大衆炉ばた酒場
くじらや

イトーヨーカドー 柏店

柏市柏1-5-17
柏市柏2-15
TEL 04-7192-7080
TEL 04-7164-3111
営 11:00 ～ 21:00
営 10:00 ～ 21:00
（通常） 月～土 13:00 ～ 24:00
（1F ～ B1Fは22:00まで）
日・祝 13:00 ～ 22:30
休 元旦
キャッシュレス決済可能（PayPay・LINE Pay） HP https://blog.itoyokado.co.jp/
shop/025/index.html
休 12/31 ～ 1/4
メール kashiwakujiraya@gmail.com
「いいもの。いつもの。イトーヨーカドー」
昭和レトロな店内。目の前でスタッフが調理
新年1月1日元旦は休業させていただきます。
しておもてなしします！入るのに勇気がいる
かもしれませんが、気軽に遊びに来てくださ
い！

恩田種苗 株式会社
柏市柏2-5-6
TEL 04-7166-8175
FAX 04-7166-6668
営 9:30 ～ 18:30
休 火曜
シクラメンなど冬の鉢花やあこがれの鉢。そ
してカワイイ雑貨たちがたくさん揃っていま
す。見にきてね！！

日本料理
和香 NODOKA
柏市柏4-5-24 京北第2ビル3F
TEL 04-7160-1301
営 11:30 ～ 15:30（LO 14:30）
17:00 ～ 22:00（LO 21:00）
休 月曜（その他臨時休業日あり）
キャッシュレス決済可能（PayPay）
HP http://www.misuzutei.co.jp/nodoka_kashiwa.htm
メール misuzu@misuzutei.co.jp
素材の味を活かし引き立てる上質な「出汁」
にこだわった会席料理中心の日本料理をご
堪能下さい。
お祝い、
会食など承りいたします。
◆公式LINEご登録でファーストドリンクを毎回サービスいたします。

蕎麦

一玄

柏市柏2-4-5
TEL 04-7166-7117
営 11:30 ～ 15:00 ／ 17:00 ～ 22:30
休 不定休
手打ちの二八蕎麦をご提供しております。季
節のお料理、日本酒も数多く取り揃えていま
す。

平和堂

柏市柏3-6-30
TEL 04-7169-3630
FAX 04-7164-6861
営 11:00 ～ 18:00
休 月曜
キャッシュレス決済可能（PayPay）
HP https://leonidas-alex.jp
メール horrytours@yahoo.co.jp
ベルギー王 室ご用達のチョコレートブラン
ド。2階のカフェではアフタヌーンティーをご
提供中。

老中国菜

柏市柏3-6-27
TEL 04-7167-2220
FAX 04-7167-2210
営 10:00 ～ 19:00
休 火曜
キャッシュレス決済可能
（suica・PASMO・nanaco・PayPay）
中学校制服・高校制服・小学校体操服・中
学校体操服 取扱い店。中学校入学のお子様
がいらっしゃいましたら早期予約特典いろい
ろありますぜひお問合わせ下さい！！

柏、たい焼.えびす家
柏市柏2-11-17 SNビル1F
TEL 04-7164-0841
FAX 04-7164-0841
営 10:00 ～ 19:30
休 火曜
キャッシュレス決済可能（PayPay）
10月より広島お好み焼きたい焼き（玉子、や
きそば、キャベツ入り）
◆たい焼５匹お買上げにつき１匹サービス
（小倉orクリーム）

炭火焼

レオニダス 柏店

活け鰻

芳野屋

柏市柏2-11-16
TEL 04-7164-0160
営 11:30 ～ 15:00 ／ 17:00 ～ 21:00
休 水曜
HP http://r.goope.jp/yoshinoya

※ ラストオーダーの時間がある店舗がありますので、事前に各店舗にお問い合わせください。
※ ◆印はそのお店だけの商品券使用特典です。ご注文時に商品券使用の旨お伝えください。

