佐倉市プレミアム商品券 取扱店一覧

【2021年1月7日現在】
※取扱店申請書を基に作成しています

店舗名（1,000㎡以下

中小店）

所在地

電話番号

衣料・身の回り品取扱店
Art.Anty イオンタウンユーカリが丘店
（株）AOKI 佐倉寺崎店
AZUL by moussy イオンタウンユーカリが丘店
ASBee イオンタウンユーカリが丘店
アトリエぷちさゆみ
ARUC イオンユーカリが丘店
アングレース 志津店
イケダヤ
オーダースーツ アスター 佐倉うすい店
学生服センター ヨシダヤ
学生服の江戸子屋
キャロル
クールカレリアン イオンタウンユーカリが丘店
Green parks topic イオンタウンユーカリが丘店
高級呉服と和装小物 やまかわ
コムサイズム イオンタウンユーカリが丘
大きいサイズの専門店サカゼン イオンタウンユーカリが丘店
サマンサモスモスケイッティオ ユーカリが丘
シューラルー イオンタウンユーカリが丘店
寝具のミタニ
紳士服のコナカ 勝田台店
紳士服ファン
スマートメドレー イオンタウンユーカリが丘店
SELF+SERVICE イオンタウンユーカリが丘店
タカキュー イオンタウンユーカリが丘店
ダブルフォーカス イオンタウンユーカリが丘店
東京イギンスターシャ イオンタウンユーカリが丘店
ドンドンダウン オン ウェンズデイ イオンタウンユーカリが丘店
ノンヘッジ イオンタウンユーカリが丘店
ハニーズ イオンタウンユーカリが丘店
パンドラハウス イオンタウンユーカリが丘
ファッションMITANIYA
ファッション ゆき
フェリーチェ
ブティックアラン イオンタウンユーカリが丘店
ブティック柿生
フローレンス
Bou Jeloud イオンタウンユーカリが丘店
マツモト洋品店
三谷屋呉服店
やまとや
ライトオン イオンタウンユーカリが丘店
レディスショップセキ

佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市寺崎北2-1-1
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市大崎台1-3-6 押尾ビル1F
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市上志津1673-91-110
佐倉市王子台1-23
佐倉市王子台4-13-13
佐倉市上志津1822-5
佐倉市上志津1660
佐倉市稲荷台1-11-1
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市中志津2-13-6
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市弥勒町137
佐倉市井野1577
佐倉市王子台1-23
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区3階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区3階
佐倉市新町217
佐倉市王子台3-3-3
佐倉市ユーカリが丘4-1-4 ユーカリプラザ2F
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市ユーカリが丘4-1-4 ユーカリプラザ2Ｆ
佐倉市ユーカリが丘4-1-4 ユーカリプラザ2F
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市表町3-9-9
佐倉市新町220
佐倉市栄町9-8
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区3階
佐倉市上志津1663 志津ステーションビル3F

043-310-6585
043-481-3988
043-460-6161
043-460-8011
043-483-8200
043-309-8778
043-463-8811
043-462-0021
043-310-6852
043-487-5607
043-460-2770
043-488-1119
043-312-1880
043-312-0507
043-489-4337
043-308-5177
043-464-1641
043-460-2030
043-497-6117
043-484-0100
043-489-5900
043-462-7455
043-460-1500
043-460-1150
043-460-1377
043-312-9743
043-463-7677
043-310-5002
043-463-0061
043-497-5903
043-464-4470
043-485-2443
043-487-3284
043-308-4018
043-308-3500
043-463-7777
043-463-7622
043-312-9010
043-484-0177
043-484-0696
043-484-0373
043-464-2700
043-462-8246

佐倉市石川290-1
佐倉市栄町10-24
佐倉市稲荷台1-10-2
佐倉市宮前3-14-9
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市城343-3 プチモンドさくら1E
佐倉市南ユーカリが丘14-2
佐倉市六崎1051-1
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市大崎台1-15-5
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市上志津1821
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市城内町91-11
佐倉市江原497
佐倉市大崎台1-2-11
佐倉市新町210佐倉市立美術館1階
佐倉市上志津1769-22
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市新町126
佐倉市上座1239-1
佐倉市王子台1-23
佐倉市宮ノ台3-3-6
佐倉市下志津888-7
佐倉市臼井1800-1564
佐倉市王子台1-23
佐倉市上志津1090-2 1F
佐倉市ユーカリが丘4-1-4 ユーカリプラザ2F
佐倉市栄町19-5
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市上志津1043-26
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区3階
佐倉市新町18-1
佐倉市王子台1-24-29
佐倉市王子台1-26-10
佐倉市ユーカリヶ丘4-1スカイプラザモール2階
佐倉市王子台1-23
佐倉市井野1382－7
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市上志津1663-18 第3高尾ビル1F
佐倉市ユーカリが丘4-8-1
佐倉市稲荷台1-10-1相川ビル202
佐倉市中志津4-1-6
佐倉市春路1-1-2
佐倉市王子台3-3-1 篠澤ビル1階
佐倉市本町127-1
佐倉市中志津4-1-1
佐倉市南ユーカリが丘14-2
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階

