2

048-778-0180

大型店

DCMホーマック上尾店

上尾市壱丁目上原397

048-783-8211

大型店

ドン・キホーテ北上尾PAPA店

上尾市緑丘3-3-11-1

048-779-3601

大型店

ノジマ 上尾PAPA店

上尾市緑丘3-3-11-1プリンス棟 1階

048-773-5577

大型店

ノジマ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-779-0181

大型店

ビバホーム上尾店

上尾市上304

048-774-1291

大型店

マナベインテリアハーツ北上尾PAPA店

上尾市緑丘3-3-11-1プリンス棟 2階

048-777-2220

大型店

ヤマダデンキ テックランド上尾店

上尾市愛宕3-1-18

048-782-7120

大型店

スーパースポーツゼビオ(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階

048-780-1220

大型店

スポーツオーソリティ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-782-6940

大型店

丸広百貨店上尾店

上尾市宮本町1-1

048-777-1111

大型店

未来屋書店 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-783-4891

大型店

イオンモール上尾

上尾市愛宕3-8-1

048-770-1520
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食料品製造・販売

社会福祉法人 上尾あゆみ会 大石事業所

上尾市藤波1-209-2

048-782-4177

上尾市観光協会（あげおお土産観光センター）

上尾市谷津2-1-50プラザ22内

048-775-5917

上尾中華食材店

上尾市柏座4－6－11103室

080-343-1155

アゲラー本舗からあげ屋上尾店

上尾市壱丁目402-11

048-781-2555

パン工房 あつみや

上尾市柏座2-1-2若林ビル1Ｆ

048-774-6939

石川煎餅店

上尾市愛宕1-15-1

048-771-0518

伊勢屋

上尾市愛宕1-29-17

048-771-0221

エムズ水楽園ファーム

上尾市平塚２５５８－４

048-779-5500

大島精肉店

上尾市本町4-10-41

048-773-9558

オーロール、モリ

上尾市小敷谷52-1

048-726-1333

おかしのまちおか(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-726-7222

おかしのまちおか イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-776-3903

岡野園

上尾市上町1-2-36

048-771-0516

小澤乳業

上尾市上野218-1

048-725-2241

お茶のすず㐂 ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ 地下１階

048-776-2831

果汁工房 果琳 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-783-5838

カルディコーヒーファーム(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-781-3901

北西酒造直営 十一屋酒店

上尾市上町2-5-5

048-775-1018

キムチショップあげお

上尾市二ツ宮904-12

048-775-5311

木村屋酒店

上尾市柏座1-10-1キャッスル上尾101

048-771-0317

餃子の大将

上尾市柏座3-10-31

048-776-0341

餃子の大将平方店

上尾市上野8-1

048-726-8056

ケーキ工房パレット

上尾市西宮下1-7山口ビル１Ｆ

048-771-5550

ケーキ屋ROBOT

上尾市柏座1-10-3-70

048-772-3552

珈琲屋ビーンズ

上尾市柏座2-5-12

048-772-9308

コーヒーロースト上尾店

上尾市壱丁目478-1

048-781-7437

こじま屋

上尾市本町2-1-4

048-775-3209

幸戸李

上尾市栄町6-30

048-729-7794

彩菓庵おおき

上尾市春日２丁目15−25

048-777-4598

さいたま農業協同組合上尾ぐるめ米ランド

上尾市中分2丁目124

048-778-9711

さいたま農業協同組合上尾支店

上尾市宮本町14-12

048-771-0305

さいたま農業協同組合大石支店

上尾市小泉9-28-9

048-726-2621

さいたま農業協同組合大谷支店

上尾市大谷本郷982

048-781-0050

さいたま農業協同組合上平支店

上尾市西門前579-3

048-771-1204

さいたま農業協同組合原市支店

上尾市原市3320

048-721-0622

さいたま農業協同組合平方支店

上尾市平方1677-1

048-725-2024
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食料品製造・販売

さきたま風月庵

上尾市柏座2-3-29

048-773-3207

シャトレーゼ上尾上町店

上尾市上町1-3-16

048-772-4819

ジャックインザドーナツ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-871-8808

十万石 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-782-7797

ジュピター イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-778-7351

勝月

上尾市小泉1-21-3

048-781-0056

信栄

上尾市原市北1-1-5

048-722-1481

すずき

上尾市宮本町3-2-107

048-771-0499

須田商店

上尾市南113

048-775-5210

スパイスタウン

上尾市上野491-1

070-145-5901

駿河屋

上尾市愛宕1-27-6

048-772-0495

セイコマート まちだ店

上尾市畔吉1227

048-725-2793

セブンイレブン上尾壱丁目南

上尾市壱丁目142-5

048-781-2220

セブンイレブン上尾駅西口店

上尾市柏座1-13-20上尾ウエストビル

048-777-1107

セブンイレブン上尾柏座４丁目店

上尾市柏座4-11-24

048-775-7000

セブンイレブン上尾中分一丁目店

上尾市中分１－１８－１７

048-781-2700

セブンイレブン上尾上店

上尾市上233-1

048-776-5778

セブンイレブン上尾小泉店

上尾市小泉6-1-2セブンイレブン上尾小泉店

048-781-6780

セブンイレブン上尾小泉氷川店

上尾市小泉4-18-10セブンイレブン上尾小泉氷川店

048-781-2890

セブンイレブン上尾沼南店

上尾市原市3656-1

048-723-1777

セブンイレブン上尾菅谷一丁目店

上尾市菅谷1-69

048-771-2155

セブンイレブン上尾中妻３丁目

上尾市中妻３－２１－３９

048-771-7700

セブンイレブン上尾西宮下

上尾市西宮下2-333-1

048-772-7227

セブンイレブン上尾西門前店

上尾市上平中央1-24-8

048-776-7281

セブンイレブン上尾原市団地

上尾市原市３９１２－８

048-772-0814

セブンイレブン上尾原市店

上尾市原市4273-6

048-722-2030

セブンイレブン上尾日の出4丁目店

上尾市日の出4-540-1

048-776-2747

セブンイレブン上尾平塚2丁目店

上尾市平塚2ｰ159

048-773-7077

セブンイレブン上尾本町１丁目店

上尾市本町1-5-18

048-774-2833

セブンイレブン上尾向山店

上尾市向山1-27-3

048-781-3223

セブンイレブン上尾モンシェリー店

上尾市谷津2-1-50

048-772-1891

セブンイレブン アリコベール上尾店

上尾市宮本町2-1

048-771-3517

仙令平庄 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-777-5200

高野青果店

上尾市小敷谷71-6

048-725-1615

CHA NICE イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-782-9993
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食料品製造・販売

茶の矢島園 本店

上尾市上野241-1

茶の矢島園 上尾バリュープラザ店

上尾市愛宕3-1-40スーパーバリュー上尾愛宕店内１F 048-776-3551

茶の矢島園 上尾モンシェリー店

上尾市谷津2-1-50-25

048-771-2055

茶の矢島園 アリオ上尾店

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-726-7071

茶の矢島園 アリコベール店

上尾市宮本町1-1アリコベールA館B1F

048-771-2056

茶の矢島園 西上尾第二団地店

上尾市西上尾第二団地3-7-103

048-725-1198

ちよだ鮨(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-726-7024

菓匠つくも

上尾市柏座１－１０－６

048-775-7805

都築商店

上尾市宮本町５－１８

048-771-0447

ディスカウントストアトライアル上尾本町店

上尾市本町5-16-23

048-778-1155

ディッパーダン イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-783-5362

手作り田舎まんじゅう羽前屋

上尾市原市707-2

048-607-6700

道地屋

上尾市本町3-4-27

048-771-2640

鶏むら イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-871-7971

とんかつ 新宿さぼてん(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-729-6087

自然食の店なず菜

上尾市錦町2-18

090-253-5333

肉匠 鈴吉 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-788-1529

日本一(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-780-0078

野村米穀店

上尾市上1584-2

048-771-2710

ハートブレッドアンティーク イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-782-8135

パティスリーアンジェ

上尾市井戸木2-19-1

048-787-0939

パティスリージュジュボワット

上尾市小泉8-43

048-708-6857

羽鳥青果店

上尾市愛宕1-1-11

048-773-6290

春華 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-871-9911

自家焙煎珈琲晩秋

上尾市向山4-1-1ヴィラ雛1F

048-725-0151

ビアードパパ(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-726-6868

ビアードパパ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-777-6603

ビッグ・エー 上町

上尾市上町2-4-7

048-774-7439

ビッグ・エー 西上尾第二団地店

上尾市小敷谷77-1 西上尾第２団地第３街区第８号

048-725-0005

ビッグ・エー 西上尾店

上尾市中分1-15-6

048-781-0618
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食料品製造・販売
ファミリーマート上尾壱丁目店