知味斎

鉄板焼肉

肉ＪＵＮ

柏市東上町3-2 水野ビル1F
TEL 04-7138-5129
FAX 04-7138-5129
営 11:30 ～ 22:00
休 日曜・第1・3月曜（祝日他で変動あり）
キャッシュレス決済可能（ぐるなびPay・PayPay）
HP https://gge6102.gorp.jp
ソムリエ厳選ワインとフレンチシェフのビス
トロ料理。

シミズメガネ本店

柏市柏3-9-20 エクセラ・モン・ピエース1F
TEL 04-7179-5009
FAX 04-64-0006
営 11:30 ～ 15:00（LO 14:30）
17:00 ～ 21:30（LO 21:00）
休 水曜
HP http://chimisai.co.jp
メール restaurant.chimisai@nifty.com

柏市柏2-8-20 シミズビル1F
TEL 04-7167-2941
FAX 04-7163-2021
営 10:00 ～ 19:00
休 なし（年始のみ）
キャッシュレス決済可能
（PayPay・iD・suica・nanaco・WAON・Edy）
HP https://optik-shimizu.com

開業以来、本格中国料理の姿勢を崩さず前進
してまいりました。ぜひご賞味くださいませ。
◆お すすめ料理は 海 老 の自家 製マヨネーズ
ソース和え、黒酢のスブタ、名物五目おこげ。

安心・技術を見える形に。シミズメガネは
とことんサポートします。

ヤマモト模型

昔ながらのプラモデル店です。お店が減少し
ていますががんばって営業しています。
◆3,000円以上お買い上げの方にセメダイ
ンをプレゼントします。

GLOBAR

柏店

柏市柏4-5-24 京北第二ビル B1F
TEL 04-7136-7958
営 11:00 ～ 21:00
休 不定休
キャッシュレス決済可能（PayPay・LINE Pay）
HP https://worldbeerkitchen-glovar.owst.jp/
北海道産大沼牛を100％使用した牛トロレ
アハンバーグとクラフトビールが楽しめるお
店です！オーダー率90％の看板メニューと
なっておりますので是非お楽しみ下さい！お
まちしてます！

柏市柏2-5-8 柏セントラルビル
TEL 04-7163-8133
FAX 04-7166-3780
営 10:00 ～ 19:00
休 火曜
キャッシュレス決済可能
HP http://chiicomi.com/shop/567361/
メール m-terajima@mui.biglobe.ne.jp
学生 服取り扱い店です。おめでたいご進学
に携われることを嬉しく思います。サービス
色々、お待ちしています。

スンドゥブバル食堂
ポジャンマチャ
柏市柏2-11-6
TEL 04-7196-6370
FAX 04-7196-6370
営 11:30 ～ 22:00
休 不定休
キャッシュレス決済可能
HP https://pojangmacha.owst.jp
メール ueno-pj@wit.ocn.ne.jp
今年で10年をむかえるスンドゥブの専門店
です。今時期は韓流ブームのメニューももり
だくさんです。

大衆馬肉酒場
ジョッキー柏店

セキグチ肉店

柏市柏2-10-10
TEL 04-7167-2345
FAX 04-7167-2345
営 10:30 ～ 19:00
休 火曜

寺島商店

柏市柏2-11-7
TEL 04-7167-2466
FAX 04-7167-2467
営 10:00 ～ 18:30
休 日曜・祝日
HP https://www.oic-oniku.com
メール info@oic-oniku.com

柏市柏2-3-14
TEL 04-7192-6222
営 13:00 ～ 24:00（現在は11:00 ～ 21:00）
休 年末年始
キャッシュレス決済可能（PayPay・LINE Pay）
HP https://jockey-kashiwa.owst.jp
メール jockey.kashiwa@gmail.com
柏 駅 から徒 歩2分という利便性の良さも魅
力。
「僕らができる我が家のおもてなし」をコ
ンセプトに温かい雰囲気で迎えてくれるの
で、会社帰りに一人でも気楽に立ち寄れます。