043-486-6888
043-235-8090
043-489-6020
043-486-4447
043-462-1129
043-485-5200
043-462-1750
043-486-4402
043-488-3336
043-486-1189
043-497-3839
043-461-8720
043-463-2100
043-460-7080
043-308-8788
043-486-1147
043-486-7747
043-485-7851
043-463-2951
043-460-9309
043-484-0136
043-487-6917
043-461-2664
090-4753-9690
043-371-0333
043-463-7971
043-463-1888
043-460-4120
043-463-7899
043-483-3366
043-460-6600
043-312-5931
043-460-2180
043-464-0160
043-372-7552
043-463-5053
043-461-0417
050-3561-2421
043-462-2281
043-377-2087
043-463-5309
043-463-5181
043-462-4461
043-462-8321
043-462-5199
043-486-3354
043-489-7488
043-486-0823
043-487-7962
043-308-6807
043-308-3307

飲食店
味の民芸 佐倉店
居酒屋 佐蔵
居酒屋 祭
居酒屋 与作
いしがまやハンバーグ イオンタウンユーカリが丘
イタリアンレストランZucca
江戸ッ子寿司
お好み焼き 醇
オリベート イオンタウンユーカリが丘店
菓子工房 ル・コック
魁力屋 イオンタウンユーカリが丘店
活魚 割烹 花一
かつ楽 ユーカリ店
カフェ・ド・クリエ イオンタウンユーカリが丘
カフェシュクル
カフェソケリ
カフェ・ド・パリ
カフェ ブォナジョルナータ
cafe' BON
鎌倉パスタ イオンタウンユーカリが丘店
川瀬屋
元祖 札幌や
喫茶亜珈里
喫茶 旅の章
喫茶ハセガワ
喫茶まめ
グッディーズ
ケイズビレッジ
珈琲館 ユーカリが丘店
珈琲工房わげん
粉もの専家 たこ助鯛へい イオンタウンユーカリが丘店
サーティーワンアイスクリーム イオンタウンユーカリが丘店
彩雲
サイゼリヤ イオンタウンユーカリが丘店
咲く楽んぼ
酒処 明
さっぽろ亭きあい岳ヒュッテ
里山transit
サブウェイ レイクピア臼井店
茶房茉莉花
サンマルクカフェ イオンタウンユーカリが丘店
庄や 志津南口店
庄や ユーカリが丘駅前店
美味佳楽 酔
鮨 利久
ステーキ宮 佐倉店
スパゲッティ専科すたじおーに
そば処 長寿庵
そば処 満留賀
Chinese Restaurant 豫園
茶薫小籠包 イオンタウンユーカリが丘店

中華レストラン みろべー
中国料理 正源
珍来 志津店
テーストオブインディア
ドリームコーヒー イオンタウンユーカリが丘店
豚屋とん一 イオンタウンユーカリが丘店
日本一 イオンタウンユーカリが丘店
はなまるうどん イオンタウンユーカリが丘店
パン家 ジパング
ピスタピスタ
ピンク・ブー・ブー
富貴亭
福寿し 勝田台店
福来軒
フランス料理 シェ・ムラ
フレッシュネスバーガー イオンタウンユーカリが丘店
紅屋
まっこす （さつまっ子）
万里庵キッチン
万福餡 餃子の一二三 イオンタウンユーカリが丘店
やきとり 鈴乃屋
焼肉大王
焼肉屋くいどん イオンタウンユーカリが丘店
ヤチクロバーガー
遊っ蔵
らーめん佐倉家
リストランテ カステッロ
リンガーハット イオンタウンユーカリが丘店
レストランアンシャンテ
レストラン Costa
ロッテリア 臼井レイクピア店
和食レストランとんでん 勝田台店
和食レストランとんでん ユーカリが丘店

佐倉市井野1444-26
佐倉市大崎台1-8-11
佐倉市上志津1663 ステーションビル3階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市西志津4-15-1
佐倉市大崎台1-4-2山崎ビルB1
佐倉市表町3-7-23
佐倉市鏑木町2-7-5
佐倉市井野1532大塚ビル1F
佐倉市表町3-6-6
佐倉市表町3-1-5
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市上志津1669-6
佐倉市王子台3-15-4
佐倉市ユーカリが丘4-1-4
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市上志津1663-29
佐倉市鏑木町2-7-4
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市栄町19-7京成佐倉コーポ102
佐倉市大佐倉112-1
佐倉市六崎1053-1
佐倉市臼井1567-2
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市石川577-13
佐倉市野狐台町109-2
佐倉市王子台1-23
佐倉市井野1534-16
佐倉市上座652-1-1

