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パソコン修理・販売　アークシステム
㈲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）
ありがたや
イエローハット・タイヤプロ糸魚川店
㈱五十嵐商店で使えます！
謙信　池田屋酒造
印刷と事務用品　㈲池原印刷所 

㈲一印かまぼこ屋 
糸魚川カーセンター 
糸魚川観光物産センター
ペット　糸魚川錦鯉センター
糸魚川ビーエス　〜ブリヂストン〜
糸魚川仏壇仏具センター　横町 
スズキアリーナ　イトウ自動車販売
BIKE＆CYCLE　伊藤商会
㈱猪又商店（小売部）
パンとお菓子の店　いのや商店
スポーツ×雑貨　いまいスポーツ
＆ Case by インテリアコンドー

エスシーエム・パソコン専門店 
御菓子処　翁屋
御菓子司　紅久
御菓子司　三好屋
小竹衣料電化サービス
丸リ一　小竹海産物店
川島米店　糸魚川産コシヒカリ
株式会社　木島組
「勾玉米・臼玉米」木島米穀店 
京屋
コナヤスポーツ　仮店舗R148沿い
電化製品のことなら小林デンキで！
コメリＨ＆Ｇ梶屋敷店

買って、地元に未来へ　斉藤デンキ
家電のお求めはサウンドライフへ
酒井書店／ＢＳサカイ東寺町店　
さかえや毛糸店 
里麻商店　ヘアーサロンさとま 
㈱サンエー　厚田店
木と住まいの素敵住生活　㈱三和
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㈱
合名会社　白石商店 
お茶の正香園
精肉山一
星和石油株式会社
㈲チクダ

カネキ　冨江商店
富岡商店
中田石油グループ４店舗

つなしま書店

印鑑・ゴム印のご注文は　寺﨑印房

永野石油株式会社
ナカヤオート　自転車とばいく 

いきいきママさん応援　㈾なわぶん
博宝・株式会社まつき
花の専門店　花重
㈱ハピー　奴奈川店・横町店・早川店

原畳店
バンビ
ヒノキヤ　おもちゃ＆雑貨
姫川電気商会
肉のひらさわ支店
㈲ひろせ・フラワーガーデン
たまごやさんの　フェルエッグ
フジモト車輌
㈲フタバデンキ
㈱北陸家具
㈱保坂屋糸魚川営業所
うまい米　牧江米店 
まちの駅　ひめかわ 

松本電器　家電品販売・修理
万里絵（マリエ） 
マル甲鮮魚店
白馬通り　丸ト精肉店
丸仁家具 
三菱サテライトショップ糸魚川 
古民具・骨董の店　㈱みどり家具店
宮野薬局　薬・サプリ・化粧品 
無敵屋
メガネジュエリー橋立
メガネのさか江
山岸呉服店
旨い地酒と越後みそ　㈴山澤商店
ヤマシタ　糸魚川創寫舘
ヤマダ電機　テックランド糸魚川
㈲やまなべ電器サービス
ヨコタデンキ
㈱吉原商店
レディースファッション　サカイ
ワークセンターにしうみ
通学用自転車展示中！　渡辺輪店

あじさい
居酒屋　源兵衛
居酒屋　松ちゃん
いっさく　糸魚川奴奈川店

きときと寿し・焼肉屋さかい糸魚川店
牛角糸魚川店
食彩ダイニング　京の蔵

割烹　魚がし
パブレストラン　カプリーノ 

割烹　倉また
琴ざわそば
地魚料理　すし活
寿司割烹　志乃
すし廣
御食事処　銭形　寺島店・大野店
膳処くろひめ　くろひめフード 
そば処　金七
チロル
月徳飯店　徳菜光
大好評“ランチ”のとんかつインター
トラットリア・バンビーノ
カフェレストラン　ブォーノ
ひすいラーメンの店　麺家なりた
麺家みそ道楽　みそ膳（イオンタウン内）
焼肉　昌京苑
やまね
ラーメンハウス東寺町店
ライズ　カフェ
地魚料理・民宿　㈲楽々荘