衣料センター

モリ

ぷちぷれNUNA

柏市光ケ丘2-19-11
TEL 04-7172-1716
FAX 04-7172-9142
営 9:30 ～ 19:30
休 月曜

柏市光ケ丘2-21-24
TEL 04-7169-8064
営 9:00 ～ 17:30
休 土曜・日曜・祝日
HP https://ppnuna.thebase.in/

小・中学校の校内着、学生服のほか婦人服、
肌着など生活必需品の総合衣料の取り扱い
をしており、健康や美容に関する商品にも力
を入れています。
◆プレミアム商品券は通常の商品はもちろん
新入学学生服の内金としてもご利用できま
す。

大人かわいい文具やファンシーグッズ雑貨か
らラッピング用の袋やシール、
メッセージカー
ド、便せんなど文具好き姉妹がセレクトして
販売しているショップです。
◆商 品券使用の方にプチプレゼントをご用
意します。

※ ARアプリ「COCOAR」をご自分のスマートフォンにダウンロードしていただき、
「COCOAR」を起動してアプリの
カメラで広告掲載店の画像をスキャンしていただくと、そのお店の動画やスライド画像を見ることができます。

佳佳苑

山野楽器 柏店

柏市柏1-2-35 202
TEL 04-7128-6625
FAX 04-7128-6625
営 11:30 ～ 15:00 ／ 17:00 ～ 23:30
休 大晦日のディナータイム・元旦
キャッシュレス決済可能
HP https://yoshiyoshien-kashiwa.owst.jp
メール riso18531@gmail.com
落ち着いた店内で100種類以上の本格中華
料理をお愉しみ頂けます。

パーラーナルシマ

柏市柏1-2-31 柏共同ビル2F
TEL 04-7164-8770
FAX 04-7164-8779
営 10:00 ～ 20:00
休 元旦
キャッシュレス決済可能
HP https://www.yamano-music.co.jp
グランドピアノから、管楽器、ギター、ドラム
まで揃った総合楽器店。音楽教室も併設して
います。

モンカフェ

柏市柏1-3-1
TEL 04-7164-9981
FAX 04-7164-9981
営 月曜～土曜 10:00 ～ 21:00
日曜・祝日 10:00 ～ 19:00
休 元旦 他

柏市柏市3-8-5 MHBLDG 1F
TEL 04-7192-7835
FAX 04-7192-7836
営 10:00 ～ 21:00
休 火曜
キャッシュレス決済可能

昭和48年創業。老舗の喫茶店。軽食からしっ
かりしたお食事、デザートまで。お買物つい
でに是非お立寄りくださいませ。

令和2年2月、柏郵便局斜め前に新店舗 “モ
ンカフェ ”がオープンいたしました。ケーキ、
コーヒーは勿 論の 事、モーニングからディ
ナーまで美味しいお食事メニューをご用意し
ておりますので、是非一度お立ち寄りくださ
い。

いしど画材

サプティペパーズ

柏市柏1-4-5
TEL 04-7167-1410
FAX 04-7167-6415
営 10:00 ～ 19:00
休 なし
キャッシュレス決済可能
（PayPay・d払い・メルPay）
HP http://ishidogazai.net

柏市柏1-4-5 石戸画材ビルB1F
TEL 04-7165-1515
FAX 04-7165-1515
営 11:00 ～ 15:30 ／ 17:00 ～ 24:00（変更あり）
休 日曜・祝日
キャッシュレス決済可能
HP http://saptypeppers-kasiwa.owst.jp
メール sapty@jcom.home.ne.jp

「絵を描く」
「絵を売る」画材・額縁の専門店。

コスパ最強イタリアン パスタやピザもリー
ズナブル。お祝いの時は世界に一つだけのプ
レートでサプライズも！
◆プチデザートサービス

ファミリーマート６店
柏インター西店
柏市大青田中山新田744-21
TEL 04-7135-6261
柏高田店
柏市高田146-3
TEL 04-7142-7055
柏の葉五丁目店
柏市柏の葉5-4-17
TEL 04-7135-8007
柏五丁目店
柏市柏5-1-1
TEL 04-7160-4381