043-487-3531
043-484-2721
043-462-8241
043-308-3830
070-3164-5550
043-464-0028
043-464-2581
043-489-5870
043-309-9166
043-235-8282
043-308-5293
043-376-1661
043-308-9577
043-484-0334
043-484-1640
043-312-6460
043-460-1250
043-488-0039
043-308-3186
043-310-6018
070-1484-8989
043-484-7731
043-312-9129
043-497-6767
043-485-2407
070-5085-1525
043-489-8951
043-312-8475
043-485-2401
043-484-7558
043-461-2102
043-488-1291
043-462-3121

佐倉市中志津4-1-14
佐倉市馬渡918
佐倉市大崎台1-2-11
佐倉市表町3-13-23
佐倉市栄町7-17
佐倉市中尾余町5
佐倉市王子台1-23
佐倉市中志津4-1-41
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市中志津4-1-22
佐倉市寺崎北4-1-6
佐倉市鏑木町1205-7
佐倉市鏑木町491-4
佐倉市新町222-1
佐倉市ユーカリが丘6-4-1 山万6丁目ビル1階
佐倉市上志津1645
佐倉市表町3-7-16
佐倉市王子台1-15-20
佐倉市王子台1-23
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市王子台1-23
佐倉市王子台6-3-12
佐倉市木野子158
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市畔田448-1
佐倉市染井野5-7-1
佐倉市王子台1-23
佐倉市上志津1656-12
佐倉市王子台6-3-1
佐倉市城772-3
佐倉市並木町33
佐倉市王子台1-23
佐倉市ユーカリが丘4-1-1 スカイプラザモール1F

043-461-8456
043-498-0002
0438486-3335
043-484-2709
043-310-6485
043-484-3098
043-461-2105
043-487-5669
043-309-8585
043-463-6885
043-489-3229
043-485-3780
043-486-0011
043-486-7700
043-484-0021
043-462-7338
043-489-3831
043-484-0137
043-463-3111
043-461-2298
043-312-4181
043-487-3034
043-460-8753
043-498-2244
043-312-3690
043-310-5820
090-3312-6467
043-372-5289
043-461-2104
043-462-8850
043-497-2590
043-481-0555
043-485-4111
043-461-2130
043-420-8314

佐倉市石川292-2
佐倉市江原272
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区3階
佐倉市中志津2-16-10
佐倉市栄町19-5京成サンコーポ104

043-485-8678
043-484-2555
043-460-3171
043-487-0837
043-485-3925

佐倉市中志津1-35-10
佐倉市生谷1175-5

043-462-5365
043-489-5691

佐倉市鏑木仲田町6-2
佐倉市上志津1031-36
佐倉市中志津4-1-19
佐倉市上志津1096-6
佐倉市王子台3-12-21
佐倉市上志津1815-2
佐倉市中志津1-12-13
佐倉市ユーカリが丘2-2-9
佐倉市王子台1-23
佐倉市新町166

043-485-4952
043-462-3144
043-487-8741
043-487-5363
043-463-3373
043-488-1912
043-462-3516
043-463-0691
043-462-0663
043-484-0807

佐倉市王子台2-12-25
佐倉市王子台3-26-13
佐倉市大崎台4-1-3
佐倉市大崎台1-2-7
佐倉市生谷485-6

043-488-3271
043-460-1312
043-486-4477
043-486-8811
043-461-4325

佐倉市王子台2-2-9

050-1257-1315

飲食料品店
手焼きせんべい あさのは
株式会社旭鶴（佐倉の地酒 旭鶴）
mcoup'e（エムクッペ）
欧風菓子工房 カーメル
菓子 瑞庵
企業組合コミュニティフォーラム
銀屋
酒商さつきや
サンクゼール・久世福商店 イオンタウンユーカリが丘店
山助 イオンタウンユーカリが丘店
（有）清水商店
シャトレーゼ 佐倉店
新寿司
蔵六餅本舗 木村屋 鏑木店
蔵六餅本舗 木村屋 本店
SobaCafe3◯1
滝口酒店
多奈賀屋
中國料理kujikuji
鳥羽ミート
とんかつ新宿さぼてん イオンタウンユーカリが丘店
中村米店
なごみの米屋 うすい店
日本サーナ(株)
Food Warehouse イオンタウンユーカリが丘店
フレッシュダイトー イオンタウンユーカリが丘店
ベルツリーファーム あぜた直売所
MARUSUベーグル
八百一
焼きたてパンの店 プティ
有限会社山形屋 臼井店
有限会社山形屋 佐倉店
株式会社ヤマニ味噌
ラ・モンタボー レイクピア臼井店
わくわく広場 スカイプラザユーカリが丘店

