
業種 店　　名 連　絡　先 所 在 地 業種 店　　名 連　絡　先 所 在 地

1 大型店 土浦ピアタウン ８２３－５５５１ 真鍋新町 36 衣料 ＬＩＮＫＳ-Ｄ（大徳ピアタウン店） ８２６－２１６１ 真鍋新町

2 大型店 コープつちうら ８２５－０２３１ 小松 37 衣料 前野呉服店 ８２１－０４５２ 中央２

3 大型店 カスミ　土浦駅前店 ８３５－５８７７ 大和町 38 靴 中西はきもの店 ８２１－０１０７ 中央２

4 食事 吾妻庵総本店 ８２１－０１６１ 中央１ 39 靴 ザックスオオヌマ ８２２－０８０１ 中央１

5 食事 石挽蕎麦と炭火焼　一成 ８２１－００２８ 大和町 40 暮らし 大塚生花店 ８２１－４４０９ 大和町

6 食事 料亭　霞月楼 ８２２－２５１６ 中央１ 41 暮らし オオヤマ補聴器センター ８２１－１１２３ 城北町

7 食事 ごはん・おちゃ・おさけ　ふじや ８７９－８０８０ 桜町３ 42 暮らし 美術工芸ミナトヤ ８２４－０５０５ 中央２

8 食事 牛タン焼き　仁斗 ８７５－７２０７ 大和町 43 暮らし お仏壇の鈴文 ８２２－０３１１ 中央１

9 食事 中華の福来軒 ８２１－１１６２ 中央１ 44 暮らし 手作り仏壇　尾張屋 ８２３－０５２７ 中央１

10 食事 天ぷら ほたて ８２１－０１５１ 中央１ 45 暮らし 大国屋　駅前店 ８２１－０３４８ 大和町

11 食事 天ぷら 八起 ８２７－２３０８ 大和町 46 暮らし 波山堂 鈴木印舗 ８２１－０４９４ 中央１

12 食事 居酒屋 やまとや ８２１－４０００ 大和町 47 暮らし 高山印舗 ８２１－０８３５ 中央２

13 食事 中華 ゆうき食堂 ８２４－６６７７ 中央２ 48 暮らし 写真工房 プロキュー ８２７－００５７ 川口１

14 食事 割烹　よし町 ８２１－５２６７ 中央２ 49 暮らし 大久保写真館 ８２１－０９９３ 桜町４

15 喫茶 古民家カフェ　城藤茶店 ８９５－０２８３ 中央２ 50 暮らし 趣味の店　 ８２１－０１７７ 中央１

16 喫茶 パルケ ８２４－９６４８ 生田町 51 スポーツ スポーツアカデミー土浦 ８２２－７５３０ 川口１

17 喫茶 ニコニコ珈琲 ８２３－０４１５ 下高津１ 52 スポーツ 円城寺スポーツ(本店) ８２１－１０３０ 大手町

18 喫茶 喫茶 ロータス ８９９－１１６９ 蓮河原新町 53 スポーツ 円城寺スポーツ(真鍋店) ８２３－１０６９ 真鍋新町

19 パン 木村屋パン店 ８２１-０００３ 中央２ 54 自転車 川崎乗物デパート ８２１－１１４７ 大和町

20 パン 千勝堂 ８２１－０８９６ 大和町 55 時計 佐竹時計店 ８２１－１４１３ 大和町

21 パン 中村屋 ８２３－１５５５ 桜町１ 56 時計 錦明堂時計店 ８２１－２０２６ 川口１

22 菓子 久月 (市役所店) ８２６－０３３９ 大和町 57 眼鏡 ひたちや眼鏡店 ８２１－２３１３ 大和町

23 菓子     久月 （ピアタウン店) ８２３－７２１１ 真鍋新町 58 美容 中嶋康化粧品店 ８２１－１６７０ 中央２

24 菓子 久月 （桜ヶ丘店) ８２３－４３３１ 桜ヶ丘 59 美容 ララボーテ とりでや化粧品 ８２１－１８１１ 川口１

25 菓子 創作和菓子 すぎやま ８２１－０６７７ 川口１ 60 美容 すがた美容室 ８２１－１６０７ 桜町１

26 お茶 お茶のせこ沢 ８２１－０２２８ 大和町 61 美容 美容室 ソレイユ ８２３－９３２３ 真鍋１

27 お茶 栗山園 ８２１－０６６８ 中央１ 62 美容 美容室 ラストウィン ８２４－８７５５ モール５０５

28 お茶 平喜園 ８２２－８７１６ 中央２ 63 美容 美容室 リゾート ８３５－３０３０ 港町１

29 佃煮 小松屋 ８２１－０３７３ 大和町 64 美容 りずむヘアデザイン ８３５－０８８０ 中央１

30 佃煮 箕輪名産店 ８２１－０３２９ 大和町 65 美容 理容室 ソラ ８４６－５７６０ 中央２

31 食品 鶴田商店 ８２２－０８３３ 川口１ 66 美容 セバタ理容室 ８２１－６８４６ 中央２

32 酒 矢口酒店 ８２１－０１３８ 中央１ 67 癒し 匡正堂　三好整骨院 ８２６－７０１２ 桜町３

33 衣料 しゃれたきもの 京屋 ８２１－０７１２ 中央２ 68 旅館 リバーサイドホテル えびすや ８２１－０３６０ 富士崎

34 衣料 アイ ラブ ブー チャビィ ８２１－５４３７ 中央２ 69 土産  土浦市観光協会（まちかど蔵） ８２４－２８１０ 中央１

35 衣料 大徳本店 ８２２－００１３ 中央１ 70 土産  土浦市観光協会（きらら館） ８２４－６１１０ 有明町
H31.1月現在 

　　　　協賛店加盟店を募集しています♪

協賛店ニュース　新春号

　　　　　キララちゃんバスに乗車したら 運転手さんに「当日乗車証明券」をもらってね。

 　 2019年　 協賛店一覧 市外局番（０２９）

　当日中に下記店舗で１回1,000円以上お買い物するとキララ券(100円)券がもらえます♪

 日頃から地域通貨券をご利用いただきまして誠にありがとうございます。おかげさまで、地域通貨券を発行してから14年 
目を迎えますが、発行開始当初に比べると、年々土浦のまちのドーナツ化現象が進み、中心地は以前ほどの賑やかさが 
減ってしまっているように思います。いくつもの協賛店が、惜しまれつつも閉店を余儀なくされ、さらにお買い物に行く場所が 
減少しています。キララちゃんバスの目的は、土浦の中心市街地を「活性化する」ことです。今後、協賛店を増やしていき、 
バスの利用において、より多くの皆様が地域通貨券をご利用いただけるよう努力して参ります！ 