フレッシュフードにしわき
柏市豊住3-2-1
TEL 04-7173-8650
FAX 04-7173-8650
営 10:00 ～ 20:00
休 水曜
対面販売を大切にする地域密着型のお店で
す。野菜、果物、鮮魚は全て国産品です。果
物のアレンジや刺身の盛り合わせ、焼き魚も
ご用意できます。
◆期間中プレミアム商品券でお買い上のお客
様に当店のポイント2倍プレゼントします。

カラオケルーム歌広場
柏東口二番街店
柏市柏1-4-5 石戸画材ビル2F
TEL 04-7128-7525
FAX 04-7128-7525
営 11:00 ～ 2100
休 なし
キャッシュレス決済可能
HP http://www.utahiro.com
ゆったりとした空間でカラオケを楽しめま
す。感染対策も徹底しています！

ラトリエ

モンシェフ

柏市豊住4-4-23
TEL 04-7157-2230
FAX 04-7168-7226
営 10:00 ～ 19:00
休 なし
キャッシュレス決済可能
HP http://mon-shef.com
メール mon-shefback24@kfy.biglobe.ne.jp
栗100%使用のペーストをしっとりと焼き上
げた焼きモンブランが看板商品。ケーキの方
も栗のペーストをふんだんに絞ったモンブラ
ンが一番人気です。

柏名戸ヶ谷店
柏市名戸ケ谷1170-1
TEL 04-7160-1030
柏たなか店
柏市小青田47-1
TEL 04-7137-1041

セブンイレブン
柏豊住3丁目
柏市豊住3-3-2
TEL 04-7173-1006
FAX 04-7173-1006
営 24時間
休 なし
キャッシュレス決済可能
近くて便利なお店を目指しています。是非当
店をご利用下さい。

はしもと電器
柏市豊住3-2-1 光コーポ106
TEL 04-7157-3730
FAX 04-7157-3730
営 9:00 ～ 18:00
休 水曜・第2・４日曜
家電、リフォームなど日常生活のお困り事を
お抱えの皆様に寄り添います。

やきとん

ぽるこ

柏市柏3-1-6
TEL 04-7136-7008
FAX 04-7136-7008
営 13:00 ～ 24:00
休 年末年始
キャッシュレス決済可能（PayPay・LINE Pay）
HP http://poruko-kashiwa.owst.jp
メール poruko.kashiwa@gmail.com
毎朝牧場から直送のお肉を使用したやきと
んが名物のお店です。やきとんのボリューム
がすごくてとにかく安い！！コスパ◎電子タ
バコOK、テラス席あり。

こんぱる

柏東口店

柏市柏1-1-11 ファミリかしわ2F
TEL 04-7167-3038
FAX 04-7167-3038
営 9:00 ～ 21:00
休 水曜（3日／月）
HP https://inshoku-kashiwarengou.jp/?p=769
メール compal-higashi@aria.ocn.ne.jp
駅から徒歩30秒。雨に濡れず入店できます。
電源使用可のカウンター席、Wi-Fiあり。

カフェ・ド・ジュアン
柏市松ヶ崎812-2
TEL 04-7133-3847
FAX 04-7134-2372
営 9:00 ～ 19:00
休 第1・3木曜
キャッシュレス決済可能
HP https://www.juin.co.jp
メール info@juin.co.jp
隣に新しく駐車場が出来ました（10台）

※ ラストオーダーの時間がある店舗がありますので、事前に各店舗にお問い合わせください。
※ ◆印はそのお店だけの商品券使用特典です。ご注文時に商品券使用の旨お伝えください。

柏マルイ・モディ
柏マルイ 柏市柏1-1-11
TEL 04-7163-0101
営 10:30 ～ 20:00
休 元日
HP https://www.0101.co.jp/076/
柏モディ 柏市柏1-2-26
TEL 04-7163-0101
営 10:30 ～ 20:00
休 元日
HP https://www.0101.co.jp/722/