家電販売店
大川電器 佐倉店
有限会社オカモトデンキ
ノジマ イオンタウンユーカリが丘店
プロリンクおざわ
（有）大和電器

ガソリンスタンド
興栄燃料（株） 中志津給油所
有限会社細谷石油

クリーニング・コインランドリー
クリーニング サニースター
クリーニング若草
有限会社三協ドライセンター
（有）白進舎
（有）白洋舎 臼井店
（有）白洋舎 志津店
（有）白洋舎 中志津店
（有）白洋舎 ユーカリが丘店
白光舎 レイクピア臼井店
松本クリーニング店

コンビニ
セブンイレブン
セブンイレブン
セブンイレブン
セブンイレブン
セブンイレブン

佐倉王子台2丁目店
佐倉王子台3丁目店
佐倉大崎台4丁目店
佐倉大崎台店
佐倉生谷店

雑貨店
アトリエ

フェリース

キルカス
コロンカラン
生活雑貨 ボンメゾン 佐倉店
生活雑貨 ボンメゾン 志津店
チェルシーニューヨーク ユーカリが丘店
ドゥサックス ユーカリが丘イオンタウン店
中井せともの店
パディス イオンタウンユーカリが丘店
ホッシーノ
メゾネット リュクス ユーカリが丘店
one's terrace イオンタウンユーカリが丘店

佐倉市江原497
佐倉市白銀2-1-7
佐倉市石川290-1
佐倉市西志津1-20-16
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市新町38
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市王子台1-23
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階

043-486-1147
043-486-2689
043-484-6752
043-463-3334
043-312-1733
043-463-8707
043-484-0035
043-309-4765
050-5339-5981
043-312-3118
03-3536-2861

佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市表町3-19-1
佐倉市王子台3-3-6
佐倉市王子台2-13-14加藤第一ビル1Ｆ

043-460-1313
043-484-0382
043-487-3111
043-488-1184

佐倉市中志津4-1-24
佐倉市上志津1663志津ステーションビル3F
佐倉市王子台1-27-22
佐倉市ユーカリが丘4-1-4ユーカリプラザ4階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市新町197
佐倉市王子台1-23

043-487-4506
043-460-3877
043-461-3324
043-497-6341
043-487-6721
043-484-0066
043-463-8031

佐倉市中志津4-2-1
佐倉市井野1491-3
佐倉市宮前3-6-11
佐倉市大崎台1-26-17

043-460-5711
043-460-3701
043-486-2525
043-486-3838

佐倉市王子台4-14-1
佐倉市鏑木町仲田406-3
佐倉市上志津1602-1
佐倉市染井野3-39-1
佐倉市寺崎北1-7-3
佐倉市西志津2-22-48
佐倉市ユーカリが丘3-3-13
佐倉市上座588-19
佐倉市城777-18
佐倉市中志津4-1-25
佐倉市ユーカリが丘1-5-15
佐倉市上志津1656-47
佐倉市王子台4-28-10
佐倉市大崎台1-30-2
佐倉市井野1490-3
佐倉市田町116-1
佐倉市染井野4-7-1
佐倉市上志津1707-17
佐倉市西ユーカリが丘5-11-1
佐倉市寺崎北2-2-1
佐倉市寺崎北2-2-1

043-460-0171
043-481-0621
043-463-5011
043-460-2881
043-483-7601
043-464-0031
043-460-8873
043-460-5333
043-481-3260
043-487-8745
043-489-2098
043-462-3700
043-308-3816
043-484-4547
043-463-6581
043-484-6327
043-464-8155
043-489-3331
043-460-1210
043-497-6621
043-467-6513

佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市上志津1669-35ヴァンベール1階
佐倉市上志津1663志津ステーションビル3F
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市ユーカリが丘2-1-2
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市王子台1-23

043-312-7261
043-487-0371
043-462-8235
043-463-6611
043-460-2077
043-312-0662
043-461-1206

佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区3階

043-488-6511

佐倉市ユーカリが丘4-1-4
佐倉市王子台1-28-5

043-463-1131
043-462-5311

佐倉市中志津4-1-31
佐倉市鏑木仲田町5-7
佐倉市大崎台4-3-4
佐倉市宮前2-1-9

043-462-2872
043-309-8799
043-483-2551
043-483-3609

自転車販売
イオンバイク イオンタウンユーカリが丘店
（有）サイクルショップマルシマ
サンサンサイクル
セオサイクル うすい店

書籍・文房具店
古賀文房具店
ときわ書房 志津ステーションビル店
文光堂
宮脇書店 ユーカリが丘店
未来屋書店 ユーカリが丘店
（有）村山書店
リブロ レイクピアウスイ店

