
みずほ応援商品券　取扱店一覧
店舗名 住        所 電　話 取扱品目

大型店　（全店共通券のみ利用できます）

ジョイフル本田瑞穂店 殿ケ谷442 568-23111 日用品・DIY用品・ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ用品・ﾍﾟｯﾄ用品・(ｶﾞｿﾘﾝ・灯油を除く)

(株)ジョイフル本田　リフォーム事業部　瑞穂店 殿ケ谷442(ジョイフル本田内) 513-57552 住宅リフォーム工事・外装工事・庭工事

(株)ジョイフル車検・タイヤセンター瑞穂店 殿ケ谷442(ジョイフル本田内) 568-03013 タイヤ・ホイール・オイル・車検

JOYFUL-2 瑞穂店 殿ケ谷442(ジョイフル本田内) 568-20314 画材用品

ジャパンミート生鮮市場　瑞穂店 殿ケ谷442(ジョイフル本田内) 568-29415 生鮮食品・一般食品等

ABC-MART　ジョイフル本田瑞穂店 殿ケ谷442(ジョイフル本田内) 568-36336 靴

ＪＩＮＳ　ジョイフル本田瑞穂店 殿ケ谷442(ジョイフル本田内) 556-33357 メガネ

まるよしファミリー来良哲 殿ケ谷442(ジョイフル本田内) 557-49868 ラーメン・餃子

トイザらス・ベビーザらス　武蔵村山店 殿ケ谷729-2 557-65819 玩具・ベビー用品

LIVINみずほ店 高根623 556-001610 食品、衣料品、住居用品、化粧日用品

新宿さぼてん 高根623（LIVINみずほ店内） 568-409711 とんかつ

日本一 高根623（LIVINみずほ店内） 568-415412 焼き鳥

サンドリアン 高根623（LIVINみずほ店内） 557-331913 ベーカリー

ａ．Ｖ．Ｖ 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-092514 ファミリーファッション

ネイルサロン　ルーナ 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-333015 ネイル・まつ毛エクステサロン

LAPAX　WORLD 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-018316 バッグ・アクセサリー・輸入雑貨

ラフィネ 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-655117 リラクゼーション

スターバックスコーヒー 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-102518 カフェ

ハッシュアッシュ（Hushush) 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-415819 ファミリーファッション

THE CLOCK HOUSE(ザ・クロックハウス) 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-344320 時計

シューラルー（SHOO・LA・RUE） 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-801021 レディス・服飾雑貨・キッズ

ピュアネイチャーアロマブルーム（Aroma Bloom） 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-409022 リラクゼーショングッズ・ギフト

シュープラザ 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-335523 靴

平安堂 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-093724 印鑑・表札等

不思議屋（Fushigiya） 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-454525 ファミリーファッション

ファブリックジャム（Fabric　Jam） 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-557226 レディス

シ・エ・ル(Ciel) 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-611727 美容室・理容室

ファイテンショップ 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-150128 スポーツ・健康・理美容商品

ミスタードーナツ 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-502229 ドーナツ

エステール 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-104830 宝飾

グリーンパークストピック（Green Parks topic) 高根623（ザ・モールみずほ内） 513-945531 レディス

サーティワンアイスクリーム 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-775432 アイスクリーム

アヴェニュー/インテリエ（Avenue) 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-811533 レディス

長崎ちゃんぽんリンガーハット 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-503034 長崎ちゃんぽん

幸楽苑 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-516035 ラーメン・餃子

モスバーガー 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-520336 ハンバーガー

ビアード・パパ 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-416137 シュークリーム

ムッシュエム 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-263038 ケーキ・洋菓子

築地銀だこ 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-415639 たこ焼き
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新井園本店 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-338140 お茶

Right-on（ライトオン） 高根623（ザ・モールみずほ内） 566-016341 ファミリーファッション

GU 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-327042 ファミリーファッション

和真メガネ 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-028243 メガネ・補聴器

プチ・ミカド 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-805544 婦人服

チャーミー（Charmy) 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-426145 バラエティ雑貨
drug store's SHOP（ドラッグ・ストアーズショップ） 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-096646 婦人ファッション