上尾市壱丁目402-15

048-783-8125

ファミリーマート上尾戸崎店

上尾市戸崎376-1

048-783-8028

ファミリーマート上尾中妻五丁目店

上尾市中妻5-23-4

048-770-6511

ファミリーマート上尾日産通り店

上尾市壱丁目51-2

048-780-5071

ファミリーマート上尾平方領々家店

上尾市平方領々家497-1

048-780-7855

ファミリーマート上尾藤波店

上尾市藤波3-273-1

048-789-2018

ファミリーマート上尾富士見二丁目店

上尾市富士見2-20-33

048-770-2505

BOULANGERIE YOKOHAMA(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-729-6207

不二家(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-729-6182

武州養蜂園 上尾店

上尾市柏座2-5-3

048-779-6838

プティマルシェ

上尾市上1212

048-773-4520

フラン菓子 ジョゼ

上尾市中妻1-12-8

048-771-1619

Bull Pulu(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-783-4440

ふるまいや ショーサンプラザ店

上尾市谷津2-1-1 地下１階

080-473-2757

フロプレステージユ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-788-2550

細野商店

上尾市中妻2-18-1

048-775-1746

北海道うまいもの館 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-856-9464

ほっかほか弁当日本亭上尾愛宕店

上尾市愛宕1-17-11

048-773-7520

先手家 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-778-8314

誠屋酒店

上尾市瓦葺2694-2

048-721-6500

マルス

上尾市南113

048-775-5243

丸武（まるたけ平方店）

上尾市上野8-1

048-726-3310

マルワコーヒー商会

上尾市上1135-1

048-771-5592

村上珈琲

上尾市小泉35-35

048-726-4343

ヤオヒロ Ａ-ＧＥＯタウン店

上尾市宮本町3-2-106

048-779-3320

ヤオヒロ 小泉店

上尾市小泉2-10-8

048-781-7675

ヤマザキショップ越後屋

上尾市上483-2

048-772-3012

やまや井戸木店

上尾市井戸木2-21-3

048-856-9930

ユナイテッドネイチャー イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-783-5701

ヨシケイ大宮 上尾営業所

上尾市小敷谷９８７－１

048-780-6000

リカー館スダ

上尾市南113

048-775-5210
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ローソン上尾井戸木二丁目店

上尾市井戸木2-14-10

048-787-8663

ローソン上尾駅東口店

上尾市宮本町3-2シティタワー上尾駅前203

048-776-2400

ローソン上尾柏座一丁目店

上尾市柏座1-10-4

048-773-5936

ローソン上尾春日二丁目店

上尾市春日2-9-3

048-774-8750

ローソン上尾栄町南店

上尾市栄町4-30

048-871-5855

ローソン上尾原市店

上尾市原市3134-1

048-722-7800

ローソン上尾平塚南店

上尾市原市1287-1

048-722-1722

ローソン上尾谷津観音前店

上尾市谷津2-2-13

048-778-7925

わくわく広場（アリオ上尾）

上尾市壱丁目367番地 アリオ上尾１F

048-778-9708

outdoor cafe 山小屋

上尾菅谷2-86-3

048-729-5814

赤から上尾駅東口店

上尾市宮本町3-16グローアル上尾 2F

048-771-2688

備長あかね屋

上尾市谷津2-1-50-10モンシェリー2号館1F

048-775-2677

アガリコ餃子楼上尾店

上尾市仲町1-7-23サンシャイン43ビル1F

048-708-2973

あげおのかくれ庵 喜いち郎

上尾市中妻3-12-13

048-774-7818

上尾飯店

上尾市仲町1-12-2

048-773-3402

アジアンダイニング ニューデリ

上尾市地頭方401-1

048-725-7778

味衛門

上尾市原市３２０６－３

048-723-1910

あたご亭

上尾市壱丁目346-12壱丁目ビル103

048-725-4560

アルティジャーニ

上尾市宮本町6-20

048-771-0821

安楽亭上尾緑丘店

上尾市緑丘3-7-20

048-776-7329

安楽亭上尾中妻店

上尾市中妻1-15-4

048-772-9253

安楽亭上尾向山店

上尾市向山1-27-7

048-781-9769

居酒屋 照

上尾市小敷谷701-15

048-781-2282

居酒屋かず坊

上尾市本町1-10-4戸枝アパート103

080-568-3149

居酒屋喜多味

上尾市上1425-8

048-771-8992

居酒屋みさを

上尾市小敷谷854-11

048-781-8911

石挽手打そば わかお

上尾市小敷谷331-3

048-725-3367

Italian kitchen VANSAN イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-782-6023

イタリヤ食堂パステル(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階レストラン街

048-780-0087

一番鶏上尾駅前店

上尾市谷津2-1-50-35

048-779-0777

創作料理 一夢

上尾市小泉1-3-12

048-781-4554

一凛珈琲 上尾店

上尾市東町2-10-26

048-775-1173

いつものごはんひな

上尾市谷津2-1-50-15カジカワビル3階

イルモンドピッコロ

上尾市宮本町10－24

048-796-5668

いわき家釜めし茶屋

上尾市中分2-252

048-783-8000

飲食業
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割烹魚清

上尾市宮本町13-9

048-773-2005

うなぎのまるます家

上尾市小敷谷880

048-725-1324

うなぎのまるます家 アリコベール店

上尾市宮本町1-1アリコベールデパート館

048-775-2260

うなぎ藤波

上尾市谷津2-1-50-41

048-773-3656

うなぎ松本

上尾市原市3708-7

048-723-2471

縁～えにし～

上尾市柏座2-13-10

048-782-4250

恵比寿亭

上尾市上町1-5-19

048-771-0138

おいしいハーブティーとスープのお店 葉の園

上尾市愛宕1-2-9愛宕壱番館１０２

050-553-8502

レストラン扇屋

上尾市上町1-3-23

048-772-2250

味蔵小川

上尾市宮本町9-20

048-729-7345

Osteria Leale

上尾市上町1-1-4 小澤ビル1階

048-783-5180

お多福

上尾市谷津２－１－５０－１０上尾モンシェリー2号館1階

048-871-7608

ガーデンラーラ上尾店

上尾市壱丁目30-2

048-781-1344

回転寿司 海鮮三崎港(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階レストラン街

048-782-5830

カウアイダイナー＆フードボートカフェ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-871-8819

鍛冶屋文蔵 上尾東口店

上尾市柏座1-1-21

048-775-4671

柏座の盛

上尾市柏座3-10-15中村ビル101

048-628-5970

柏寿司

上尾市今泉1-27-5

048-781-2266

がってん食堂大島屋上尾店

上尾市春日2-11-2

048-778-2188

がってん寿司上尾店

上尾市緑丘2-2-2

048-777-1818

かつ敏上尾店

上尾市春日2－3－7

048-776-6661

cafe lautomne

上尾市瓦葺1855－4

048-721-0235

Cafe Dining 529

上尾市平方505

048-871-8529

カフェ・ド・グランベル

上尾市宮本町４－２

048-772-9292

カフェ･ド･クリエ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-782-8895

カフェ・ド・フォーレ

上尾市宮本町1-1アリコベールデパート館2F

048-775-5199

カプチーナ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ５階

048-776-2879

亀井鮨

上尾市谷津1-1-10

048-771-5221

カレーハウスCoCo壱番屋 上尾駅西口店

上尾市谷津2-1-50-1 樽見ビル1F

048-777-2948

かわたや

上尾市瓦葺543-1

048-722-8680

韓国料理味楽家

上尾市柏座1-10-3

048-780-2958

韓丼 北上尾店

上尾市浅間台2-10-3

048-657-8950

たべどころ絆

上尾市上町1-5-7

048-774-8891

キッチンとまと

上尾市宮本町9-1

048-776-5530

餃子の王将(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階レストラン街

048-726-6831

京料理 善

上尾市柏座1-10-3-84メゾンドアゲオ1F

048-776-6002
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空海厨房 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-778-9978

