
糸 魚 川 地 域

買　う

飲む・食べる

サービス

遊ぶ、泊る

相沢ガラス・アルミ建材店
㈴青木食料品店
あぶらや木島商店（電器・衣料）
スズキ車専門店アリーナ糸魚川へ
ありがたや
イエローハット糸魚川店
㈱五十嵐商店　本社
㈱五十嵐商店　糸魚川営業所
池田屋酒造　小売部
お菓子のご用命は♥池原菓子鋪♥
◇㈱一小イチコ糸魚川店
イチコ洋菓子店
糸魚川仏壇仏具センター　横町
糸魚川観光物産センター
糸魚川錦鯉センター（ペット）
伊藤商会
㈱猪又商店（小売部）
牛乳パンの店　いのや商店
刺繍＊プリントもいまいスポーツ
インテリアコンドー　＆Ｃａｓａ
ａｕショップ糸魚川
エスシーエム・パソコン専門店
御菓子司　紅久
御菓子司　紅屋
御菓子司　三好屋
加賀の井酒造㈱
㈲かざま屋田鹿麩店
カメレオンクラブ　糸魚川店
糸魚川のコシヒカリ　川島米店
「勾玉米・臼玉米」木島米穀店
㈱木島組　木質ペレット工場
㈱木島組　浦本工場
株式会社　木島組
京屋
㈱コナヤスポーツ
板金！　小林自動車　塗装！
家電品のお求めは小林デンキへ！
買った後、楽しい　斉藤デンキ
レディースファッション　サカイ
ブックステーションサカイ東寺町店
酒井書店
夏糸入荷　さかえや毛糸店
糸魚川の地酒専門店　里麻商店
御菓子司　澤田屋㈾
㈱サンエー　厚田店
車・カギ・保険　㈲サンガー
本町通り　しみず
事務用品の専門店　十字堂
上越ツバメ石油㈱
地酒で乾杯　㈴白石商店
お茶の正香園
正香園（白馬通り店）
星和石油㈱
タイヤプロ糸魚川
印章・ゴム印・篆刻　高橋印房

畳工芸　田木畳店
タニダリビングサービス
街の電器屋さん　㈲チクダ
ゴム印・印鑑　寺﨑印房
街の電気屋さん　土肥電機
富岡商店
㈲富田テレビ商会
㈱ナカシマ　糸魚川店
永野石油㈱　市内店舗
バイクと自転車の！ナカヤオート
◇㈱ナルス　糸魚川店
心のかよう贈りもの店　なわぶん
肉のひらさわ支店
㈲ニック　ひろせ　新聞店　
合名会社畑亀商店
花重生花店
糸魚川市民のお台所　ハピー
◇原信　糸魚川東店
バンビ
おもちゃ＆生活雑貨　ヒノキヤ
おいしい揚物　㈴平沢精肉店
㈲ひろせ・フラワーガーデン
たまごやさんのフェルエッグ
㈲フタバデンキ
レコードショップ・フタバ
うまい米　牧江米店
株式会社まつき・博宝
◇マックスバリュ　糸魚川店
家電品は　松本電器商会
婦人服　マリエ
くろひめフードストア
白馬通り　丸ト精肉店
丸仁綜合家具センター
マルニ木島商店
丸リ一　小竹海産物店
三菱サテライトショップ糸魚川
漢方相談・スキンケア　宮野薬局
無敵屋
メガネジュエリー橋立
メガネ・補聴器　メガネのさか江
精肉　山一
山岸食料品店　果物篭等青果食品
㈱山岸呉服店
ヤマシタ
ヤマダ電機テックランド糸魚川店
㈲やまなべ電器サ－ビス
街のでんきやさん　ヨコタデンキ
吉垣商店　パティーズテーブル
ふるさとの駅よってきないや館
自転車・バイクは渡辺輪店

居酒屋つるまる　糸魚川本店
そば処　泉家
市民レストラン　いっさく
パブレストラン　カプリーノ

和の旬　かんのや
きときと寿し　糸魚川店
炭火焼肉　牛角糸魚川店
そば処　金七
gretch（グレッチ）
膳処くろひめ
今井　琴ざわそば
江戸前　重寿し
寿司割烹　志乃
糸魚川で焼肉といえば昌京苑!!
地魚料理　すし活
すし廣　海鮮料理の店
居酒屋　多喜
レストパブ　チロル
コーヒーハウス　チロル
焼肉　天安門
トラットリア・バンビーノ
ホテル國富アネックス
ホワイトクリフ・歩荷茶屋
ひすいラーメン　麺家なりた
焼肉屋さかい　糸魚川店
居酒屋　やまね
ライズ　カフェ
居酒屋亮太郎