スーパー
株式会社カワグチ 志津店
生鮮＆業務スーパー 勝田台店
トウズ 京成佐倉店
トウズ JR佐倉店

ドラッグストア・調剤薬局
ウエルシア 佐倉王子台店
ウエルシア 佐倉鏑木店
ウエルシア 佐倉志津店
ウエルシア 佐倉染井野店
ウエルシア 佐倉寺崎店
ウエルシア 佐倉西志津店
ウエルシア ユーカリが丘2号店
ウエルシア ユーカリが丘店
クリエイト エス・ディー 佐倉城店
さくら薬局
武田薬局
（株）田中薬局
ドラッグセイムス 佐倉王子台店
petit madoca 大崎台店
マツモトキヨシ 佐倉井野店
マツモトキヨシ 佐倉城址公園前店
マツモトキヨシ DSザ・マーケットプレイス佐倉店
マツモトキヨシ プチマドカ志津店
マツモトキヨシ ユーカリが丘店
ヤックスドラッグ 佐倉寺崎店
ヤックスドラッグ 佐倉寺崎薬局

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
オンデーズ イオンタウンユーカリが丘店
（株）第一メガネ 志津北口店
株式会社第一メガネ メガネのディーワン
中央コンタクト イオンタウンユーカリが丘店
メガネスーパー ユーカリが丘店
メガネのアイガン イオンタウンユーカリが丘店
メガネの愛眼 臼井店

100円・ディスカウントストア
ザ・ダイソー イオンタウンユーカリが丘店
百貨店
エムアイプラザ ユーカリが丘店
三越 臼井店

病院・医療機関
角栄整骨院
健美堂鍼灸院・整骨院
医療法人社団 樹徳会 佐倉整形外科病院
さくらの治療院

1階

リフォーム業
（株）オダ建設
有限会社ケイアール
（株）スリーエイトホーム
タナカ内装
（株）ビレッジアップ

佐倉市上志津1061-3
佐倉市城内町254-12
佐倉市中志津1-36-2
佐倉市上志津1087-12
佐倉市上志津1090-2

043-462-1001
043-485-3575
043-488-6438
043-487-2389
043-461-1777

佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市王子台6-4-2
佐倉市西志津5-5-12
佐倉市南ユーカリが丘14-2 ガーデンラベニュー南ユーカリが丘1街区
佐倉市宮ノ台6-3-9
佐倉市染井野4-7-1 ザ・マーケットプレイス佐倉内
佐倉市大崎台3-11-12-1
佐倉市寺崎北6-1-1 ベイシア1Ｆ
佐倉市西志津7-8-50
佐倉市王子台1-23
佐倉市新町145
佐倉市ユーカリが丘3-2-1 ルナシティ202
佐倉市井野1302-5 石川ビル2号館301
佐倉市王子台1-22-11
佐倉市表町3-6-18
佐倉市ユーカリが丘4-1-4 ユーカリプラザ3F
佐倉市新町54
佐倉市八幡台2-13-5
佐倉市中志津4-1-18

043-312-0302
043-463-0778
043-463-3307
043-308-7118
043-488-5858
043-420-8407
043-485-1050
043-486-7731
043-436-0036
043-461-2690
043-484-0426
043-312-8830
043-386-8316
043-487-3152
043-485-1064
043-312-2104
043-484-1868
043-461-2494
043-461-5667

理容・美容室
ヴェール・レッシュブ イオンユーカリ店
M&M'S BARBER SHOP
カットサロン ファイン
カットスタイルクラブ ユーカリが丘店
カットスタイルクラブ 宮ノ台店
カットビースタイル ザ・マーケットプレイス佐倉店
good leaf hair（グッドリーフへアー）
コレクション 佐倉店
サクセス
サロン・ド・シュン
シイナ美容室
CILS D'ANGE（シル ダンジュ）
dressing room AVY
バーバーサカモト
バーバータナカ
美禅
ビューティ赤坂らぶらぶ
ビューティー有賀
ビューティサロンパーマーズ

美容室サンタモニカ
美容室りーぷ
美容室QUEST
Breath
hair Weve 佐倉店
ヘアーサロン ウェーブ
ヘアークリエイト21
ヘアーサロンエンドウ
ヘアーサロン カヤバ
ヘアーサロン コイデ
ヘアーサロンコジマ
ヘアーサロン フルカワ
HAIR MAKE TAO
ヘアサロン ＆tique
ヘアフロス
BELUGA
訪問理美容 はーとはうす
リ・ファイン