串焼和創ちょっ蔵

上尾市仲町1-1-6

048-778-9488

楠木亭

上尾市谷津1-982-1エステートビル3階

048-776-5585

coffee salon&nail TICO

上尾市柏座2-10-8ハイツフォーチュン1FA

048-716-4437

五穀 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-871-8913

COST

上尾市谷津2-4-1

048-778-1705

コッペ

上尾市愛宕3丁目25－4

048-729-4813

ごはん屋さん

上尾市宮本町13-9

070-645-7134

コミュニティスペース＆ギャラリー山本屋又右衛門

上尾市原市737

048-723-3901

サーティワンアイスクリーム(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-729-6431

サーティワンアイスクリーム イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-782-4431

サカナバルエイト

上尾市上町1-4-17

048-770-0888

さかなや

上尾市谷津2-4-50斎藤忠ビル B1F

048-779-3978

さくら

上尾市向山2-17-6

048-726-3296

酒と魚 基

上尾市宮本町9-1

048-773-6880

雑魚や 上尾店

上尾市谷津2-1-50-34 ワカオビル2F

048-788-3993

サヤンバリ

上尾市谷津2-4-9-1Cショコラハイツ

080-540-6100

三合屋

上尾市谷津2-1-50-1 樽見ビルB1

048-783-3539

サンマルクカフェ ショーサンプラザ店

上尾市谷津2-1-1 １階

048-779-1309

塩ホルモン三島まるたか上尾店

上尾市柏座2-10-3シオンハイム101

048-782-7289

七輪房上尾春日店

上尾市春日2-10-27

048-776-3553

信濃路

上尾市原市3167-1

048-721-3232

忍家上尾駅東口店

上尾市仲町1丁目7－23サンシャイン43 1F

048-771-1401

上海亭

上尾市谷津2-1-37フジビル1F

048-699-1218

Chouette

上尾市上１０４３－２０

048-773-3734

酒食処ふらここ

上尾市谷津2-5-19小川ビル一階

048-778-9205

パン工房 Schnecke（シュネッケ）

上尾市上尾村1236-2

048-777-6577

笑福

上尾市柏座1-13-3

048-772-4956

焼肉じろべ

上尾市仲町1-7-23 サンシャイン43

048-772-8989

深山うどん

上尾市上303-4深山ビル

048-775-3934

食事処新道

上尾市畔吉288-1

048-725-4644

辛麺屋×手羽先番長 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-729-8238

鮨あずま

上尾市原市1179－3

048-722-9285

鮨茶懐石ほまれ

上尾市中分1-1-14

048-781-8101

寿司長

上尾市川155-8

048-726-4441
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鮨処わさび

上尾市仲町1-7-8第二樋口ビル１Ｆ-C

048-779-8306

スターバックスコーヒー イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-788-4150

ステーキのくいしんぼ上尾アリコベール店

上尾市宮本町1-1 アリコベールデパート１F

048-776-0840

SUTTENDO COFFEE

上尾市中妻1-16-8

048-856-9116

砂場

上尾市春日1-29-5

048-774-7688

炭火ホルモンしげ

上尾市中妻1-10-1アメニティ北上尾

048-778-0234

炭火焼肉朴乃店

上尾市向山2-18-3

048-725-1234

創作居酒屋心の声

上尾市上町1-5-5 青木ビル

048-729-5836

そば処長岡屋

上尾市浅間台3-4-6

048-775-8382

cafe+space SOLARIS

上尾市仲町2-6-12 1F

048-771-2070

ターリー屋(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階レストラン街

048-871-8850

鯛塩そば 灯花 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-778-9744

大衆居酒屋 弁天

上尾市宮本町14-2サイカビル102

080-301-3073

第2ぷちとまと（ぷちとまとアートカフェ）

上尾市南13番地３

048-788-2692

ダイニングバーCREW

上尾市仲町1-7-8第二樋口ビル1-B

048-779-0045

台湾料理嘉宴楼

上尾市大谷本郷704-1

048-782-5708

高倉町珈琲 上尾店

上尾市緑丘3-47-6

048-778-7024

瀧乃家

上尾市本町3-4-13

048-775-3019

たこ顔上尾店

上尾市須ケ谷1-240

048-777-1949

旬魚旬菜多多TADA

上尾市柏座1-12-3

048-771-0851

田中家料理店

上尾市愛宕1-28-20

048-775-3112

タリーズコーヒー(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-780-1188

季節料理 太郎

上尾市谷津2-1-50-33 ほまれ会館

048-775-4636

中華ひろの

上尾市本町5-18-29

048-774-1871

中華料理 馬場

上尾市柏座1-11-5

048-771-8715

中華料理宝来

上尾市本町2-2-8

048-772-0564

築地 銀だこ(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-780-0122

築地食堂源ちゃん アリオ上尾店

上尾市壱丁目367 アリオ上尾1階

048-782-4069

築地銀だこ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-783-3554

つくし亭

上尾市畔吉818-4

048-726-8833

つけ麺 豚丼 徳(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-783-5770

上尾で和食つむぐ

上尾市春日1-1-5クレベールハイツ101

048-715-0923

手打ちうどんなすび

上尾市柏座2-4-32

048-773-4919

TEPPPAN翔

上尾市西門前288-1市場内

048-778-7803

天笠

上尾市柏座1-2-3アゼリアシティ上尾1-102

048-771-6816

東京餃子軒 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-782-6616
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飲食業

徳樹庵上尾店

上尾市市川221-1

048-729-5802

ドッカル

上尾市泉台2-18-23

048-786-2230

ドトールコーヒーショップ(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-729-6500

ドトールコーヒーショップ アゲオPAPA店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 １階

048-778-0800

トラットリア ラ・ヴィータ

上尾市柏座1-12-2柏座ビル2階

048-777-6775

鶏ジロー上尾店

上尾市柏座２-4-5

048-778-5100

鳥八

上尾市柏座2-3-29円山ビル一階

048-777-1888

とんかつ かつ良(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-782-9628

とんかつ日和 アリオ上尾店

上尾市壱丁目367アリオ1階

048-871-7395

とんかつ三笠

上尾市中新井527-10中新井527-10

048-726-3822

とんかつ和幸 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-856-9988

どんどん上尾店

上尾市緑丘4-8-1

048-778-1129

肉問屋肉丸商店 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-871-8665

日本料理よしの

上尾市瓦葺1157-2

048-721-0239

娘娘井戸木店

上尾市井戸木1-18-6井戸木レジデンス102

048-774-5314

呑喰処まつや

上尾市本町1-10-5

048-788-2928

バーガーキング イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-788-1504

パスタマンジャーレZaZa 上尾店

上尾市緑丘３-４-９

048-778-6662

かふぇれす花小紋

上尾市二ツ宮750上尾文化センタ－１F

048-774-0053

旬彩花藤

上尾市宮本町8-2

048-775-8383

はなまるうどん(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-780-0870

日高屋 上尾西口店

上尾市谷津2-123-18

048-770-2125

日高屋 上尾PAPA店

上尾市緑丘3-3-11PAPA上尾ショッピングアヴェニュー内

048-774-3285

日高屋 イーサイト上尾店

上尾市柏座1-1-18上尾駅構内4Ｆ

048-773-1161

Bic Kitchen

上尾市中妻1-3-9

048-729-7853

Piccolo Coraggio

上尾市柏座2-4-5もりくま7ビルA 1F

048-708-2789

酒肴ひで坊

上尾市仲町1-7-23サンシャインビル43-1F

048-772-2838

ひとみ寿司

上尾市中妻5-20-3

048-774-9295

ホームベーカリーピノ

上尾市中妻1-2-15

048-773-1077

ビバーチェ

上尾市原市1353-7

048-777-6100

100時間カレー EXPRESS イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-788-4174

藤倉食堂

上尾市壱丁目415-1

048-781-3674

プラス・イレヴン

上尾市仲町1-2-15吉沢ビル1階

048-788-3996

イタリアンスタイルバールフレスコカフェ

上尾市柏座2-4-4 コウトクエンタープライズビル

048-771-7100

Braise Aida

上尾市向山１-１-１

048-657-8803

文楽 東蔵

上尾市上町2-5-5

048-779-3100
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商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)

ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
店舗名

列2
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店舗住所
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
飲食業

ベントマン 西上尾団地前店

上尾市小敷谷７０９－１クレストヴィラヒヨシ １F

048-726-3015

鳳春

上尾市宮本町14-16ＢＮスクエアマンション104

048-772-4996

ホルモンほるちゃん

上尾市谷津2-4-5バーディービル105

048-871-6631

まいこカフェ

上尾市柏座3-10-10富士見ビルC-102

048-729-5639

まえ沢亭

上尾市上70-1

048-777-4129

マクドナルド(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-726-6882

マクドナルド イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-729-8420

鮪市場(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-856-9950

松美家

上尾市上23-7

048-772-5531

丸亀製麺 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-775-3533

マルセイ居酒屋さとし

上尾市仲町1-3-6オーチャード101

048-772-7987

まんぷく家 利久

上尾市愛宕3-16-5

090-967-9535

Mrカレー北海道（アリオ上尾）

上尾市壱丁目367番地 アリオ上尾2F

048-788-4311

ミスタードーナツ(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-729-6384

ミスタードーナツ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ １階

048-773-6556

ラーメン工房みそ伝

上尾市地頭方406-3

048-726-5151

大衆割烹居酒屋みてろや

上尾市柏座1-12-5

048-775-4476

緑寿し

上尾市緑丘1-9-2

048-776-1741

みながわ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ５階

048-777-0737

港屋珈琲 北上尾店

上尾市緑丘3-4-29

048-782-4048

南インドダイニング マドラススパイス東京 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-782-7077

宮崎ステーキハウス霧峰 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-871-5729

宮本SHINGEN

上尾市仲町1-7-23

048-776-9898

メロディー

上尾市栄町5-30

048-774-6846

麺処直久(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-782-4470

麺屋冽上尾

上尾市宮本町14-16

048-708-8263

麺楽屋

上尾市中妻2-13-23

048-772-4323

食卓の庭 もぐもぐ

上尾市本町3-1（上尾市役所庁舎内）

048-775-8893

基別邸 古楽庵

上尾市平方領々家70-1

048-677-3335

MOMI＆TOY'S(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-782-5539

レストラン桃太楼

上尾市宮本町11-13

048-775-4699

やきとり市場

上尾市本町1-10-6

048-778-2911

やきとりの扇屋上尾井戸木店

上尾市井戸木2-15-8

048-789-2070

山田鶏屋

上尾市宮本町6-4

048-783-2919

中国料理悠斎

上尾市宮本町10-24

048-657-8540

レストラン ゆずの木

上尾市谷津2-1-50-17

048-772-7703
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
飲食業

洋食酒場ペネロペ

上尾市柏座1-1-30

048-871-9400

よかろう家

上尾市谷津2-1-50-7フジナミビル2F

048-777-5222

中華そばよしかわ

上尾市南97-5

048-856-9747

よしなり ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ５階

048-773-6993

ラーラ上尾店

上尾市谷津2-1-50小池ビル1F

048-774-2108

ラッキーバード

上尾市平塚1061-6

048-773-4876

イタリアンレストラン ラ・プリマ

上尾市浅間台4-14-26

048-774-7141

ラムじいさんのインドカレー

上尾市谷津小川ターキービル101

048-774-1600

利久庵

上尾市上1382-6

048-772-2830

リンガーハット(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階フードコート

048-780-0800

リンガーハット イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-776-9866

RUCHI PAPA店

上尾市緑丘3-3-11-1プリンス棟 1階

048-777-5121

レストランゆーらっぷ

上尾市柏座1-10-10 D館1階

048-772-2330

レストランルサンティモン

上尾市小敷谷1183-8

048-627-2130

Raw food Style Joyeux

上尾市上1212-8

048-741-2513

わいず上尾店

上尾市小泉1-10-4

048-725-1177

和可奈寿司

上尾市本町4-1-31弥作ビル1F

048-777-2185

旬鮮和さび

上尾市谷津2-4-5小川第一ビル104号

048-783-3601

酒楽菜魚和食えん

上尾市愛宕1-17-4

048-777-3401

ワンポイント

上尾市中妻4-2-7

048-773-5353

アーク

上尾市仲町1-7-27アークエムビル3F

048-771-0400

earth music&ecology イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-729-6411

i clock.(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階

048-726-7031

アイメガネ上尾東口駅前店

上尾市宮本町4-18 原島ビル1F

048-773-0001

AOKI上尾上町店

上尾市上町2-15-18

048-771-0588

アオキ 北上尾店

上尾市中妻3-4-6

048-777-0888

上尾コンタクト

上尾市上町1-1-15 市川ビル2F

048-776-2218

Athream イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-783-3002

アメリカンホリック イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-782-7899

新井屋呉服店

上尾市仲町1-6-7

048-775-0009

いせや洋品店

上尾市本町3-5-19

048-774-5480

エースコンタクト ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ４階

048-779-5000

ABC-MART(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階

048-780-1192

エブリディゴールドラッシュＰＡＰＡ上尾店

上尾市緑ヶ丘3-3-11-2ＰＡＰＡ上尾ショッピングアベニュープリンセス棟２Ｆ

048-729-5423

M2 by Sensounico ショーサンプラザ店

上尾市谷津2-1-1 １階

048-776-8915

服装飾品販売
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商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)

ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
店舗名
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令和３年１月２８日 現在
店舗住所
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
服装飾品販売

Cabernet イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-788-3058

京染乃長島

上尾市愛宕1-27-32

048-771-5443

KIRAT(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-780-0075

銀座山形屋 上尾店

上尾市中妻5-12-2

048-770-1969

グラニフ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-729-7305

GRAN SAC'S(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-780-0073

Green Parks topic(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-783-8007

Crazy Dance ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ２階

048-788-3750

クロスサイト ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ １階

048-773-8700

さいとうめがね

上尾市緑丘2-1-1 宏和ビル101

048-708-3009

さが美 ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ２階

048-770-1666

THE CLOCK HOUSE ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ２階

048-776-2895

サックスバー イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-788-4322

SM2 keittio イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-778-9000

サロン・ド・モリ コルディア店

上尾市谷津2-1-50-9上尾モンシェリー3号館

048-773-5155

サロン・ド・モリ 本店

上尾市宮本町10-1モリビル2F

048-775-5199

G・F・C ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ２階

048-770-1254

JEANS MATE(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階

048-780-1011

ファッションセンターしまむら上尾本町店

上尾市本町5-10-1

048-770-1074

ファッションセンターしまむら井戸木店

上尾市井戸木2-21-4

048-789-1003

ファッションセンターしまむら西上尾店

上尾市中分1-10-1

048-780-1016

シュープラザ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ３階

048-779-0335

ジュエリーツツミ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-788-4388

スーツ＆スーツ 北上尾店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 ２階

048-774-4420

STUDIO J(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-871-7273

Salem Shoe Store

上尾市上町1-5-15ルミネンス上尾104

070-536-9403

Zoff(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階

048-726-6866

Zoff イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-782-6544

タイムステーションNEO イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-777-1919

タカハシ上尾店

上尾市春日1-1816

048-779-3711

T.T-shirt

上尾市小敷谷845-1西上尾第一団地1-36-503 048-771-6349

tiptop+pocket イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-778-8128

東京スターメガネ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ４階

048-775-7277

東京古着 ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ３階

048-728-6960

DoCLASSE イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

012-003-3098

drug store's SHOP イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-788-4207
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
服装飾品販売

直江商店化粧品のなおえ

上尾市宮本町1-1

048-771-0651

中屋商店

上尾市平方2108

048-725-2027

NABO イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

080-811-8000

ハートアップ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-788-4169

ブティックパサージュ

上尾市仲町1-12-2

048-775-7588

HusHusH(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-782-8739

Honeys(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-782-4445

ハニーズ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ２階

048-778-2777

ハニーズ PAPA上尾店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 １階

048-779-5750

BANKAN(アリオ上尾)