二ホンメガネ 柏駅前店
柏市柏1-1-11 ファミリかしわ1F
TEL 04-7163-7039
FAX 04-7163-7039
営 10:00 ～ 19:30
休 不定休
HP http://nihonmegane.jugem.jp
メール n.megane5@diary.ocn.ne.jp
時間をかけてお客様と相談しながらメガネを
つくるので『他店のメガネと見え方が違う』
とご好評をいただいております。

柏髙島屋
ステーションモール
柏市末広町1-1
TEL 04-7148-2222
営 【12/15 ～ 1/10】
専門店
10:00 ～ 21:00
レストラン 11:00 ～ 22:00
【1/11 ～ 1/16】
専門店
10:00 ～ 20:00
レストラン 11:00 ～ 22:00
※一部営業時間が異なる店舗あり
※年末年始は営業時間が異なります。
休 元旦
HP https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/

柏の葉焙煎珈琲
SOLITO MAGO

Café

柏市柏1-1-11 ファミリかしわ1F
TEL 04-7197-2802
FAX 04-7197-2802
営 11:00 ～ 19:00
休 水曜
キャッシュレス決済可能
コーヒー自家焙煎店ならではの美味しいコー
ヒーやカフェラテをお楽しみ下さい。
◆5種 類から選べるコーヒーバッグを1つプ
レゼント！

柏髙島屋
柏市末広町3-16
TEL 04-7144-1111（代表）
営 10:30 ～ 19:30
【12/17 ～ 12/25】
10:30 ～ 20:00
【12/30・31】
食料品フロア及び本館地下2階催会場は
10:00から営業
【12/31】
10:30 ～ 18:00
【1/2】
10:00 ～ 19:00
休 元日
HP https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/
stemo/departmentstore/

※ ARアプリ「COCOAR」をご自分のスマートフォンにダウンロードしていただき、
「COCOAR」を起動してアプリの
カメラで広告掲載店の画像をスキャンしていただくと、そのお店の動画やスライド画像を見ることができます。

