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遊ぶ・泊まる

他にもいろいろ

他にもいろいろ

サービス

飲む・食べる
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買　　う 買　　う

糸魚川地域

能生地域 青海地域

㈾青木商店

㈴青木食料品店

パソコン専門店　アークシステム

㈲朝日自動車

あぶらや木島商店　電器・衣料店

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

謙信　池田屋酒造　小売部

㈲池原印刷所

山 池原菓子舗

安心食生活　イチコ糸魚川店

㈲イチコ洋菓子店

糸魚川名産　一印かまぼこ屋

お土産　糸魚川観光物産センター

糸魚川ビーエス　ブリヂストンタイヤ

糸魚川仏壇仏具センター　横町

アリーナ糸魚川イトウ自動車販売

ＢＩＫＥ＆ＣＹＣＬＥ　伊藤商会

井上米穀店　自家搗精米の販売

本醸造翡翠発売元　㈱猪又商店

いのや商店

スポーツ屋　いまいスポーツ

写真専門店　イワサキカメラ店

＆Ｃasa　インテリアコンドー

古民具・骨董　インテルナみどり

ａｕショップ糸魚川

コンピュータOA㈱エスシーエム

車の修理販売.カートピアあらい

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

㈱木島組　木質ペレット工場

「勾玉米・臼玉米」木島米穀店

京屋

倉又輪店

くろひめフードストア

コナヤスポーツ

小林自動車 いい色たっぷり！/

家電品全般　小林デンキ

斉藤デンキ

家電製品の専門店サウンドライフ

㈴酒井呉服店

酒井書店

酒井書店（東寺町店）

さかえや毛糸店

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

事務用品の専門店　十字堂

㈴白石商店

お茶の正香園

まちの駅　星和石油㈱

糸魚川創寫舘

タイヤプロ糸魚川

創業１０２年　高野寫眞舘

地元伝統の和食材　田鹿麸店

街の電器屋さん　チクダ

車のことなら　中央自動車

綱島モータース㈱

印鑑・ゴム印　寺﨑印房

食品包装容器の店　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２店舗

ナカヤオート　自転車＆ばいく

㈱ナルス　糸魚川店

なわぶん　贈答品・教材販売

ペットショップ　錦鯉センター

有限会社　ハクバ自動車工業

糸魚川の地酒　㈴畑亀商店

花の専門店　花重

㈱ハピー全店（カードで２％お得）

㈱原信　糸魚川東店

ファッション＆コットン　バンビ

おもちゃ＆雑貨　ヒノキヤ

家電販売修理店　姫川電気商会

肉のひらさわ支店

美味揚物　平沢精肉店

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

レコードショップ　フタバ

フラワーガーデンひろせ糸魚川店

糸魚川銘菓「山のほまれ」の紅久

紅屋の甘酒まんじゅう

北陸自動車㈱ホンダカーズ糸魚川

牧江米店

糸魚川名物　マキノの飴

ふるさと銘酒・銘菓　㈱まつき

美味！真空包装の米　松木米店

マックスバリュ糸魚川店

家電製品は　松本電器

ヤマダ電機（マツヤ）糸魚川店