佐倉市上志津1656-56
佐倉市上志津1031-26
佐倉市西志津1-10-7 KDビルNo1-102
佐倉市南臼井台2-4
佐倉市大崎台1-26-7
佐倉市表町3-20-1-102
佐倉市王子台5-4-6
佐倉市馬渡923-1
佐倉市江原台1-27-2
佐倉市並木町2
佐倉市臼井131-1
佐倉市江原661
佐倉市ユーカリが丘1-1-8
佐倉市王子台3-2-2
佐倉市南ユーカリが丘14-2ガーデンラベニュー1-4
佐倉市春路1-6-27
佐倉市神門499
佐倉市王子台3-7-5 マザービル102

043-461-1700
043-489-8556
043-460-0877
043-487-7266
043-485-8998
043-483-1477
043-487-4919
043-498-0033
043-486-2344
043-484-0463
043-487-2684
043-484-1240
043-489-0206
043-312-1922
043-488-2678
043-485-4005
043-498-1832
043-463-4380

佐倉市ユーカリが丘4-8-1

043-489-6111

佐倉市王子台4-5-1
佐倉市王子台1-27-18

043-310-5721
043-310-7555

佐倉市大崎台3-1-2
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市弥勒町92
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市上志津1043-35
佐倉市表町3-1-9
佐倉市王子台4-28-19
佐倉市城内町257-16
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市ユーカリが丘3-2-1 山万サンサンビル1階
佐倉市鏑木町399-3
佐倉市稲荷台2-6-7
佐倉市新町191
佐倉市並木町3
佐倉市江原188
佐倉市王子台4-1-13
佐倉市栄町9-6
佐倉市上志津1633
佐倉市新町192
佐倉市ユーカリが丘4-1スカイプラザモール1Ｆ
佐倉市王子台1-23
佐倉市鏑木町399-3
佐倉市上志津1086-1
佐倉市新町66
佐倉市六崎999-2
佐倉市中志津4-1-16
佐倉市中志津4-1-39
佐倉市新町73
佐倉市中志津1-36-9
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区3階
佐倉市臼井台1720
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市上志津1599-6
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市鏑木町2-4-5
佐倉市石川288-1
佐倉市上座1193
佐倉市新町35
佐倉市弥勒町148番地
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市中志津4-1-31
佐倉市王子台1-14-7
佐倉市栄町6-10
佐倉市王子台4-1-13
佐倉市王子台6-6-10
佐倉市王子台1-23
佐倉市上志津1707-3
佐倉市寺崎北5-1-8
佐倉市中志津4-1-41
佐倉市臼井162
佐倉市王子台1-25-9
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市中志津2-35-10
佐倉市上志津1673-91-108
佐倉市中志津2-39-8
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市上志津1663 志津ステーションビル内
佐倉市王子台1-26-8
佐倉市栄町9-5
佐倉市上志津1660-22
佐倉市寺崎北6-1-1 ベイシア佐倉店内
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市上志津1663 志津ステーションビル3F
佐倉市中志津2-33-2
佐倉市稲荷台3-6-12
佐倉市ユーカリが丘2-2-7
佐倉市王子台3-6-3
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区3階
佐倉市西志津1-10-7-101
佐倉市上志津1673-91ハイホーム志津駅前116
佐倉市中志津1-35-13
佐倉市上志津1043-38
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区3階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階

043-485-1680
043-463-7751
043-484-0768
043-460-1155
043-489-1091
043-485-2437
043-462-2447
043-484-5311
043-309-5529
043-463-4888
043-483-0211
043-487-3045
043-484-0160
043-484-0397
043-484-7722
043-497-4508
043-485-7765
043-462-8224
043-484-0127
043-463-1614
043-312-3220
043-312-0959
043-461-3521
043-484-0403
043-486-3929
043-487-0902
043-487-4869
043-485-3351
043-462-5294
0120-980-116
043-461-8999
043-461-5265
043-309-5420
043-463-6777
043-310-6656
043-485-0090
043-486-3118
043-463-0195
043-484-2336
043-485-3313
043-460-0525
043-312-9653
043-463-1187
043-486-8783
043-497-4161
043-463-2139
043-379-0069
043-462-5900
043-481-2050
043-487-5669
043-487-3019
043-461-1150
043-464-0753
043-461-3132
043-497-2671
043-460-5612
043-463-5151
043-462-8226
043-461-2669
043-484-0022
043-487-5461
043-481-0161
043-463-8878
043-462-2100
043-460-1235
043-461-8198
043-463-1161
043-309-4181
043-460-5522
043-463-5111
043-308-9377
043-462-5011
043-489-6608
043-312-8471
043-463-1030