笹倉温泉　龍雲荘
ホテル　ゑびや
ホテル國富翠泉閣
焼山温泉　清風館

パソコン販売修理アークシステム
自動車整備・販売　㈲朝日自動車
㈱アド・クリーク
有限会社糸魚川タクシー
糸魚川カントリークラブ
糸魚川信越電装株式会社
ライフケア　おれんじ
㈲カートピアあらい
クイック　ヤマトヤ（市内全店）
安心安全快適便利な小型タクシー
ヘアーサロン　さとま
ヘアー　ジャスティス
㈾信越環境サービス
スズラン美粧院
写真スタジオ貸衣裳の創寫館
タカダ美容室
高野寫眞舘
ダスキン大和屋
綱島モータース㈱
のんだら代行社
㈲ハクバ自動車工業
糸魚川クアリゾート㈱ひすいの湯
誠実・明確　フジモト車輌

スナック　ベジ
ポーラ　輝営業所
北陸自動車㈱ ホンダカーズ糸魚川
ボブマリー
理容まつや
きれい大好き企業　㈱大和屋
大和屋インテリア
女性もお気軽に　理容コバヤシ
技術で勝負　理容トミザワ
カーコンビニ渡辺エンジン工業㈱

アイ・プランニング
㈱糸魚川自動車学校

信頼と技術で挑戦!!　猪又建設㈱
金属加工と配管設備の猪又鉄工所
越後屋ええもん本舗　ショップ
㈲ エコ設備サービス
㈾大久保電機商会
㈱加藤工務店　糸魚川
株式会社　カネタ建設
義　建築白石㈱
有限会社　小池建木店
屋根・外壁のプロ　㈲佐藤板金
シャッター工事専門店　三箇工業
花咲じいさん　三共セラミックス
㈲住宅設備サービス
園田工務店一般住宅設計施工
リフォーム外構工事　平建設

高橋工務店
有限会社冨岡建築工務店
中古住宅取扱NO1．能建糸魚川
㈲樋口建築
ひばの木造園
塗り替え専門店　ビルダーズ嵐誠
堀建築
丸山建築
総合内装工事　みずき商会
水澤板金工業
株式会社ミタキハウス
－すまい工房－ ㈲吉垣工務店
住宅資材専門店　ラック株式会社

商品券
発行者／糸魚川経済団体連絡協議会（糸魚川商工会議所・能生商工会・青海町商工会）平成27年5月25日（月）～8月31日（月）有効期間／

地元消費促進運動

◇印のお店は500円券は使用できません。

加加 盟盟 店店 使えるお店・事業所

地元で買い物をしましょう！地元で買い物をしましょう！



能 生 地 域

青 海 地 域

買　う

買　う

飲む・食べる

飲む・食べる

サービス

サービス

他にもいろいろ

他にもいろいろ

他にもいろいろ

遊ぶ、泊る

４月２０日現在の加盟店です。今後追加等
変更については、購入時にお渡しするチ
ラシをご確認下さい。

相沢ガラス・アルミ建材店
㈴青木食料品店
あぶらや木島商店（電器・衣料）
スズキ車専門店アリーナ糸魚川へ
ありがたや
イエローハット糸魚川店
㈱五十嵐商店　本社
㈱五十嵐商店　糸魚川営業所
池田屋酒造　小売部
お菓子のご用命は♥池原菓子鋪♥
◇㈱一小イチコ糸魚川店
イチコ洋菓子店
糸魚川仏壇仏具センター　横町
糸魚川観光物産センター
糸魚川錦鯉センター（ペット）
伊藤商会
㈱猪又商店（小売部）
牛乳パンの店　いのや商店
刺繍＊プリントもいまいスポーツ
インテリアコンドー　＆Ｃａｓａ
ａｕショップ糸魚川
エスシーエム・パソコン専門店
御菓子司　紅久
御菓子司　紅屋
御菓子司　三好屋
加賀の井酒造㈱
㈲かざま屋田鹿麩店
カメレオンクラブ　糸魚川店
糸魚川のコシヒカリ　川島米店
「勾玉米・臼玉米」木島米穀店
㈱木島組　木質ペレット工場
㈱木島組　浦本工場
株式会社　木島組
京屋
㈱コナヤスポーツ
板金！　小林自動車　塗装！
家電品のお求めは小林デンキへ！
買った後、楽しい　斉藤デンキ
レディースファッション　サカイ
ブックステーションサカイ東寺町店
酒井書店
夏糸入荷　さかえや毛糸店
糸魚川の地酒専門店　里麻商店
御菓子司　澤田屋㈾
㈱サンエー　厚田店
車・カギ・保険　㈲サンガー
本町通り　しみず
事務用品の専門店　十字堂
上越ツバメ石油㈱
地酒で乾杯　㈴白石商店
お茶の正香園
正香園（白馬通り店）
星和石油㈱
タイヤプロ糸魚川
印章・ゴム印・篆刻　高橋印房