婦人服　マリエ

お肉の専門店　丸ト精肉店

マルニ木島商店

丸仁綜合家具センター

丸リ一　小竹海産物店

三菱サテライトショップ糸魚川

美野屋化粧品店

宮野薬局　薬・サプリ・化粧品

御菓子司　三好屋

布団打直し　無敵屋

メガネジュエリー橋立

メガネ専門店　メガネのさか江

山岸呉服店

山岸食料品店（青果、食料品）

ヤマシタ　奴奈川ＳＣ

やまなべ電器サービス

街のでんきやさん　ヨコタデンキ

吉垣商店芳泉　パティズテーブル

湯川内　よろずや商店

カーコンビニ　渡辺エンジン工業

自転車の事なら　＜渡辺輪店＞

新鮮なお刺身　海鮮料理　あすか

そば処　泉家

いっさく　糸魚川奴奈川店

割烹　魚がし

食事処大瀬（ジオ丼あります）

パスタがおすすめ　カプリーノ

地魚料理　かわせみ

和の旬　かんのや

きときと寿し　糸魚川店

京の蔵・食彩ダイニング

そば処　金七

膳処くろひめ

魚料理　居酒屋　げんこつ亭

居酒屋　源兵衛

今井　琴ざわそば

江戸前　㈱重寿し

寿司・割烹志乃

焼肉　昌京苑

地魚料理　すし活

糸魚川の味処　すし廣

銭形　寺島店　大野店

居酒屋多喜（地酒の飲み比べ）

レストパブ　チロル

月徳飯店

だいにんぐばー徳菜光

こだわりの店　とんかつインター!!

喰べ処　なかしま

塩の道交流館　歩荷茶屋

居酒屋　伝十郎

焼肉居酒屋まるちゃん

ご当地ラーメン　麺家なりた

焼肉屋さかい　糸魚川店

居酒屋　やまね

ラーメンハウス東寺町店

地魚料理・民宿・楽々荘

美味しい料理と酒　居酒屋亮太郎

漁場傳兵　楽々　串処おけさ

糸魚川カントリークラブ

ホテル　ゑびや

ホテル国富翠泉閣・アネックス

笹倉温泉　龍雲荘

塩の道温泉　ホワイトクリフ

焼山温泉　清風館

美容室　カットハウス　ルウ

ヘアーサロン　さとま

旅のご案内　㈱三愛旅行社

髪と素肌イキイキスズラン美粧院

タカダ美容室

美容室フルール

ヘアー・ジャスティス

ボブマリー

モナミヘア　本町店・一の宮店

ヤマ美容室

女性も気軽に入る　理容コバヤシ

いやしのサロン　トミザワ理容所

理容まつや

青木工務店

㈱アド・クリーク

５０年の実績　糸魚川自動車学校

㈲糸魚川タクシー

住宅新築リフォーム　猪又建設㈱

株式会社　猪又鉄工所

株式会社　栄進設備工業

㈲エコ設備サービス

株式会社　かねこ

かねこ　コンクリート事業部

株式会社　カネタ建設

株式会社　木島組

義 建築白石㈱

幸せを造る幸夢店　小池建木店

安全親切快適小型タクシー

有限会社　佐藤板金

シャッターの専門店　三箇工業

住宅資材　株式会社　三和

㈲住宅設備サービス

関原開発建設株式会社

高橋工務店

畳工芸　田木畳店

有限会社　冨岡建築工務店

中川クリーニング

クリーニングニューピース

㈲樋口建築

快適な住まいづくり　比護建築

糸魚川クアリゾート㈱ひすいの湯

ひばの木造園

堀建築

丸山建築

建築板金　水澤板金工業

㈲室川工務店

きれい大好き企業　㈱大和屋

－すまい工房－　㈲吉垣工務店

住宅資材専門店　ラック株式会社

「糸魚川プレミアム商品券」が使えるお店・事業所
※糸魚川プレミアム商品券が使えるお店・事業所は変更することもあります。随時、糸魚川商工会議所ホームページ又は電話でご確認ください。