参加店一覧
■あさひ通り商店会

リ・オ

04-7172-3589

ラトリエ

04-7157-2230

中国料理

芳蘭

焼とりつかさ

04-7144-0868

カフェラビアンヴニュ

04-7173-1771

マツモトキヨシ

新柏店

04-7174-6600

日本料理

真砂家

こだわり鮮魚と炭焼地鶏 炉～ひばち～

04-7113-1747

セールマーチャント

04-7173-1717

セブンイレブン

柏豊住3丁目

04-7173-1006

もつ焼き

04-7151-1069

ベーカリーハート

04-7171-2411

はしもと電器

Azzuro 520 柏

04-7193-8300

ヘアーサロン

04-7172-6046

■西口商店会

てっぱんバルAmuser(アミュゼ）

04-7157-1034

マツモトキヨシ

04-7176-1880

柏髙島屋ステーションモール

04-7148-2222

しちりん

04-7145-8986

おっ母さん食品館

04-7160-5588

柏髙島屋

04-7144-1111

04-7144-8899

コナカ

04-7160-5140

■柏西口本通り商店会

にこ治療院

04-7172-8808

美容室コムチュヴ

串揚げ

ヘアーサロン

盥～たらい～

柏西口店

中華飲み屋

萬味

■柏駅前通り商店街振興組合

モリシタ
光ヶ丘店
新光ヶ丘店

柏光ヶ丘店

モンシェフ

04-7157-3730

（株）加藤新聞舗

04-7133-0352
北柏店

04-7132-5725

カフェ・ド・ジュアン

04-7133-3847

ビーコムときわ通信

04-7132-8659

（株）加藤園緑化建設

04-7132-2281

樹さき

04-7133-3194

ゴルフ・ドゥ
04-7146-8709

04-7132-5777

柏店

04-7137-2300

昭和興業（株）柏儀式殿

04-7133-4444

インテリア英夢

04-7134-8558

ベジフル丹羽

04-7167-3080

天藤

04-7171-3751

■東パル街商店会

ペットショップ伊勢喜商店

04-7167-2013

ぷちぷれNUNA

04-7169-8064

橋輪

04-7164-2255

おしゃれ洋品

04-7167-2307

なごみの米屋

04-7170-7530

赤池商店

04-7163-2940

カシワペイント株式会社

04-7137-3322

iPhone修理と買取のアメモバ

04-7197-4708

■柏二番街商店会

Diniing Bar ROOF

04-7163-5506

和食ののじ

04-7197-7338

メガネスーパー

04-7167-0892

佳佳苑

04-7128-6625

しちりん

04-7163-0072

ラ・コパン

04-7128-6871

04-7192-7080

マツモトキヨシ

04-7168-2122

AEUGO

04-7168-7771

部活塾

柏松葉町教室

04-7197-7380

04-7164-3111

TSUTAYA

04-7168-9101

とりっこ

04-7128-9990

季の菓

こだま

04-7193-8650

04-7160-3375

東京堂

04-7167-3024

■南本町商店会

大丸屋

柏本店

大衆炉ばた酒場

くじらや

イトーヨーカドー

柏店

■柏銀座通り商店会

柏光ヶ丘店

柏二番街店

柏駅前店

サンドラッグ

柏南口駅前店

レオニダス

04-7169-3630

新星堂カルチェ５

ブロック

04-7160-2224

山野楽器

Bar PILAR

04-7164-0099

柏第一ホテル鮨芳

柏店

からあげ専門店

侍

04-7167-3034

清水食堂

04-7166-0890

IfC柏店

04-7170-1106

Cut Shop May Be!?