上尾市壱丁目369 アリオ上尾店2階

048-783-8900

BZB ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ １階

048-772-8230

heal me イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-778-7301

FORTE ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ １階

048-772-2085

フォレストハート イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-729-5898

ふじや商事

上尾市谷津2-1-50-26

048-773-2327

Petit Pas イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-657-8911

ベリテ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ １階

048-776-2816

BELLUNA(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階

048-780-0088

帽子工房 イフティアート イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-871-6766

帽子屋Flava(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-717-8971

POLA THE BEAUTY 上尾店

上尾市谷津2丁目1-50--9モンシェリー3号館

048-776-3966

POLA THE BEAUTY イオンモール上尾店

上尾市愛宕3丁目8-1イオンモール上尾店

048-780-2011

ポーラザビューティーPAPA上尾店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 ２階

048-773-3445

ボナスパジオ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ １階

048-729-7342

VOYAGE

上尾市中妻1-9-10アーバンレジーナA-101

048-776-3911

Meets Answer イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-788-1990

美吉宝飾

上尾市平塚1-27

048-775-5225

武蔵屋遥館

上尾市向山4-17-7

048-781-9988

眼鏡市場(アリオ上尾)

上尾市壱丁目368 アリオ上尾店1階

048-780-0811

メガネスーパー 上尾中央総合病院前店

上尾市柏座1-13-7

048-774-8558

メガネのパリミキ北上尾店

上尾市中妻2-2-3

048-772-7135

メガネ・補聴器のミラール上尾店

上尾市谷津２－１－５０

048-774-8668

洋服の青山 上尾店

上尾市緑丘3-5-43

048-772-3303

横田メガネ

上尾市宮本町1-1丸広デパート３階

048-771-6522

LUCA イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-778-8908

めがねと補聴器のLOOKマツエ

上尾市谷津2-1-50-9 モンシェリー3号館1F

048-776-2809

15／28

商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)

ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
服装飾品販売

レヴ PAPA店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 ２階

048-775-7115

LEVITATE Powered by On イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-657-8068

和真メガネ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-783-4988

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-783-5092
和の美おぐら
048-783-5292
風のスタジオ

アイシティ(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階

048-780-0071

あいふれんど上尾店

上尾市柏座１－１２－２

048-776-0355

秋山電気

上尾市今泉6-1

048-781-4657

上尾家電

上尾市愛宕1-28-22

048-771-6888

上尾サイクルオート

上尾市今泉495-4

048-781-1049

上尾自動車工業

上尾市小敷谷724

048-725-2222

上尾三菱自動車販売

上尾市上1778

048-774-6050

アサヒ電化

上尾市錦町33-12

048-771-4368

足立屋薬局

上尾市上町1-2-33

048-771-0040

あとりえatom

上尾市五番町24-16

090-808-7868

有田のうつわ ギャラリー深海

上尾市泉台1-1-1

048-776-5460

イオンバイク イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-770-5880

イオンバイク 北上尾PAPA店

上尾市緑丘3-3-11-1プリンス棟 1階

048-776-0332

石井薬舗原市店

上尾市原市1048-3

048-721-0617

イシイ薬局

上尾市原市2381-43

048-720-1706

いしい薬局

上尾市原市431-4

048-724-1111

石川屋

上尾市地頭方４０８−２２

048-725-1626

イハシエネルギーセルフ上尾須ヶ谷

上尾市須ヶ谷3-73

048-779-2333

イルーシー300 ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ２階

048-778-5900

ウエルシア上尾東薬局

上尾市東町2-8-7

048-770-2378

ウエルシア上尾大谷本郷店

上尾市大谷本郷735-3

048-780-6033

ウエルシア上尾上店

上尾市上85-1

048-778-1788

ウエルシア上尾栄薬局

上尾市栄町1-7

048-772-1059

ウエルシア上尾原市店

上尾市原市1-12

048-724-3011

ウエルシア薬局上尾柏座店

上尾市柏座2-6-2

048-779-5235

ウエルシア薬局上尾春日店

上尾市春日1-48-2

048-778-3755

ウエルシア薬局上尾弁財店

上尾市弁財2-4-1

048-779-6220

ウエルシア薬局上尾本町店

上尾市本町5-10-26

048-776-0438

Woody-One

上尾市平塚2-11

048-777-4416

和の美おぐら×風のスタジオ イオンモール上尾店

生活関連品販売
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商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)

ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
店舗名

列2
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
生活関連品販売

オーダーメイド枕「いやしやしの木整体院」

上尾市壱丁目４０２－４岡野ハイツ１０１号

048-782-4414

岡島電気

上尾市愛宕1-16-26シェブロンヒルズA202

048-771-6545

岡田寝具店

上尾市仲町1-7-14

048-771-0333

尾山台サイクルセンター

上尾市瓦葺2670-54

048-722-7364

カーテン・じゅうたん王国 PAPA上尾店

上尾市緑丘3-3-11-1プリンス棟 1階

048-777-6777

カーポートマルゼン埼玉本店

上尾市日の出1-13-11

048-770-5555

かすが薬局

上尾市春日2-24-1

048-773-9730

粕谷自動車

上尾市壱丁目467

048-781-2240

金子陶器

上尾市仲町1-8-28

048-771-0212

金塚屋

上尾市平方1687

048-725-2032

上妻電気商会

上尾市本町2-12-2

048-771-0169

柄屋

上尾市平方520

048-725-2047

キク薬局

上尾市瓦葺2716尾山台団地4-5-104

048-721-0982

木部薬局

上尾市宮本町2-1アリコベール上尾サロン館1階

048-771-0223

キベ薬局 ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ １階

048-776-1543

バラエティー雑貨のキューズ

上尾市宮本町1-1アリコベールデパート館1Ｆ

048-774-6464

京屋商店

上尾市仲町1-5-10

048-771-0179

クスリオオノ

上尾市錦町33-1

048-774-1305

手作りのお店くるくる

上尾市向山21-9

048-725-7879

くるみ薬局

上尾市壱丁目466-3

048-782-0017

コアラコンタクト（おが・おおぐし眼科）

上尾市緑が丘1-6-1

048-776-7445

コーヨー

上尾市中妻3-10-1

048-775-7878

サイクルベースあさひ北上尾店

上尾市春日1-34-6

048-770-6360

サイクルメイトおかだ

上尾市大字平方領々家2-1

048-725-1847

さくら平安堂 ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ １階

048-775-4385

サトウ薬局

上尾市本町4-10-41

048-774-3945

サンドラッグ上尾春日店

上尾市春日1-18-16

048-779-3201

サンドラッグ小敷谷店

上尾市小敷谷793-1

048-783-1722

サンドラッグ二ツ宮店

上尾市二ツ宮927-1

048-779-2481

三興石油

上尾市栄町5-28

048-771-5525

サルズヒルズ

上尾市緑丘3-3-11-1プリンス棟 1階

048-778-2888

自転車のさいとう商店

上尾市小泉4-63

048-725-1717

じぶんまくら イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-788-4345

清水商会

上尾市小敷谷760

048-725-1798

SUGAR POP イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

070-652-6033
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商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)

ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
店舗名
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令和３年１月２８日 現在
店舗住所