糸魚川クアリゾート㈱　ひすいの湯
笹倉温泉　龍雲荘
ひすいの宿㈲たつみ
ご法要・ご宴会　ホテルゑびや 
ホテル國富　翆泉閣・アネックス
ホワイトクリフ・歩荷茶屋
焼山温泉　清風館

有限会社朝日自動車 
㈱アド・クリーク 
糸魚川カントリークラブ
笑顔と安全運転　糸魚川タクシー
イワサキカメラ店 
㈲カートピアあらい
安全・安心・快適・便利　小型タクシー
㈾信越環境サービス
時短カラーリング　スズラン美粧院
タカダ美容室
畳工芸　田木畳店
㈲チャーミング
綱島モータース株式会社
困ったら電話!!　㈲富田テレビ商会
中川クリーニング
のんだら代行社
㈲ハクバ自動車工業

北陸自動車㈱　ホンダカーズ糸魚川
ボブマリー
モナミヘア

パソコン教室わかるとできる 
新潟日報　ひろせ新聞店

きれい大好き企業　㈱大和屋
女性も気楽に来店　理容コバヤシ
理容トミザワ
理容まつや
渡辺エンジン工業㈱ 

アイプランニング・喫茶ティファニー
㈱糸魚川自動車学校

㈲大黒組
高橋工務店
㈲冨岡建築工務店

創和ジャステック建設㈱
園田工務店

㈲樋口建築
快適な住まいづくり　比護建築
ひばの木造園
各種塗装工事　ビルダーズ嵐誠 
堀　建築 
丸山建築
有限会社みずき商会 
水澤板金工業
ミタキハウス・よってきないや館
−すまい工房−　㈲吉垣工務店

シャルマン火打スキー場・大平やすらぎ館

鉄工と配管の㈱猪又鉄工所
㈲栄電舎
㈲エコ設備サービス

糸魚川塗装店

幸せづくりのお手伝い　猪又建設

合資会社　大久保電機商会
株式会社　カネタ建設
㈱倉富鐵工所

㈲小池建木店
株式会社　後藤組
佐藤建築（新築・リフォーム） 
シャッター専門店　三箇工業 
㈲住宅設備サービス
すまいパートナー　大島直樹

ませぐち温泉　対岳荘

快適な生活のお手伝い　㈱カネカ
ヘアーサロン満足
ヘアーサロン理容シザー
微笑工房みよし本店・木浦店
理容はしだて

岩𥔎内装 
㈱大貫板金工業
豊なくらし応援　笠原工務店
光と空間の工房舎　㈱加藤工務店
木製・アルミ建具　カワイ木工 
リフォーム外構工事　㈱平建設
中古住宅・リフォーム工事の能建
㈱山仙　畳襖内装　ストーブ
外壁・屋根塗装　渡辺塗装店

自動車販売・修理　㈱オーミオート
㈲青海ガス水道公社
金本自動車整備工場
田辺運輸㈱　田辺自動車整備工場
ビューティーサロン　エスポアール
理容たつがみ

青代工務店
おおみ・はうす
まごころこめて　白岩建築
住まいのことなら！　㈲八田工務店
平野工務店
古市塗装
㈱丸田組
㈾山本製材所
Lｉｆｅアート/ながさきや

家電・電気工事　㈱武藤商会　

アトムチェーン緑ヶ丘店
イモリ　(おしゃれのパートナー)
さかなや魚勢　能生店
㈲おしゃれの店　小林
笠原商事株式会社
加藤マルジ商店
くらまた洋品店
笹寿司の小竹食品 

サイクルショップ　ナカムラ
㈲斉藤電気
ENEOS　笹川石油　能生給油所
㈱サンエー　能生店
家電製品・電気工事　サンコー社
総合衣料品店　いわさき
農業機械・水道工事は滝川機械店
㈲タツミサイクル
新潟スイーツ　ナカシマ能生本店
なかため（自家精米と旅館）