04-7166-1541

いしど画材

04-7167-1410

クリハラ美容室

04-7167-2925

一身堂印房

04-7163-6400

04-7162-1111

サプティペパーズ

04-7165-1515

ヘアーサロン細田

04-7163-9121

カワシマ薬局

04-7105-3333

カラオケルーム歌広場
柏東口二番街店

04-7128-7525

割烹

04-7167-3037

麺処・餃子処

ドン・キホーテ

0570-035311

太陽接骨院

04-7164-6448

あみ

Luire

04-7163-6689

大塚米店

和月

04-7167-2077

ペンギンパレード

04-7164-8183

リフォーム

ロータス

04-7163-4750

スナック花梨

04-7164-1428

スワンベーカリー柏店（生活クラブ）

04-7162-2030

寝具のオオツカ

04-7167-2057

アトリエKOH

04-7166-9003

大島食堂

04-7164-9890

フォーク酒場ケ・サラ･柏

04-7115-2344

魚の蔵

04-7199-9900

福来麺菜館

04-7128-7335

04-7170-2335

CoCo Labo

04-7199-7880

つむぎ

04-7162-2900

スズキインターナショナル

04-7138-6415

たつみ

04-7162-5528

広瀬金物

04-7164-9195

04-7164-5421

ミツワ堂

04-7164-6431

ホワイト餃子

柏店

04-7164-6367

後藤米店

04-7167-2645

SHIN ～野菜巻串の巻

04-7100-8348

TIME Ⅱ SHOCK

04-7167-3010

ふか川

04-7162-0301

植きん

04-7167-8220

KIKKAKE

04-7100-2233

アジアンダイニング ルンビニ

04-7164-7690

文菜華

04-7164-5211

やまん

04-7163-6602

セントラルパーク

04-7115-3395

五味メガネ・コンタクト

04-7167-2900

ジュエリー工房OGINO

04-7163-3811

酒肴 でん助

04-7115-9329

フランス料理シラノ

04-7138-5335

羽田市場柏直売店

04-7163-8718

さかなの秀彩

04-7113-6052

おばんざい酒場かしわ三丁目

04-7189-7978

プラスワン

04-7151-9140

ビストロ

ドゥーズ

おしゃれ居酒屋
焼肉

04-7196-6712

みっちー

極

080-5503-1404
04-7170-1110

鉄板焼肉

肉ＪＵＮ

04-7138-5129

■柏本町通り商店会
寺島商店

04-7163-8133

恩田種苗（株）

04-7166-8175

平和堂

04-7167-2220

老中国菜

知味斎

04-7479-5009

ヤブサキデンキ

04-7167-2636

■協栄商店会
シミズメガネ本店

04-7167-2941

スンドゥブバル食堂
日本料理

和香

ポジャンマチャ

NODOKA

04-7196-6370
04-7160-1301

柏、たい焼.えびす家

04-7164-0841

ヤマモト模型

04-7167-2345

セキグチ肉店

04-7167-2466

大衆馬肉酒場
蕎麦

ジョッキー柏店

一玄

炭火焼

04-7166-7117

活け鰻

GLOBAR

04-7192-6222

芳野屋

柏店

04-7164-0160
04-7136-7958

ISSA

04-7197-2914

Bar Alpin

04-7199-2286

柏二丁目酒場

04-7169-9000

■光ヶ丘商店会
中華菜館

04-7176-7809

串郎

04-7100-1453

衣料センター

モリ

04-7172-1716

四季旬菜館

04-7160-7031

光ケ丘ファミリー整骨院

04-7176-9286

タウンカフェ☆ひかり

04-7173-8032

マダムサヨコサロン・小さなまちの駅

04-7160-5015

システムプランニングデリバリー

04-7175-5514

シェルム・ヨシダ

04-7172-0704

ツルタデンカ

04-7172-3662

池沢商店

04-7172-2224

そば処かどや

04-7172-1559

川口青果店

04-7172-0138

松之寿司

04-7174-6639

柏店

柏駅前店

04-7164-8760

パーラーナルシマ

04-7164-9981

柏モディ

04-7163-0101

三喜

04-7164-3505

ニューサンキ店

セブンイレブン
京北スーパー

柏駅南口店
柏店

04-7164-7011
04-7166-1191

■スカイプラザ専門店街
ケンタッキーフライドチキン

04-7160-1450

ミスタードーナツ

04-7163-7373

ドナ

04-7167-9522

アントステラ

04-7162-0083

ダイソー

04-7136-2112

開運館E&E

04-7164-7413

カメラのキタムラ

04-7167-8739

コスメバース

04-7167-4224

ハギワラ

04-7163-7131

柏屋

04-7166-5151

シェルブール

04-7163-3559

紗瑠夢

04-7163-1468

ドトールコーヒーショップ

04-7167-5525

ビースリー

04-7166-8870

いきいきくらす

04-7167-6348

■長全寺商店会
福田金物店

04-7167-3574

そば処

04-7163-3767

多賀家

Gleeful（グリーフル）

04-7192-8846

麒麟亭

04-7186-6710

SUPER TRAMP

090-2478-5971

（株）矢羽根金物店

04-7192-4444

04-7164-8770

海鮮炭火焼 磯潮

柏店

柏東口店