畳工芸　田木畳店
タニダリビングサービス
街の電器屋さん　㈲チクダ
ゴム印・印鑑　寺﨑印房
街の電気屋さん　土肥電機
富岡商店
㈲富田テレビ商会
㈱ナカシマ　糸魚川店
永野石油㈱　市内店舗
バイクと自転車の！ナカヤオート
◇㈱ナルス　糸魚川店
心のかよう贈りもの店　なわぶん
肉のひらさわ支店
㈲ニック　ひろせ　新聞店　
合名会社畑亀商店
花重生花店
糸魚川市民のお台所　ハピー
◇原信　糸魚川東店
バンビ
おもちゃ＆生活雑貨　ヒノキヤ
おいしい揚物　㈴平沢精肉店
㈲ひろせ・フラワーガーデン
たまごやさんのフェルエッグ
㈲フタバデンキ
レコードショップ・フタバ
うまい米　牧江米店
株式会社まつき・博宝
◇マックスバリュ　糸魚川店
家電品は　松本電器商会
婦人服　マリエ
くろひめフードストア
白馬通り　丸ト精肉店
丸仁綜合家具センター
マルニ木島商店
丸リ一　小竹海産物店
三菱サテライトショップ糸魚川
漢方相談・スキンケア　宮野薬局
無敵屋
メガネジュエリー橋立
メガネ・補聴器　メガネのさか江
精肉　山一
山岸食料品店　果物篭等青果食品
㈱山岸呉服店
ヤマシタ
ヤマダ電機テックランド糸魚川店
㈲やまなべ電器サ－ビス
街のでんきやさん　ヨコタデンキ
吉垣商店　パティーズテーブル
ふるさとの駅よってきないや館
自転車・バイクは渡辺輪店

居酒屋つるまる　糸魚川本店
そば処　泉家
市民レストラン　いっさく
パブレストラン　カプリーノ

和の旬　かんのや
きときと寿し　糸魚川店
炭火焼肉　牛角糸魚川店
そば処　金七
gretch（グレッチ）
膳処くろひめ
今井　琴ざわそば
江戸前　重寿し
寿司割烹　志乃
糸魚川で焼肉といえば昌京苑!!
地魚料理　すし活
すし廣　海鮮料理の店
居酒屋　多喜
レストパブ　チロル
コーヒーハウス　チロル
焼肉　天安門
トラットリア・バンビーノ
ホテル國富アネックス
ホワイトクリフ・歩荷茶屋
ひすいラーメン　麺家なりた
焼肉屋さかい　糸魚川店
居酒屋　やまね
ライズ　カフェ
居酒屋亮太郎

笹倉温泉　龍雲荘
ホテル　ゑびや
ホテル國富翠泉閣
焼山温泉　清風館

パソコン販売修理アークシステム
自動車整備・販売　㈲朝日自動車
㈱アド・クリーク
有限会社糸魚川タクシー
糸魚川カントリークラブ
糸魚川信越電装株式会社
ライフケア　おれんじ
㈲カートピアあらい
クイック　ヤマトヤ（市内全店）
安心安全快適便利な小型タクシー
ヘアーサロン　さとま
ヘアー　ジャスティス
㈾信越環境サービス
スズラン美粧院
写真スタジオ貸衣裳の創寫館
タカダ美容室
高野寫眞舘
ダスキン大和屋
綱島モータース㈱
のんだら代行社
㈲ハクバ自動車工業
糸魚川クアリゾート㈱ひすいの湯
誠実・明確　フジモト車輌

スナック　ベジ
ポーラ　輝営業所
北陸自動車㈱ ホンダカーズ糸魚川
ボブマリー
理容まつや
きれい大好き企業　㈱大和屋
大和屋インテリア
女性もお気軽に　理容コバヤシ
技術で勝負　理容トミザワ
カーコンビニ渡辺エンジン工業㈱