ふとん販売・仕立直し　能生製綿
株式会社能生町観光物産センター
総合衣料品店　はせ川

あおき自転車店
スポーツ×雑貨　いまいスポーツ
イワサキでんき
美味しいお米は㈾青海主食に決定
御菓子司　長野屋
全品10％OFF　オギノ時計眼鏡店
ガソリンスタンド　共進
くしはし薬局　健康相談、処方箋
魚幸　髙澤鮮魚店
タチバナ時計店
肉の専門店　立田精肉店
㈱中木ストアー・居酒屋　風
竹のからかい本舗　中村屋
㈱ハピー　田沢店
海山神秘国石翡翠の里　ヒスイ本店
㈲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

フレッシュストア　シンヤ
巻渕商店 
まつお呉服店
ママの店・割烹「かっちゃん」
マリンドリーム磯貝・シーサイド磯貝
地酒・ヒスイ・おみやげ　㈲丸富物産
山伝電機商会
吉直書店 
薬の専門店　林見薬局
Ｙショップ能生わたせ　割烹わたせ

一心一杯！　あさひ楼
手打ちそば　菊右ヱ門
酔虎傳
芭蕉の宿　割烹旅館　能生　玉屋
浜寿司
マリンドリーム・ミルキーウェイ

柵口温泉　権現荘
宿泊、ご法要、ご宴会　坂中屋 

弓矢商店
レディーズファッション長崎屋

親不知　お食事処　漁火
おっちゃんラーメン
親不知ピアパーク　レストピア 
味処　寿し善
新鮮なネタ・寿司・家庭料理のはたの
めん屋一丁（ピアタウン青海内）
レストラン　ボン・ジュール

親不知観光ホテル

㈲荒井測量設計道の駅　市振の関

山　池原菓子舗

義　建築白石㈱

イチコ糸魚川店500

ウエルシア糸魚川寺島店500

コメリホームセンター糸魚川店 500

㈱ナルス糸魚川店 500

原信　糸魚川東店 500

マックスバリュ糸魚川店 500

コメリハード＆グリーン　能生店 500

㈱ナルス　能生町店 500

２０１７年２月７日現在の参加店です。プレミアム商品券が使えるお店・事業所は随時追加・更新されます。最新情報は糸魚川商工会議所HPでご確認ください。

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29年2月1日（水）〜6月30日（金）

有効期間／

金壱千円

商品券
地元消費促進運動

〜子育て・進学・就職応援フェア〜

国石�ヒスイ�選定記念

見　本

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29年2月1日（水）〜6月30日（金）

有効期間／

金五百円

※500円券は店頭に使用可能と表示のある店でのみ使用できます。

商品券
地元消費促進運動

〜子育て・進学・就職応援フェア〜

国石�ヒスイ�選定記念

見　本

平成２９年２月１日㊌〜６月３０日㊎【有効期間】

●500円券は

新中学１年生の制服、カバン、体操着等の販売について、店舗以外での販売所では本プレミアム商品券は使用できません。

また、高校教科書等も店舗以外で販売するものについては本プレミアム商品券は使用できませんので、ご注意ください。

●「買う」「飲む・食べる」などの分類はお店の申し出により区分しています。のマークのあるお店では使えません。500

国石「ヒスイ」選定記念
地元消費促進運動

商品券地元消費促進

〜子育て・進学・就職応援フェア〜

が使えるお店・事業所

●横川商店

●新潟スイーツ　ナカシマ糸魚川店

●ポーラ輝営業所

●焼肉　天安門
●江戸前　重寿し

●ＨＡＩＲ　ＪＵＳＴＩＣＥ

●アジュール設計室
●糸西セレモニーホール　へいあん

●糸一般建築設計施工　保苅工務店

●ピアタウン　えたこや菓子店

●は追加更新のお店・事業所になります。