（株）茶の八セレモニー天来

喜久水

家系ラーメン

宗八

（株）インテリア計画

04-7167-0166

04-7100-0120

フォトスタジオ・ユー

04-7164-3777

04-7126-0303

菓子工房

フィルママン

04-7157-2388

04-7157-0840

スナック

塾りんご

04-7164-0677

04-7136-7008

自家焙煎珈琲

鮨

一崇

大衆ビストロ
やきとん

Buddy'ｓ

ぽるこ

■ファミリかしわ
蕎麦処

柏店

04-7166-1746

きわた

茶珈香

ＮＡＵＧＨＴＹ

そば久

04-7160-3611

04-7179-5850
04-7160-3770

04-7167-2357

■Ｄａｙ One商店会

柏ガリバー

04-7164-9818

ダイニングバー

日本屋

04-7163-7161

■サポーターズ会員

04-7167-3116

ワインショップ

04-7136-7294

なごみの米屋

柏大山台店

04-7135-7531

なごみの米屋

しいの木台店

047-394-7534

柏駅前店

ジャストベイク

アミー

地産地消 cafe＆bar Cluster
柏駅前酒場

ガウディウムNY

アデカ

050-5484-9160

04-7162-1201

二ホンメガネ柏駅前店

04-7163-7039

やがちゃんキムチ

イタリアン・トマト

04-7165-8660

カウンター

04-7168-3622

魚問屋

04-7167-0390

Hiro-no-ya

料理店

04-7189-7220

京北スーパー

新柏店

04-7167-7611

京北スーパー

布施店

04-7132-2261

京北スーパー

ａｐｒｉｓ店

04-7145-1000

唐揚げ専門
自家焙煎

カフェ Jr柏店

カラフジ

柏駅店

珈琲豆屋

お茶と抹茶 専門店

大とらや

04-7163-0377

珈琲茶屋

04-7197-2802

Café
静香園

04-7167-6505

ｎａｎｏ

080-5534-8764

フラワーショップ ミヨシフラワー

04-7163-7153
04-7128-4354

鳥正商店

04-7131-6768

Ozz Oneste 柏店

金子金物店

04-7131-3829

フォーマルドレス

板前ごはん美幸

04-7133-1616

紗瑠夢

04-7157-1688

染谷酒店

04-7132-6870

Colourz

04-7165-1113

後藤商店

04-7131-2563

こんぱる

サトウ

04-7131-3320

セブンイレブン

松喜寿し

04-7131-2986

ヤマノミュージックセンター 柏駅前

やまざき靴店

04-7132-1812

■松葉中央商店会

成島洋品店

04-7131-4020

モミの木薬局

04-7133-3203

理容カジカワ

04-7131-7440

ヘアーサロン ロマン

04-7133-1190

金子米店

04-7131-4615

まつば中央整骨院

04-7133-8989

小柳金物店

04-7131-2736

アートサイクル

04-7134-0871

中城本店

04-7131-8634

まつばR

ミートショップ飯田

04-7131-2303

コープみらい

鳥勢

04-7131-9655

アトリエシンフォニー

04-7133-1109

ヤマデン

04-7132-8962

こっとん・ぶーけ

04-7134-3558

04-7133-2791

■松葉町商店会

04-7138-5009

鮨鶴

案山子

04-7167-8777

ヤマザキ

彩食幸時

04-7192-7835

■豊住商店会

04-7167-2352

（株）オオエン

パッケージプラザ

04-7167-2645

Bar

04-7115-5303

04-7192-8630

モンカフェ

ごとう

04-7199-9177

和楽

後藤米店

お食事処

はりきゅう整骨院

旬彩酒房

柏の葉焙煎珈琲
SOLITO MAGO

■とみせ商店会

04-7167-3632
TESHI

Bay－B

Club

柏東口店

04-7160-3231

04-7167-3038

柏1丁目店

04-7167-0707
04-7163-7167

04-7197-4521
松葉町店

04-7134-2253

04-7133-2955

ダイニング(囲)まどい

04-7134-5789
04-7135-6676

ファミリーマート

柏高田店

04-7142-7055

サンドラッグ

柏松葉町店

ファミリーマート

柏の葉五丁目店

04-7135-8007

パソコンじゅく北柏ライフタウン教室

04-7135-2204

ファミリーマート

柏たなか店

04-7137-1041

ヘアーサロン

04-7132-3035

ファミリーマート

柏インター西店

04-7135-6261

お好み焼きレストラン

ファミリーマート

柏五丁目店

04-7160-4381

エイム

ファミリーマート

柏名戸ヶ谷店

04-7160-1030

ITTO個別指導学院

フレッシュフードにしわき

04-7173-8650

ゾートス

とんかつまこと亭

04-7176-2038

かわの電器

ワタナベ
樹辺里

04-7131-1996
04-7133-7518

サロン

柏松葉校

モガ

04-7133-7600
04-7132-5101
04-7131-2316

04-7171-5701

ブルームーン

魚一商店

南柏総本山

柏マルイ

090-8505-0578
04-7144-7041

04-7163-0101

マツモトキヨシ

柏酒井根店

04-7170-5005

マツモトキヨシ

柏加賀店

04-7176-4121

マツモトキヨシ
ピアシティ柏中新宿店

04-7170-8105

（注）チラシ印刷後に参加店の都合により変更になる場合も
あります。参加店店頭のステッカーか商連ホームページ
でご確認ください。