アイ・プランニング
㈱糸魚川自動車学校

信頼と技術で挑戦!!　猪又建設㈱
金属加工と配管設備の猪又鉄工所
越後屋ええもん本舗　ショップ
㈲ エコ設備サービス
㈾大久保電機商会
㈱加藤工務店　糸魚川
株式会社　カネタ建設
義　建築白石㈱
有限会社　小池建木店
屋根・外壁のプロ　㈲佐藤板金
シャッター工事専門店　三箇工業
花咲じいさん　三共セラミックス
㈲住宅設備サービス
園田工務店一般住宅設計施工
リフォーム外構工事　平建設

高橋工務店
有限会社冨岡建築工務店
中古住宅取扱NO1．能建糸魚川
㈲樋口建築
ひばの木造園
塗り替え専門店　ビルダーズ嵐誠
堀建築
丸山建築
総合内装工事　みずき商会
水澤板金工業
株式会社ミタキハウス
－すまい工房－ ㈲吉垣工務店
住宅資材専門店　ラック株式会社

マリンドリーム磯貝鮮魚店
写真専門店　伊藤カメラ店
イモリ☆おしゃれのパートナー☆
能生駅前　総合衣料いわさき
小竹食品
笠原酒店
加藤マル治商店
能生町　くらまた洋品店
有限会社おしゃれの店　小林
㈲斉藤電気
㈱サンエー　能生店
サンコー社
フレッシュストア　シンヤ
武図商店
かに元祖　第一白山丸
㈲タツミサイクル
新潟スイーツ・ナカシマ
サイクルショップ　ナカムラ
◇㈱ナルス　能生町店
アトム緑ヶ丘店　のうちでんき
能生町観光物産センター
衣料品・はせ川
巻渕商店
まつお呉服店
ママの店

マルエストア
丸富物産（マリンドリーム能生）
吉直書店
林見薬局
Ｙショップ能生わたせ

一心一杯！　あさひ楼
食楽厨房　あづま
割烹　かっちゃん
自慢の味噌ラーメン越王らーめん
藤崎　船小屋料理シーサイド磯貝
酔虎傳
浜　寿　司
バラエティーフード店ミルキーウェイ
割烹　わたせ

旅館　坂中屋
旅館　田中屋
かつて芭蕉が訪れた…能生　玉屋
なかため（自家精米と旅館）
柵口温泉　権現荘
柵口温泉センター

お風呂とお食事　太平やすらぎ館
美容室　さくら
ヘアーサロン満足
ヘアーサロン理容シザー
微笑工房ｍｉｙｏｓｈｉ　能生店
微笑工房ｍｉｙｏｓｈｉ　木浦店
理容八千代
理容　はしだて

鬼舞　伊藤建築
豊かな暮し応援　笠原工務店
笠原商事株式会社
光と空間の工房舎　㈱加藤工務店
水廻り専門店　㈱カネカ
木製・アルミ建具店　カワイ木工
農業機械　ガス水道　滝川機械店
あおさの味噌汁　拓洋水産工業
㈱能建
すまいの情報館　能建スワロー
夢の国へ御案内所　能生製綿
㈱武藤商会　家電、電気工事
㈱山仙　畳襖内装　ストーブ

青木自転車店 サイクルショップ
刺繍＊プリントもいまいスポーツ
イワサキでんき
自動車販売・修理㈱オーミオート
地元産コシヒカリの店　青海主食
正確な時を刻むオギノ時計眼鏡店
金本自動車整備工場
株式会社　共進
くしはし薬局（処方箋健康相談）
メガネ時計貴金属タチバナ時計店
お肉の専門店　立田精肉店
田辺運輸㈱ 自動車整備工場
㈱中木ストア　居酒屋 風
レディーズファッション長崎屋
御菓子司　長野屋
竹のからかい本舗　中村屋

糸魚川市民のお台所　ハピー
平林商店
㈲ひろせ・フラワーガーデン
新鮮で安くてトクトク船見鮮魚店
道の駅 越後市振の関

栄寿し
味処　寿し善
新鮮なネタ寿司家庭料理のはたの
レストラン　ボン・ジュール

パソコン販売修理アークシステム
理容たつがみ
ポーラ化粧品　ひすい営業所

㈱山本石油

青代工務店
有限会社　青海ガス水道公社
まごころこめて　白岩建築
Lｉｆｅアート/ながさきや
住まいの事なら！ ㈲八田工務店
平野工務店
古市塗装
糸魚川産木の香る家　丸田組
山本製材所