ヴィレッジヴァンガード 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-138547 おもしろ雑貨

さが美 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-450148 きもの

ブティックアイン 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-887749 婦人服

ABCマート 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-316650 シューズ（紳士・婦人・子供）

駄菓子のほむら商店 高根623（ザ・モールみずほ内） 070-5547-445651 駄菓子

ハニーズ 高根623（ザ・モールみずほ内） 556-087952 婦人ファッション

クラフトハートトーカイ 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-635153 手芸用品

スタジオマリオ 高根623（ザ・モールみずほ内） 0120-038-21954 写真館

タツミヤ 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-533155 ミセスファッション

Re-J（リジェイ） 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-323756 婦人服（サイズショップ）

ハイド・アンド・シーク 高根623（ザ・モールみずほ内） 513-978857 玩具・雑貨

リラックス 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-812658 リラクゼーション

よむよむ 高根623（ザ・モールみずほ内） 568-464659 書籍・雑誌

スリープスクエア 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-128060 寝具・枕

スポーツカムイ 高根６２３（ザ・モールみずほ内） 519-556261 スポーツ用品全般

アネビートリムパークラボみずほ 高根623（ザ・モールみずほ内） 557-859162 キッズパーク

好日山荘　瑞穂店 箱根ケ崎1248-1 568-791363 アウトドア ウェアと用品

Ｏｌｙｍｐｉｃ 瑞穂店 箱根ケ崎1347-1 556-666164 生鮮食品・家庭用品・衣料品

(株)ニトリ　瑞穂店 箱根ケ崎1347-1 556-803165 家具・インテリア

ドラッグセイムス瑞穂二本木店 二本木538-1 556-447766 ドラッグストア

(株)ドン・キホーテ　多摩瑞穂店 むさし野3-11-3 539-761167 ディスカウントストア

殿ケ谷

居酒屋　和合 殿ケ谷766-9 557-80881 居酒屋

カレーハウスCoCo壱番屋東京瑞穂店 殿ケ谷784-1 568-35432 カレー専門店

(有)石塚自動車 殿ケ谷807-7 556-02623 自動車販売・整備

ローソン瑞穂殿ケ谷店 殿ケ谷812-1 556-80404 コンビニエンスストア

博多淡麗とんこつラーメン　一舞(いぶき) 殿ケ谷824-18 513-98285 博多淡麗とんこつラーメン・自家製チャーシュー丼

アトリエ　セプティモ 殿ケ谷828-6 556-36586 洋服リフォーム

喜装園　美ずほ 殿ケ谷834-2 556-06987 呉服

天祥苑　アニイ 殿ケ谷834-2 556-06778 ギフト商品・葬儀

高橋商事（有） 殿ケ谷862 557-07509 ガス器具一式・灯油器具一式・その他

(有)浜木屋 殿ケ谷873-9 557-001910 酒類・米・他食料品

ローソン瑞穂阿豆佐味通り店 殿ケ谷980-3 568-338011 コンビニエンスストア

石畑
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スナック　ＢＩＮＧＯ 石畑185-201 070-5555-55861 スナック