リフォームも飲食も

商品券でOK地元で買いものを

しましょう

（注）掲載順は、地域別・分野別・店名の50音順です。

アトム緑ヶ丘店のうちでんき

マリンドリーム磯貝鮮魚店

磯谷時計・メガネ店

カメラ専門店　伊藤カメラ店

イモリおしゃれのパートナー！

婦人服と学生衣料品の店いわさき

お魚専門店 魚ひろ　石井鮮魚店

笠原酒店

加藤マルジ商店

くらまた洋品店

笹寿司　小竹食品

有限会社　おしゃれの店　小林

㈲斉藤電気

佐藤菓子舗

サンエー　能生店

電器の事は　サンコー社

フレッシュストア　シンヤ

高田屋

農業機械　水道工事　滝川機械店

有限会社　タツミサイクル

田中味噌店

カニ直売　長福丸

㈱ナカシマ　能生本店

サイクルショップ　ナカムラ

ナルス能生町店

衣料品　はせ川

まつお呉服店

マリンドリーム能生

マリンドリーム能生　丸富物産

フーヅショップ　ヤオセ

ヤマキ精肉店

畳襖内装薪ペレットストーブ山仙

本と文具の　吉直書店

林見薬局

Ｙショップ　わたせ

一心一杯!!　あさひ楼

食楽厨房あづま 

ママの店、 割烹かっちゃん

能建隣赤い看板目印　越王らーめん

お魚料理シーサイド磯貝

酔虎傳

らーめん多喜屋「カニらーめん」

手打ちそば　菊右エ門

お食事処　常

浜寿司

「ファミレス」　ミルキーウェイ

割烹わたせ

グリーンメッセ能生

柵口温泉　権現荘

旅館　坂中屋

権現岳ジオサイト　対岳荘

宿泊　お食事　竹春館

かつて芭蕉が訪れた　旅館玉屋

湯元　山城屋

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

美容室　微笑工房miyoshi

微笑工房　miyoshi　木浦店

理容　石井

理容　伊藤

理容　はしだて

あなたの生活お助け隊笠原商事㈱

光と空間の工房舎　㈱加藤工務店

家電、電気工事　㈱武藤商会

屋根・外壁相談所　大貫板金工業

㈱笠原建設

価値ある住まい造り　笠原工務店

快適生活のパートナー　㈱カネカ

住まいのコンビニ　スワロー店

市内NO１　住まいの専門店　能建

パソコン専門店　アークシステム

まちのじてんしゃ屋さん　あおき

有限会社　石原モータース

スポーツ屋いまいスポーツ青海店

イワサキでんき

エスシーエム　ソフト開発専門店

きんつばの　えたこや

越後屋餅菓子店

自家精米のコシヒカリ　㈾青海主食

自動車販売・修理　㈱オーミオート

確かな品を！　オギノ時計眼鏡店

金本自動車整備工場

健康相談ドラッグストアくしはし

くるまや　ジャスト

タチバナ時計店

肉の専門店　立田精肉店

田辺運輸㈱　自動車整備工場

中木ストアー・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

㈱ハピー全店（カードで２％お得）

酒類・食品・雑貨　平林商店

お花の専門店　ひろせ生花店

新鮮で安くてトクトク船見鮮魚店

何でも揃う店　道の駅市振の関

宮原菓子店　和菓子一筋５０年

歯舞昆布　弓矢商店

おっちゃんラーメン

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

ヘアと顔そりエステ店イカリ理美

いまい美容室

ビューティーサロン　エスポアール

艶肌エステシェーブ　髪工房山﨑

ガソリンスタンド　㈱共進

お任せ紫外線ポーラひすい営業所

仕上がり納得撥水洗車㈱山本石油

青代工務店（高気密高断熱住宅）

有限会社　荒井測量設計

町のガス屋さん青海ガス水道公社

おおみ♥はうす

まごころこめて・・・白岩建築

快適な家づくり！　㈲八田工務店

健康住宅一式　平野工務店

古市塗装

木の専門店、木の香る家　丸田組

くらしのパートナー　山本製材所

建築設計・施工　Ｌｉｆｅアート

地元消費促進運動

　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）は地元消費促進運動に取り

組んでいます。

　下記のマークはこの運動のシンボ

ルマークとして、お店や会社の皆さ

んが啓発のため缶バッジを着用して

います。市民の皆様のご理解をお願

いします。

　マークはメビウスの輪で永遠の循

環を表現しています。（市内での消

費の循環をイメージしています）

　中央の「ｉ」は糸魚川の頭文字と

人をシンボル化しており市民が循環

の輪で“守られている”様子を表し

ています。

弁天カード会加盟店全店で使用いただけます弁天カード会加盟店全店で使用いただけます