旅館・ホテル
ウィシュトンホテル・ユーカリ

レンタカー
オリックスレンタカー 臼井店
オリックスレンタカー 京成臼井駅前カウンター

その他小売業
イエローハット 佐倉店
イオンボディ イオンタウンユーカリが丘店
石井商会
いつ和 イオンタウンユーカリが丘店
イレブンつり具センター
岩井化粧品
インテリアハウス ミキ
ゔぃんける佐倉
肉処 牛蔵 イオンタウンユーカリが丘店
ウルウール ユーカリが丘店
auショップ 佐倉296号
エビハラ金物店
大木屋
大津屋のピーナッツ
オートバックス 佐倉店
オールセレモニーのお仏壇
小川園 佐倉駅前店
小川園 志津店
小川園 新町本店
小川園 ユーカリが丘店
小川園 レイクピア臼井店
カーテンじゅうたん王国 佐倉店
（株）カクイチショールーム 志津店
有限会社加瀬武道具店
かぼちゃの店
菊地時計・写真店
きずかや豆腐店
有限会社 北詰商店
ギャラリー古今
ギャラリーメモリア イオンタウンユーカリが丘
コープみらい 佐倉センター
cosmetics マーガレット
佐倉社中合同会社
さくら平安堂 ユーカリが丘店
The Green Tara イオンユーカリが丘店
佐々木茶園
シモアール 佐倉店
シモアール ユーカリが丘店
シロタ写真館
鈴木金物株式会社
スポーツオーソリティ イオンタウンユーカリが丘店
スリッシャーズアクアリウム
セイミヤ花店 うすい店
セイミヤ花店 京成佐倉駅前店
Seimiya Florist+ セイミヤフローリストプラス
東京靴流通センター 佐倉王子台店
とけい屋
ドコモショップ 佐倉志津店
ドコモショップ 佐倉寺崎店
中志津中央商店会
中村米店
中村商店
なごみの米屋 イオンタウンユーカリが丘店
（株）日産サティオ千葉 佐倉店
パティスリー エールダンジュ
ハルミ自動車 佐倉店
ビブレジーン ユーカリが丘店
（有）ひまわり 志津店
（有）ひまわり 本店
株式会社藤川本店
不二家洋菓子 志津店
不二家 ベイシア佐倉店
フラワーアルスメール イオンタウンユーカリが丘店
フラワーショップyou-ka
（株）ブランドオフ ユーカリが丘店
プランドール
フローリスト ヴィオ
bakery bamboo
ペット専門店ペテモ ユーカリが丘店
Bell's Heart（ベルズ・ハート）
（株）ポーラ wishes店
（株）ホンダカーズ千葉 佐倉中志津店
マイタウン志津商店会
まくらぼ イオンタウンユーカリが丘店
ミツハシビジュ

ミルエクラ.
モト・メンテ 佐倉店
UQスポット イオンタウンユーカリが丘
読売新聞志津センター
読売センター ユーカリが丘
リベリオンズフィールド （株）bond

佐倉市西ユーカリが丘3-6-5
佐倉市中志津2-36-2
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市井野1109
佐倉市ユーカリが丘2-30-1
佐倉市中志津4-1-34

043-497-5649
043-301-2501
043-460-1177
043-462-2550
043-462-0551
043-460-2622

佐倉市ユーカリが丘3-2-1
佐倉市臼井台517
佐倉市上志津1776-28
佐倉市江原165
佐倉市千成1-22-5
佐倉市王子台1-24-25
佐倉市上志津1089-2
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区1階
佐倉市王子台3-1-17-302
佐倉市栄町8-7
佐倉市太田2395
佐倉市臼井田2714
佐倉市六崎169-17
佐倉市上志津1043-38
佐倉市表町1-5-19
佐倉市中志津2-36-6
佐倉市上志津1660-35 中村ビル2F
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市中志津2-36-4
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区3階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市ユーカリが丘4-1-4 ユーカリプラザ3階
佐倉市中志津1-35-4
佐倉市王子台4-1-20
佐倉市ユーカリが丘6-4-1
佐倉市王子台6-10-21
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市中志津2-39-2
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市王子台1-23
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 東街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区2階
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 西街区1階
佐倉市上座684-1エステート弐番館102
佐倉市新町36番地

043-488-1001
043-462-6565
043-310-4689
043-235-7666
043-485-2331
043-290-9924
043-487-4006
043-312-9333
043-462-3904
043-486-6000
043-486-3987
043-486-6000
043-486-6000
043-489-6608
043-485-5323
043-462-1122
043-312-0634
043-460-3134
043-487-6162
043-309-6771
043-235-7952
043-488-6238
043-460-5151
043-461-0905
043-463-2624
043-463-7557
043-308-7726
043-487-3581
043-463-8707
043-308-8877
043-312-3931
043-312-3981
043-464-2552
043-235-7835
043-481-3939

佐倉市畔田316-3
佐倉市王子台1-23
佐倉市上志津1043-6
佐倉市本町82
佐倉市上志津1673-91-113
佐倉市表町3-14-10
佐倉市上志津1090-8
佐倉市栄町18-18佐倉Ｓビル4Ｆ
佐倉市千成2-4-13
佐倉市上志津1031-9
佐倉市鏑木町1205-2
佐倉市上志津1656-49
佐倉市栄町19-7
佐倉市鏑木町1137-4
佐倉市ユーカリが丘1-3-18
佐倉市ユーカリが丘3-2-1 2F
佐倉市王子台4-14-12