列3
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
生活関連品販売

スギ薬局上尾春日店

上尾市春日1-34-30

048-778-1931

スギ薬局上尾上店

上尾市大字上850

048-778-0099

スギ薬局上尾小泉店

上尾市小泉2-2-9

048-726-8291

スギ薬局上尾地頭方店

上尾市大字地頭方４１６番地1

048-783-4188

スギ薬局上尾平塚店

上尾市平塚2518-1

048-778-8942

スギ薬局井戸木店

上尾市井戸木2-38-4

048-787-2909

スギ薬局上町二丁目店

上尾市上町2-3-1

048-777-6025

スギ薬局中妻店

上尾市中妻3-11-19

048-776-3590

スギ薬局丸広上尾店

上尾市宮本町1-1丸広上尾店一階

048-871-9252

鈴木薬局上尾冨士見店

上尾市富士見2-20-1

048-856-9311

鈴木薬局上尾本町店

上尾市本町5-13-27

048-773-1519

鈴木薬局北上尾店

上尾市上平中央1-18-15

048-782-4971

鈴木薬局第一団地店

上尾市小敷谷845-1

048-726-2234

鈴木薬局平方店

上尾市平方4277-10

048-780-2127

スマプラ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-856-9153

THREEPPY 300 and Happy イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

070-757-5442

成光堂薬局

上尾市仲町1-7-9

048-771-0451

ドラッグセイムス 上尾井戸木店

上尾市井戸木2-15-1

048-871-6950

ドラッグセイムス 上尾原市店

上尾市原市3726-1

048-723-6110

ドラッグセイムス 上尾本町店

上尾市東町1-10-1

048-776-8310

ドラッグセイムス エージオ・タウン店

上尾市宮本町3-2Ａ−ＧＥＯタウン105号

048-778-1531

ドラッグセイムス 北上尾東口店

上尾市原新町18-14

048-778-0561

セオサイクル上尾店

上尾市春日2-12-4

048-772-9161

世界の家具オキノ

上尾市東町2-4-2

048-777-5021

ドラッグストアセキ上尾川店

上尾市川284-3

048-780-3300

ドラッグストアセキ柏座店

上尾市柏座4-6-14

048-778-0820

ドラッグストアセキ小泉店

上尾市小泉4-18-9

048-780-7700

ドラッグストアセキ沼南店

上尾市原市北1-1-1

048-720-1550

ドラッグストアセキ西門前店

上尾市西門前330-1

048-778-2300

セキ薬局柏座店

上尾市柏座4-6-14

048-778-0822

セキ薬局瓦葺店

上尾市瓦葺2671-8

048-720-0300

Seria イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-729-5670

ダイソー ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ４階

048-776-8317

タイヤ館上尾

上尾市壱丁目402-17

048-726-7870

タイヤ館上尾平塚店

上尾市平塚２１６７

048-778-1121

タカキュー イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-788-4163
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たかはし薬局

上尾市向山595

048-726-6727

たぐちでんき

上尾市地頭方395-1

048-725-1914

田﨑電気商会

上尾市上尾村1216-2

048-773-6570

たざわエレクトロハウス

上尾市上町2-3-12

048-771-6252

種屋

上尾市仲町1-6-6

048-771-0164

CHELSEA New York イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-778-8809

ツミタ家電上尾第一店

上尾市小敷谷880-108

048-725-2226

でんきち上尾店

上尾市中妻2-1-1

048-779-5371

ドクターエア イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-782-7139

トヨタカローラ埼玉 上尾中妻店

上尾市中妻2-2-6

048-771-2011

トヨタカローラ埼玉上尾本店

上尾市日の出3-2-28

048-775-8811

トヨタカローラ埼玉 US上尾

上尾市日の出1-9-9

048-772-0753

トヨタカローラ埼玉 US上尾西

上尾市中妻2-3-1

048-775-7391

Purse イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-782-6693

バイシクルセオ 上尾イースト店

上尾市宮本町14-17

048-729-5789

HITEＸ西上尾

上尾市小敷谷862-7

048-725-1738

橋本屋 上尾店

上尾市春日２－１２－１７

048-776-7760

畠山電器

上尾市今泉365-55

048-781-0262

パッケージプラザ ケーホープ

上尾市上179-1

048-774-2022

パナハートクロス

上尾市錦町22-1

048-775-8051

ハンコ卸売センター上尾店

上尾市上町1-4-5ステイライズK 1F

048-778-2206

ハンプティーダンプティー ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ３階

048-783-5038

日吉薬局

上尾市小敷谷282-1

048-725-5581

フォルクスワーゲン上尾

上尾市緑丘4-4-7

048-778-7777

藤波商店

上尾市谷津2-2-24

048-771-0263

フジミサイクル東口本町店

上尾市本町4-1-31

048-775-6457

ふとん工房 おかだ

上尾市原市北1-25-38

048-722-3075

ブルーブルーエ ショーサンプラザ店

上尾市谷津2-1-1 １階

048-776-0776

ベル・エポック

上尾市宮本町4-12

048-777-4017

Honda Cars 上尾東 県南ホンダ販売

上尾市二ツ宮１１２６

048-771-1591

MEYER イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-871-8893

マインド

上尾市原市3057

048-720-0111

前島寝具店

上尾市上72

048-771-1302

マツモトキヨシ 上尾小泉店

上尾市小泉1-10-8

048-780-3031

マツモトキヨシ 上尾ショーサン通り店

上尾市谷津2-1-25

048-779-2271

マツモトキヨシ 上尾井戸木店

上尾市井戸木1-5

048-772-3271
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みさかサイクル

上尾市上町1-3-21

048-775-3275

ミスミ

上尾市上町2-2-19

048-771-0374

Miramart イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-782-6600

目黒商店

上尾市平方2091

048-725-2025

森川商店

上尾市上182-2メゾン北上尾105

モリモト電機

上尾市向山3-51-5

048-781-1151

谷津サイクル

上尾市谷津2-2-4

048-771-6631

やまや上尾店

上尾市本町6-4-5

048-778-2105

よこづかコンタクト

上尾市久保457-8

048-779-2300

吉川屋酒店

上尾市愛宕1-2-10

048-771-0168

読売センター上尾中央

上尾市仲町2-11-9

048-771-0161

リカースダ PAPA店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 １階

048-774-5638

わかば薬局

上尾市中分1-12-1

048-781-0042

わかば薬局上尾駅西口店

上尾市谷津2-1-37第二フジビル1F

048-729-4886

わかば薬局上尾柏座店

上尾市柏座2-4-28エリア赤熊102号室

048-729-6991

わかば薬局上尾原市店

上尾市原市2246-2

048-722-2188

ワンズテラス イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-788-4161

上尾松島堂東口店

上尾市宮本町11-13

048-776-3210

浅子花店

上尾市柏座1-2-3アゼリアシティー1-101

048-771-0315

旭屋書店(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-726-6803

大塚

上尾市緑丘2-5-6

048-773-1234

岡田絵具店

上尾市上町1-4-2

048-771-0568

小川カメラ店

上尾市上町1-2-37

048-771-6813

桶フリークス

上尾市本町3丁目11-7

048-777-7238

光雲堂 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-933-1051

小春日和

上尾市壱丁目402-4岡野ハイツ102号

048-672-6880

ゴルフパートナー上尾小泉店

上尾市小泉1-21-1

048-780-6671

三協堂書店

上尾市宮本町5-18

048-771-0167

Shooting Stars'

上尾市緑丘1-1-48

048-771-6783

手芸の丸十 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-782-5369

スクールショップヨコヤマ

上尾市小敷谷604-22

048-725-1330

高砂屋書店上尾店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 ２階

048-772-1773

タワーレコード(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階

048-780-6161

BACK FLOWER

上尾市浅間台1-20-7

048-729-6243

花のフルール ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ １階

048-776-2872

文化品等販売
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商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)

ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
店舗名

列2

令和３年１月２８日 現在
店舗住所

列3

列5

店舗電話番号

＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
文化品等販売

花のモナミ

上尾市宮本町1-1アリコベールデパート館1階

048-773-8210

はんこ広場上尾東口店

上尾市宮本町9-8村田ビル102

048-778-1785

ブックマルシェ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ４階

048-778-5507

フラワーハウスOAK

上尾市本町6-5-21

048-772-3559

文栄堂

上尾市上町1-1-6

048-771-5764

文教社

上尾市瓦葺548-4

048-722-0033

ぶんぐまる上尾店

上尾市二ツ宮822

048-871-5632

PET DESIGN natural care(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-779-8111

ペットプラザローナ

上尾市今泉221-5

048-726-2537

PETEMO イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-783-3761

望月印判店

上尾市緑丘5-18-1

048-771-0515

山野楽器 イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-777-1203

横田運動具店

上尾市宮本町6-6

048-773-3939

RUDOLPH

上尾市栄町4-30-2

048-729-6891

ロフト(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-780-6210

Ash北上尾店

上尾市緑丘3-3-11-2 PAPAプリンセス棟1F

048-776-6688

ALPHA NAILS

上尾市宮本町4-16

048-774-7800

石川美容院

上尾市宮本町9-4

048-771-0124

うさちゃんクリーニング上尾店

上尾市上尾村1217-2

048-774-3016

Esthetic Room Progres

上尾市仲町1-7-26Kousei Bldg2F

048-788-3783

おしゃれサロンわたなべ

上尾市平方4281-4

048-781-6582

ガーデン 北上尾PAPA店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 １階

048-871-6755

カズス

上尾市小泉2-1-3

048-725-4196

カット倶楽部髪風

上尾市緑丘2-4-2

048-774-1939

カットスタジオLAYLA

上尾市川259-2ゆりが丘ハイツ101

048-726-2886

カットハウスフリーダム

上尾市錦町1-20

048-776-3348

髪遊戯

上尾市宮本町11-13松本ビル1F

048-775-1764

COLOR LABO(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店2階

048-729-7607

カラダファクトリーPAPA上尾店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 １階

048-782-7888

黒須

上尾市瓦葺544

048-721-2164

京羊理容室

上尾市愛宕3-3-2

048-771-7038

極楽湯上尾店

上尾市上尾村500-1

048-779-2641

ゴトークリーニング イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-871-5140

コンフォート・イズミ

上尾市川289-68サニーハイツ101

048-781-4751

サロンド久美

上尾市平塚2161-5

048-774-8605

環境衛生サービス
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商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)

ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
店舗名

列2

令和３年１月２８日 現在
店舗住所

列3
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
環境衛生サービス

サロン・ド・ボヌール ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ２階

048-774-6871

セレネ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ５階

048-777-1515

センター薬局

上尾市小敷谷77-1西上尾第二団地3-3-101

048-725-1438

チャーミークリーニング(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-726-6863

CHURA TREAT

上尾市谷津2-1-36 武蔵野ビル

048-770-5075

CHURA Rinarta

上尾市谷津2-1-50-9 上尾モンシェリー2F

048-780-2450

CHURA Loop

上尾市上町1-1-11 KTビル1F

048-776-4050

中山整体院

上尾市谷津2-1-50-29千代本西口2F

048-772-2898

日本屋

上尾市仲町1-9-18

048-771-0114

お庭のお手入れ専門店ニワナショナル

上尾市緑丘1-1-46

048-778-8208

nailsalon chou chou

上尾市宮本町14-18

048-773-7272

のり美容室

上尾市本町5-7-9

048-771-6923

Non's＆Garden ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ５階

048-871-5444

バーバー星

上尾市小泉2-1-5

048-781-1668

パステル21 川店

上尾市川2-3-14

048-726-8868

パステル21 春日店

上尾市春日1-34-29

048-776-3977

パステル21 上町店

上尾市上町2-3-20

048-776-7613

パステル21 小泉店

上尾市小泉2-9-4

048-726-8648

パステル21 二ツ宮店

上尾市二ツ宮955-1

048-773-8852

天然温泉 花咲の湯

上尾市原市570

048-723-3726

日之出商会本町店

上尾市本町2-13-8

048-771-5188

日之出商会本店

上尾市上37-60

048-771-2972

上尾天然温泉 日々喜の湯

上尾市中分2-180-1

048-780-0026

美容室あいうえお

上尾市柏座2-3-29

048-774-6816

美容室イレブンカット イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階

048-788-4123

美容室オリーブ

上尾市南511-83

048-773-7819

美容室ティアラ

上尾市壱丁目402-6

048-781-8804

美容室ピュア

上尾市春日1-2-46

048-773-4892

美容室ヘアーウィッシュ

上尾市小敷谷53-5

048-725-5685

美容室ベーシック

上尾市柏座4-1-18

048-773-4350

フィアクレー

上尾市上町1-5-15ルミネンス上尾101

048-776-8282

Figaro

上尾市柏座1-10-3-88第2イマヒラビル202

080-920-8024

4DbyGARO上尾店

上尾市柏座2-4-28

048-774-7571

プラスワン イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-782-8202

ヘア エムウェーブ

上尾市富士見 2-18-3

048-774-3097

ヘアークラブフィニット

上尾市本町2-8-16

048-776-2339
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商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)

ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
店舗名
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店舗住所

列3
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環境衛生サービス

ヘアーサロンOLDNEW

上尾市中妻１－９－１０アーバンレジーナB101

048-775-8756

ヘアーサロンレオ

上尾市緑丘1-1-33

048-773-1766

ヘアーショップVIVI

上尾市原市1120-1

048-721-0576

HairStudio KEIZ

上尾市浅間台4-12-14

048-772-7680

ヘアカラー専門店 fufu イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-778-9989

ペガス丹頂

上尾市宮本町15-7メイクイットビル1階

048-775-7274

ホワイト急便 瓦葺店

上尾市瓦葺544

048-721-2164

ホワイト急便 PAPA店

上尾市緑丘3-3-11-2プリンセス棟 １階

090-671-1333

マカマカ

上尾市今泉221-9

048-726-8311

みやこ

上尾市仲町2-13-17

048-775-2728

メンズヘアーアップル

上尾市愛宕1-17-5

048-788-2121

谷津美容室

上尾市谷津1-10-8

048-771-0778

UNIX(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-729-6045

ラフィネ(アリオ上尾)

上尾市壱丁目370 アリオ上尾店1階

048-729-6302

ラフィネ ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ５階

048-772-3141

ラフィネ イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾1階

048-657-8507

Rivage

上尾市谷津2-1-50-9モンシェリー3号館2階

048-871-9168

リフレクソロジーと天然石のお店 舞夢

上尾市原市中1-3-8ホシマタ沼南ビルB棟３F

048-607-9300

発酵美温サロン和美茶魅

上尾市原新町25-10EXALT北上尾102

070-437-3879

Eyelashsalon SOL

上尾市中妻1-10-1アメニティ北上尾102

048-856-9702

上尾中央学舎

上尾市井戸木1-8-3

048-877-4313

上尾パン教室プレジール

上尾市柏座1-10-3-6A&Sビル301

070-556-7641

上尾ミナミボウル

上尾市緑丘1-4-5

048-773-3730

上尾洋画研究所

上尾市柏座1-4-22

048-771-7221

あたごピアノ教室

上尾市愛宕2-12-14

090-422-9954

あゆみ整骨院

上尾市愛宕3-2-10

048-729-5258

荒井写真館

上尾市宮本町14-18

048-771-0465

いろはパソコン教室

上尾市錦町38-2

048-782-7489

ウィングスイミングスクール上尾

上尾市日の出1-7-25

048-776-2181

奥隅燃料

上尾市本町6-3-7

048-771-0503

カネリョウ（上尾SS）

上尾市愛宕1-18-5

048-771-0228

カマタ・スタジオ

上尾市上町1-1-5

048-771-0448

カラダ工房NIRE

上尾市宮本町2-1アリコベールサロン館210B号

048-871-6552

北川企画

上尾市上町1-8-8-4

048-708-1801

コイデカメラ写真工房(アリオ上尾)

上尾市壱丁目367 アリオ上尾店1階

048-780-0123

その他サービス

23／28
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ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
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店舗住所
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
その他サービス

サイタマ・ユウセイ

上尾市愛宕3-11-1

048-774-6305

修理工房アップ

上尾市谷津2-1-50-10

048-771-6227

セスパ東大宮店

上尾市原市4154

048-723-0727

髙盛商事

上尾市向山1-9-7

048-725-3925

西上尾ゴルフガーデン

上尾市小敷谷407

048-726-0520

猫カフェ にゃんるーむ

上尾市上町1-373-5-2

048-783-3480

パーソナルトレーニング きづき屋

上尾市愛宕1-16-9

090-244-6317

パソコンレスキュー屋パソレス

上尾市平方4302-5

048-607-8680

平方ゴルフガーデン

上尾市平方領々家83-1

048-726-0379

ファインモータースクール上尾

上尾市平塚596-5

048-771-0279

学習塾ペガサス 伸学舎教室

上尾市今泉603-2 シャーマンコーポ1階B

048-871-7714

ペットシッターALOHA(アロハ)

上尾市中妻3ｰ15ｰ6

048-778-7040

ベルコンピューターシステム

上尾市領家１１８−８

048-783-1231

マジックミシン ショーサンプラザ 店

上尾市谷津２－１－１ 地下１階

048-776-7770

ヨークカルチャーセンター ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ５階

048-777-0440

リラクゼーションサロンBAOBAB

上尾市栄町3-5

080-331-8082

わかたけスクール

上尾市原市５６１－４

048-792-0938

パソコン教室わかるとできる上尾愛宕校

上尾市愛宕3-1-40 バリュープラザ上尾愛宕店2F

048-788-2262

アイワ工芸

上尾市今泉245

048-781-1585

梅田スクリーン印刷

上尾市上874

048-773-2491

佐藤商会

上尾市原市625-8

048-722-3636

正縁堂

上尾市泉台2-8-3

048-776-5050

ヒラノ

上尾市原市1425-110

048-775-8038

一般工業
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ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
店舗名