あらきや 石畑194 557-02352 化粧品他

榎本商事 石畑195 557-02593 作業服・自社製軍手・作業用品

理容　西巻 石畑222-6 557-07254 理容

髙水酒店 石畑229 557-00415 酒・食品・雑貨

ねこ雑貨ショップ　chako 石畑248-1-102 090-2930-22446 ねこ雑貨

お茶の古川園 石畑1667 557-56007 お茶

八百清商店 石畑1671 557-04328 缶詰・果物盛カゴ等

理容　まつば 石畑1752 557-05389 理容

古川燃料(株) 石畑1760 557-013510 LPガス・灯油

Ron's cafe 石畑1786-1 556-588911 ランチ・ドリンク・スイーツ

あい整骨院 石畑1807 557-822512 施術・酸素カプセル

川島精米所 石畑1810 557-009113 米穀

さしだ家 石畑1833 557-042514 うどん・そば・丼物

ヘアーサロンムラヤマ 石畑1876 557-052415 理容

武蔵

ローソン瑞穂町武蔵店 武蔵34-1 557-63631 コンビニエンスストア

とりあえず吾平　瑞穂武蔵店 武蔵54-1 568-35812 居酒屋

韓国料理コムタン 武蔵196-3 556-51283 焼肉

セブンイレブン瑞穂武蔵店 武蔵378-1 556-10274 コンビニエンスストア

箱根ケ崎

焼肉らんぷ 箱根ケ崎2-1 557-01771 焼肉

栗原肉店 箱根ケ崎5-1 557-04582 精肉・野菜・食料品

(有)西久保酒店 箱根ケ崎79-2 557-01123 酒類・食品・生花

そば処　大むら 箱根ケ崎113-1 557-08274 そば・うどん・丼もの

原嶋園 箱根ケ崎105 556-56655 狭山茶

沖縄料理と家庭料理のお店　のりちゃん 箱根ケ崎116山﨑ビル1B 556-58736 沖縄料理・酒類

お食事処　たかはしや 箱根ケ崎135 557-02317 活魚・そば・うどん・うなぎ

(有)みずほ食品 箱根ケ崎170 557-00778 食料品

瑞穂美容院 箱根ケ崎174-4 557-03919 美容

須田写真館 箱根ケ崎176 557-022510 写真

大野電気 箱根ケ崎178 557-016711 家電販売

漢方の會田 箱根ケ崎178 557-010812 医薬品

ネギシ洋菓子店 箱根ケ崎179 557-000513 洋菓子

根岸家 箱根ケ崎180 557-011614 コーヒー・ケーキ・パスタ

(有)イノマタ燃料 箱根ケ崎184 557-015615 LPG・白灯油・設備

フローラル明華 箱根ケ崎188-1 556-878116 花小売

タマサービスふくや　黒﨑店 箱根ケ崎194 557-022217 クリーニング

中島自動車整備工場 箱根ケ崎210 556-226618 自動車販売・修理・車検

レンタルプラザ　アニイ 箱根ケ崎215 556-560519 貸衣装

くら蔵　瑞穂店 箱根ケ崎215-15 556-000320 居酒屋・やきとり
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理容シャープ 箱根ケ崎234 557-120021 理容

龍苑 箱根ケ崎251-29 557-230522 中華料理

エデン 箱根ケ崎251-39 556-098723 スナック

ローソン瑞穂箱根ケ崎駅前店 箱根ケ崎252-3 556-911924 コンビニエンスストア

(株)マスダヤ 箱根ケ崎256-4 557-012325 酒・食料品

ビューティサロン　ユキ 箱根ケ崎258 556-041126 美容室

手打ちうどん　山田屋 箱根ケ崎258 556-254027 ゆでまんじゅう・手打ちうどん玉売り

ミカモ美容室 箱根ケ崎260 557-275328 美容

お茶の宮﨑園 箱根ケ崎270 557-012629 お茶・急須

高水牛乳販売店 箱根ケ崎318 557-097530 牛乳

喫茶　馬 箱根ケ崎454-9 557-220231 酒類・軽食

(有)ジョイタイムはらしま 箱根ケ崎458-13 557-576032 家庭電化製品販売・電気工事

吉野自動車 箱根ケ崎476 556-076733 自動車全般(整備・販売・板金他)