043-487-0049
043-461-1871
043-487-8622
043-484-1611
043-487-9156
043-484-0265
043-461-7080
043-485-3922
043-485-3922
043-489-0033
043-484-2148
043-420-8998
043-484-2336
043-484-0321
043-462-8500
043-488-1110
043-309-6085

その他サービス業
アクア・ユーカリ
有限会社 板倉自動車
ウェルネスサロン ECHICA+
ウッチーズガレージ
エテルニタ
EVERFiT24 うすい店
カーステージイエロー
KARADAファクトリー イオンタウンユーカリが丘店
クルアルガ
京成佐倉駅前観光案内所
佐倉きのこ園
佐倉ふるさと広場売店「佐蘭花」
JR佐倉駅前観光情報センター
（有）志津ハウス
写真スタジオ ショウジ
しらい動物病院
進学塾アチーブ
スタジオアリス イオンタウンユーカリが丘店
タント・3
ナムコ イオンタウンユーカリが丘店ゲームコーナー
パソコンの森 イオンタウンユーカリが丘店
株式会社ビーラボ ユーカリプラザ店
ぴっころ動物病院
フジフォトサービス フジフォトスタジオ
PLAYSTUDIO3◯1
ペットのお風呂屋さん猫カフェWONWON
ベルエポック プラス イオンタウンユーカリが丘店
ボブテイル
マジックミシン イオンタウンユーカリが丘店
美咲フローリスト
むらやまツーリスト イオンタウンユーカリが丘店
ラフィネ イオンタウンユーカリが丘店
リアット イオンタウンユーカリが丘店
リアンアニマルクリニック
RECORDING STUDIO SAINT.D

その他の業種
あいはら表具店
臼井ショッピングセンター協同組合
ASA志津
（有）小倉自動車
かすていらタカノ
（有）加藤農機商会
（有）熊谷綜建
光英塾 京成佐倉駅前教室
光英塾 千成本教室
（株）佐栄電気
（有）佐倉読売サービスセンター
笑縁鍼灸院
シロタカメラ
株式会社テーオー印刷
ユーカリが丘動物病院
ユーカリ・ボウル
ユーミーどうぶつ病院
店舗名（1,000㎡超

大型店）

所在地

電話番号

家電販売店
ベイシア電器 佐倉店

佐倉市寺崎北6-11-2

043-481-0511

佐倉市染井野4-8-1
佐倉市鏑木町1168

043-488-3340
043-485-1811

佐倉市寺崎北6-2-6
佐倉市上志津1598-1
佐倉市染井野4-8-2

043-481-1188
043-463-0511
043-463-5211

佐倉市王子台1-23
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3
佐倉市鏑木町399-1
佐倉市ユーカリが丘4-1-1
佐倉市臼井字寺前676-1
佐倉市石川575-1
佐倉市上志津1673-98
佐倉市寺崎北6-1-1
佐倉市上志津1764-5
佐倉市西志津4-1-1
佐倉市染井野4-7-1
佐倉市大崎台1-18-4
佐倉市西志津3-27-12

043-461-1111
043-489-1600
043-484-2888
043-312-2571
043-463-5270
043-481-0601
043-308-5280
043-481-0011
043-464-0600
043-461-3911
043-460-3411
043-486-6177
043-460-6011

佐倉市寺崎北3-8-5
佐倉市寺崎北3-3-6

043-481-2221
043-481-2057

佐倉市寺崎北3-8-5
佐倉市染井野4-7-6
佐倉市上座558-33-1

043-481-3781
043-460-2301
043-460-0750

ドラッグストア・調剤薬局
株式会社カワチ薬品 そめい野店
ヤックスドラッグ 佐倉店

ホームセンター
カインズ 佐倉店
ケーヨーデイツー 志津店
ケーヨーデイツー そめい野店

スーパー
イオン 臼井店
イオンスタイル ユーカリが丘
（株）いなげや 佐倉店
オーケー ユーカリが丘店
スーパータイヨー 佐倉店
東武ストア 佐倉石川店
トップマート 志津店
ベイシア 佐倉店
ベルク 佐倉志津店
マルエツ 新志津店
（株）ヤオコー 佐倉染井野店
（株）ライフコーポレーション 佐倉店
ランドロームフードマーケット 勝田台店

衣料・身の回り品取扱店
アベイル 佐倉FM店
バースデイ 佐倉店
ファッション センターしまむら 佐倉FM店
ファッション センターしまむら 染井野店
ファッション センターしまむら ユーカリが丘店