列2
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
土木、建設業

海老原建材工業

上尾市畔吉896-16

048-726-2178

太田工業

上尾市愛宕3-7-16

048-771-2578

大室建材

上尾市柏座4-11-16

048-771-2079

オレンジホーム企画

上尾市宮本町10-25

048-771-1117

カルミア

上尾市原市1352-1

048-778-3332

佐藤工務店

上尾市東町1-2-13

048-771-7804

正建塗装

上尾市西門前320-3

048-796-4586

伸起産業

上尾市平方3110-9

048-726-3805

大門建装

上尾市今泉1-17-7

048-781-5822

東光建設

上尾市小敷谷712-1

048-725-0707

ビルアート

上尾市本町5-6-1

048-778-3369

富士住建

上尾市原市1352-1

048-778-3310

北新建工

上尾市中新井508-4

048-781-3601

前島建設工業

上尾市上640

048-773-8419

MUKUYA

上尾市上平中央1-16-2

048-782-6988

谷島工務店

上尾市井戸木2-33-3

048-786-0364

山屋産業

上尾市本町6-11-47

048-774-4321

Ｒｅーsｔｙｌｅ

上尾市南97-13

048-783-3215

上尾ガラス工事店

上尾市畔吉60-1

048-725-4111

大久保製畳

上尾市平方1843

048-725-2106

コウサイ塗装工業

上尾市上尾下918-9

048-782-5340

小林塗装

上尾市二ツ宮904-12

048-775-5227

彩和工業

上尾平方領々家752-1

048-788-3434

日新ホームサービス

上尾市小泉906-13

048-772-2003

野本ガラス商会

上尾市東町1-2-23

048-771-6165

ハカマダ建具

上尾市上643-4

048-628-9636

ビルコ

上尾市今泉495-1

048-780-3000

宮﨑板金

上尾市平方744

048-726-0356

やちよ

上尾市上８６－１１

048-772-1510

矢部塗装

上尾市小泉6-33-18

080-509-7619

職別工事
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商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)

ガンバルあげお商品券 加盟店一覧
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店舗住所
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店舗電話番号

＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
設備工事

アカシ電業

上尾市仲町1-14-7

048-773-1967

梅田設備工業

上尾市壱丁目264-9

048-781-2683

オガワ燃料

上尾市春日1-23-2

048-771-0003

倉持商事

上尾市緑丘5-12-4

048-771-5192

島村電業

上尾市上1302-3

048-771-1412

シミズ設備工業

上尾市谷津２－５－１０

048-773-5676

苗村商会

上尾市平方1321-2

048-725-2067

長谷川電機商会

上尾市西宮下1-218

048-771-0143

雅電輝

上尾市須ヶ谷1-129

048-774-6039

エステート白馬 ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１ ５階

048-775-3898

榎本商事

上尾市中分2-38

048-725-1918

カワホーム

上尾市小泉1-50

048-783-1288

サイカコーポレーション

上尾市宮本町14-2サイカビル

048-775-6477

住タック

上尾市向山1-59-7

048-725-5200

竹千代

上尾市愛宕3-7-16

048-775-0931

地建不動産

上尾市中妻3-8-3高山ビル2階

048-871-8720

石川自動車工業所

上尾市平方1155

048-726-2466

エーピーエムタイヤサービス

上尾市向山27-4

048-781-0565

榎本自動車

上尾市中分1-29-2

048-781-2703

岡野自動車

上尾市本町1-3-17

048-771-1213

カーマンテック

上尾市堤崎361

048-726-1132

上平自動車

上尾市西門前473-3

048-774-5006

車検のコバック上尾店

上尾市緑丘3-2-3

048-771-4050

セイコー自動車

上尾市中妻3-3-15

048-775-6196

大黒自動車整備工場

上尾市原市984-6

048-721-4562

トウカン交通

上尾市上1040-18

048-775-1454

冨岡モータース

上尾市上1240

048-773-0239

トヨタレンタリース新埼玉上尾西口店

上尾市柏座3-2-41

048-775-2900

中山モーター

上尾市原市3710

048-721-3327

西上尾自動車整備工場

上尾市中分1-15-3

048-781-3094

平方自動車

上尾市平方1310-2

048-726-1749

マナブオート

上尾市中妻1-9-11

048-775-0139

ミヤマ車検

上尾市浅間台3-4-4

048-776-3375

柳自動車整備工場

上尾市二ツ宮981-10

048-772-1103

宅建業

運輸サービス
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
専門サービス

上尾経営センター

上尾市原市4275-1

048-722-1671

行政書士あげお市民法務事務所

上尾市愛宕3-4-17

048-771-8468

上尾ステップ整体院

上尾市柏座2-2-20藤栄ビル１階

048-741-5650

医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院

上尾市柏座1-10-10

048-773-1111

いつき整体院

上尾市中妻1-9-1-101

048-771-5917

井上動物病院

上尾市小泉377-97

048-726-0090

医療法人社団 順信会 上尾メディカルクリニック

上尾市原市３１３３

048-720-2730

大杉社会保険労務士事務所

上尾市小泉6-6-4

048-781-2088

大野接骨院

上尾市小敷谷1-22

048-726-1606

カイロとリラクの整体院ゆうき本院

上尾市小泉2-1-4正吉ビル1階

048-726-9991

金子社会保険労務士事務所

上尾市本町6-3-37

048-782-5092

カラダドクター整体院

上尾市柏座1-10-3-6A&Sビル203

048-788-3341

かわらぶき指圧治療室

上尾市瓦葺２２３０－２０

048-723-2836

北上尾接骨院

上尾市原新町23-4サンメゾン１Ｆ

048-657-8806

税理士法人キャンバス

上尾市上町1-1-15布川ビル5階

048-778-2585

クレア治療院

上尾市愛宕1-25-12

048-775-9939

クローバー薬局

上尾市今泉221-9オフィスプラザ吉沢101

048-780-5555

こむぎ接骨院

上尾市小泉1-4-4

048-788-2510

沢田整体院

上尾市緑丘5-19-2

048-773-6669

ＧＭＡ税理士法人小宮山事務所

上尾市緑丘３－３－４８

048-771-4890

司法書士吉川公夫事務所

上尾市錦町27-3

048-771-2345

社会福祉法人あげお福祉会

上尾市緑丘2-2-11

048-778-3532

だいぼう整体院

上尾市五番町15-27

048-812-5768

小さなエステサロンBambi

上尾市愛宕1-25-12

動物病院くまごろう

上尾市柏座2-3-10

048-771-6437

長沢獣医科病院

上尾市戸崎330-3

048-781-1099

びすぽ鍼灸接骨院

上尾市谷津2丁目4-5小川第二マンション105

070-312-1639

ふたば薬局

上尾市愛宕2-7-7

048-775-3990

ヘアメイクスペースアドマーニ

上尾市谷津1-4-17

048-767-5558

みどり整骨院

上尾市今泉22-2

048-782-4474

よこづか眼科

上尾市久保457-8

048-779-2300

ラフィネデンタルクリニック上尾原市

上尾市原市576

048-723-6170

らぽーる上尾

上尾市地頭方422

048-780-1065

理容カトウ

上尾市本町2-6-16

048-774-5329

りらく園治療院（上尾駅西口院）

上尾市谷津2-1-50-40 ヤマイケビル５F

048-779-3211
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商品券の有効期間： 令和2年12月15日(火) ～ 令和3年3月15日(月)
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＜大型店以外＞ 共通券(桜色の商品券)、専用券(青色の商品券) どちらもご利用できます。
観光業

上尾東武ホテル

上尾市柏座1-1-21

048-775-8111

アゲカル

上尾市上町１－５－１５ルミネンス上尾１０３

048-729-8153

エイチ・アイ・エス イオンモール上尾店

上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾 1階

050-174-4223

農事組合法人榎本牧場

上尾市畔吉736-1

048-726-1306

大宮ゴルフコース

上尾市中分６－４０

048-771-2377

大輪観光

上尾市泉台1-15-7

048-774-7111

BONOBO bouldering space

上尾市西宮下１－９

048-783-2295

ミユキトラベル

上尾市小泉4-19-14

048-780-7080

むさしのグランドホテル＆スパ

上尾市原市315

048-723-0001

メリーランド

上尾市上661-3

048-771-8060
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