鮨はしば 箱根ケ崎527-1 556-848334 寿司

JAにしたま　瑞穂経済センター 箱根ケ崎611-1 557-033835 米・食料品・肥料・農薬

瑞穂町農畜産物直売所「ふれっしゅはうす」 箱根ケ崎612-1 557-456436 野菜・総菜等

こやまクリーニング 箱根ケ崎714 557-072937 クリーニング全般

ポーラ化粧品　ニュー瑞穂営業所 箱根ケ崎714-1 557-583838 化粧品

つたや 箱根ケ崎784 557-145139 寿司・うなぎ・仕出し弁当

（有）日本亭 箱根ケ崎1128-3 556-935640 和食堂

明石タイヤー 箱根ケ崎1276-9 557-447441 自動車用タイヤ

セブンイレブン瑞穂箱根ケ崎西平店 箱根ケ崎西平1342-1 557-227842 コンビニエンスストア

ミズホスポーツ 箱根ケ崎2246 557-380143 スポーツ用品

鉄板居酒屋　ＡME’S　Ｋｉｔｃｈｅｎ 箱根ケ崎2247-4 511-555144 各種飲食・弁当・焼きそば・テイクアウト等

伊勢屋 箱根ケ崎2256 557-021445 和菓子

西村電機商会 箱根ケ崎2256-2 557-007846 家電製品

みどり玩具店 箱根ケ崎2257 557-105847 玩具

総合衣料 マルヨシ 箱根ケ崎2258 557-011348 衣料品全般

創作郷土菓子　榎本屋 箱根ケ崎2259-1 557-053449 和菓子

おだか　箱根ケ崎店 箱根ケ崎2262 グランドール原島 1F 557-854150 居酒屋

吉岡金物店 箱根ケ崎2268 557-022951 建築金物・家庭雑貨

ａｚｕｃｅｎａ（アスセーナ） 箱根ケ崎2273-15 507-686852 理容

手打そば　むらやま 箱根ケ崎2273-27 557-843253 手打ちそば

Chezmoi 美容室シェモア 箱根ケ崎2310-12 557-044954 美容施術・美容用品

菓子処　荻野屋 箱根ケ崎2317 557-007455 和菓子

美容室トムソーヤ 箱根ケ崎2317 557-166856 美容

中村米店 箱根ケ崎2318 557-003357 米・茶

作業衣専門店 末広商会 箱根ケ崎2323 557-342558 作業服・事務服・安全用品・作業用品

寿し長 箱根ケ崎2323-3 557-000259 寿司

榎本工業(株) 箱根ケ崎2344-2 557-020660 水まわり全般

炭火焼鳥　竹 箱根ケ崎2360-1 557-559461 焼鳥・からあげ・酒類

食事處　ポテト 箱根ケ崎2360-4 556-570062 居酒屋
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居酒屋　零　ZERO 箱根ケ崎2367-1 556-692263 居酒屋

まろんしゃん 箱根ケ崎2382-5 557-154964 シフォンケーキ

東松原

ローソン瑞穂東松原店 箱根ケ崎東松原5-14 557-71231 コンビニエンスストア

近藤食品(有) 箱根ケ崎東松原6-1 557-04622 キムチ・浅漬け

味倶楽部　ハーフタイム 箱根ケ崎東松原10-13 557-39223 ランチメニュー(ミックスフライ、カレードリア等)

居酒屋　一発 箱根ケ崎東松原12-8 556-42634 やきとり、刺身、揚物、鍋物

（有）石山石材店 箱根ケ崎東松原13-5 568-22815 墓石販売

GALLERY & 額工房　ART WILL 箱根ケ崎東松原26-1 557-24386 額縁

寿し益 箱根ケ崎東松原27-7 556-05497 寿司（にぎり・ちらし）・マグロ丼・巻物他

西松原

(株)水井装備 箱根ケ崎西松原14-4 557-38291 建替・リフォーム・修繕

田舎料理ひょうたん 箱根ケ崎西松原22-5 556-50232 軽食・アルコール

高水商店 箱根ケ崎西松原26-2 557-50133 酒類・食料品・雑貨

マミー美容室 箱根ケ崎西松原48-2 556-10364 美容

マルソウ宮﨑園 箱根ケ崎西松原56-15 556-41885 茶・急須

セブンイレブン瑞穂松原中央公園前店 箱根ケ崎西松原56-16 556-07026 コンビニエンスストア

長岡

シモダディスカウントセンター瑞穂店 長岡1-1-2 556-24131 食料品・米・酒

麺や　しむら 長岡1-36-15 557-76182 ラーメン

ゆたかや 長岡1-48-2 557-13613 食品

みずほ観光 長岡3-2-6 557-48074 旅行・観光バス・ホテル予約

(有)エムフード 長岡3-8-13 557-66015 チャーシュー・豚角煮・豚もつ煮

セブンイレブン瑞穂長岡４丁目店 長岡4-11-1 557-13586 コンビニエンスストア

蕎麦ダイニング　叶庵　克 長岡4-45-1 557-86337 本格的手打ちそば

東京の茶工房　西村園 長岡長谷部52 557-00858 お茶

四季彩中華　彩華房 長岡長谷部274 513-90779 中華料理（ランチ・餃子・チャーハン等）

清水牧場 WESTRAND FARM 長岡長谷部353-3 557-807710 ジェラート、ソフトクリーム、菓子類

二本木

西島モータース 二本木442 557-54701 自動車販売・修理

セブンイレブン瑞穂二本木店 二本木445-1 556-12762 コンビニエンスストア

ごはんや菜光亭 二本木499-6 556-12543 定食・一品料理

セブンイレブン瑞穂二本木東店 二本木665-1 557-38604 コンビニエンスストア

スーパーナカムラ 二本木668-2 557-03595 食料品

増田屋久壽 二本木669-3 557-03606 酒類

高沢病院 二本木722-1 556-23117 医療サービス

家庭料理おだか 二本木732-10 557-52618 居酒屋・お弁当

昭和シェル 川口商店 二本木781 557-03589 ガソリン・軽油・灯油

(株)栗原園 二本木791 568-777010 お茶
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店舗名 住        所 電　話 取扱品目

スズキ販売　１６号瑞穂 二本木914-1 595-910011 自動車・部品

ファミリーマート瑞穂駒形店 二本木1353 557-033012 コンビニエンスストア

高根

(株)西部管材　福祉事業部セイブケア 高根98 556-90601 福祉用具販売・修理・工事

(株)二羽建材 高根222-3 556-28842 外構工事

森田燃料(有) 高根231-3 557-28753 プロパンガス・灯油・住宅設備機器

セブンイレブン瑞穂高根店 高根245-7 557-39934 コンビニエンスストア

ストアー　コヤマ 高根651-17 557-49955 総合食品・酒・クリーニング取次

駒形富士山

たまご工房　うえの 駒形富士山133 557-04941 ケーキ・プリン・クッキー・玉子

藤本園 駒形富士山209 557-06522 狭山茶

狭山茶 森藤園 駒形富士山326 557-05173 煎茶

森田園 駒形富士山327 557-03514 狭山茶

自転車・オートバイのタナベ 駒形富士山393-5 557-03615 自転車・オートバイ

中華れすとらん　楽珍 駒形富士山398-4 556-82226 中華料理

みずほ食彩工房 駒形富士山413-5 080-5005-12217 手づくりこんにゃく・野菜・漬物

入間中央交通(株) 駒形富士山492-4 557-34708 観光バス

栗原新田

関根建設 富士山栗原新田42-1 557-11081 建築・リフォーム

むさし野

えびす家 むさし野2-47-26 551-37041 日本そば

中華料理　十八番 むさし野2-48-14 551-55022 ラーメン・タンメン・餃子

ドラッグセイムス石畑店 むさし野2-54-4 570-67813 ドラッグストア

セブンイレブン　瑞穂むさし野２丁目店 むさし野2-54-29 579-78174 コンビニエンスストア

アラハタ輪業 むさし野2-55-3 554-11445 自転車販売・修理

サン美容室 むさし野2-55-6 554-41756 パーマ・ヘアカラー・カット

八百福商店 むさし野2-60-8 554-0850 7 野菜・果物

やきとり髙橋 むさし野2-60-29 579-54398 やきとり

南平

(株)マーバラス 南平1-4-22 568-16771 生花

(有)マートおざき 南平2-6-2 556-05162 酒類・食料品

(株)ノエビア化粧品　石畑代理店 南平2-10-8 554-98813 化粧品

ヘアーショップ布田 南平2-50-7 555-36204 理容

ビューティーサロン　ベア 南平2-53-26 555-22275 美容室・まつ毛エクステ

6/6 ページ 2020/09/30日現在

取扱店は随時更新しています。
このリストにないお店でも、店頭ポスターがあるお店でご利用できます。


