
Ｈ27.11.10現在 （五十音順）

くろひめフードストア （有）ニックひろせ （有）やまなべ電器サ－ビス 姫 ラブリー美容室 建築　横川 日本ヒスイ鉱業 総合衣料いわさき
（有）健康の館 奴奈川タイヤサービス （有）やる米花農業 （有）古　畑 （有）リースキン上越 （有）小池建木店 日本プラントサービス（株） 高鳥商店
(株)謙信堂糸魚川 （有）のむらや （有）湯川内特産加工 ホームラン 理容コバヤシ 高栄建設（株）糸魚川営業所 ぬながわ森林組合 ㈲滝川機械店
（有）源馬自動車 （有）ハクバ自動車工業 横川商店 (有)ホビー （有）理容トミザワ （有）興立製作所 （有）根建左官工業 タツミサイクル

（有）相沢ガラス・アルミ建材店 （名）小池商店 橋場鮮魚店 (株)ヨコタ 麺家　なりた 理容まつや コーポ丸山 （株）能建糸魚川支店 田中味噌店 ㈲石原モータース
（名）相沢商会 小滝生産森林組合 長谷川畳店 吉垣商店　芳泉　パティーズテーブル 焼肉  天安門 理容やまぐち 小型タクシー（株） （有）野本工業 ㈱能生町観光物産センター（お土産店） (有)いまいスポーツ
ａｏ（アオ） 子田造花店 （名）畑亀商店 (株)吉原商店 焼肉居酒屋まるちゃん (株)コスモ建機 バウテック（有） まつお呉服店 えたこや菓子舗
（資）青木商店 (株)コナヤスポーツ （株）八川屋商店 四ツ角ベーカリー ラーメン翠扇 （株）後藤組 (有)ハシバ建設 ママの店・割烹かっちゃん 越後屋餅菓子店
（名）青木食料品店 （有）小林自動車 花　重 よろずや商店 らーめんナナ アークシステム 琴澤採石（株） パソコン教室わかるとできる糸魚川校 マルエストア （資）青海主食
（有）青木建具製作所 （名）小林デンキ （株）ハピー Ｙショップ早川・加藤 ラーメンハウス東寺町店 （有）相互建設 小林工務店 （有）樋口建築 吉直書店 御菓子司  精栄軒
青木木工所 小松鮮魚店 （株）原信糸魚川東店 和田菓子店 ライズカフェ 相澤重機 小林塗装店 比護建築 林見薬局 御菓子司　長野屋
（有）赤野自動車板金塗装工場 サイクルショップ　サイトウ 原　畳店 渡辺エンジン工業(株)　カーコンビニ倶楽部 龍喜 青木工務店 小柳建築 ひばの木造園 磯谷時計メガネ店 ㈱オーミオート
（有）朝日自動車 斉藤鮮魚店 （有）ひがしの （名）渡辺酒造店 亮太郎 赤野特殊伐採 小柳塗装 兵工左官工業所 いそや商店 金本自動車整備工場
(株)あぶらや木島商店 斉藤デンキ 光自動車 渡辺輪店 漁場　伝兵 （有）赤星管工 小山工業 平野電気管理事務所 笠原酒店 薬ドラッグストア　くしはし薬局
ありがたや （株）サウンドライフ 樋口屋商店 ルージュ 秋山税理士事務所 斉藤建築 ビルダーズ嵐誠 佐藤菓子舗 Ｋ-1　青海店
イエローハット糸魚川店、タイヤプロ糸魚川 レディースファッション　サカイ （有）久家堂糸魚川仏壇仏具センター 和食中華お食事処　海ちゃん アテナ工芸 斉藤工業 （有）廣兼工業 シンヤ商店 サイクルショップあおき
（株）五十嵐商店 （株）酒井書店 ヒスイねっと アイ・プランニング　喫茶ティファニー 和風処　花のれん （株）アド・クリーク 佐藤建築 （株）ファイター 長福丸カニ販売所 澁谷商店
五十嵐畳店 さかえや毛糸店 ヒノキヤ　おもちゃと雑貨 あおい食堂 （有）アド・プリント糸魚川営業所 佐藤住建 （有）フクシマ測量 ナルスショッピングセンター能生店 ジャスト
五十嵐輪店 さじべいストアー 姫川自動車 あじさい (株)アルファ防水工業 佐藤板金 藤田板金 ニューライフ戸田 杉本商店
池田鮮魚店 佐藤豆腐店 姫川電気商会 居酒屋　源兵衛 （有）雨飾温泉 池亀建築 三箇工業 フラワーガーデン小林 武図商店 冨岳商店
池田屋酒造（株） 里麻商店・ヘアーサロンさとま 平沢支店 居酒屋　多喜 糸魚川カントリークラブ （有）池原印刷所 (株)三共セラミックス フロンティア企画 巻渕商店 中木ストアー・居酒屋　風
カナヤマ池原菓子舗 御菓子司　澤田屋（資） （名）平沢精肉店 居酒屋　つるまる 糸魚川クアリゾート（株） 石黒塗装 (株)三創コンサル 保苅工務店 山伝電機商会 （株）ハピー田沢店
石坂善五郎商店 （株）サンエー厚田店 （有）ひろせ糸魚川店　（フラワーガーデン） 居酒屋　やまね （株）エム・アイ・ディジャパン 石坂工務店 （株）三　和 （有）北陸機工 船見鮮魚店
石崎自動車 （有）サンガー フェル・エッグ （株）一六堂新潟営業所 (有)オーシャン・カンパニー （有）磯貝測量 シグマ建築設計事務所 堀建築 フラワーガーデン・ひろせ
（有）イチコ洋菓子店 （有）三　兄 フジモト車輌 いっさく　糸魚川奴奈川店 (株)国富 （株）糸魚川衛生社 （有）清水板金 牧野工務店 あさひ楼 平林商店
（有）一印かまぼこ屋 ジェイド （有）二葉デンキ商会 今井　琴ざわそば (株)ケー・エヌ企画 （株）糸魚川自動車学校 （有）住宅設備サービス 松木工務店 お食事処 常 松岡商店
（有）一の宮調剤薬局 島田鋼機（株） 不破野鮮魚店 上乃家 笹倉温泉　龍雲荘 糸魚川綜合印刷（株） （株）上越商会糸魚川工場 マッサージ・整体　田村施術院 割烹わたせ 道の駅 市振の関
糸魚川カーセンター　スバルショップ糸魚川 島田畳製作所 平安堂 魚がし 田中屋旅館 糸魚川タウンセンター（株） （有）上南開発 （株）松沢電業 越王らーめん 山崎文六商店
糸魚川観光物産センター 本町通り　しみず (株)平成商事 歌ちゃん （株）新潟ミリオン （有）糸魚川タクシー （有）新栄工業 （株）松原工務店梶屋敷営業所 シーサイド磯貝 Yショップ糸魚川田海店
糸魚川信越電装（株） （有）十字堂 ヘルス金平 御食事処　大瀬 白馬山麓国民休養地運営協議会 糸魚川塗装店 新越部品（株）糸魚川工場 丸山建築 食堂 源海 弓矢商店
地方卸売市場（株）糸魚川青果卸売市場 上越ツバメ石油（株） 弁当・らん 海鮮料理　あすか （有）彦左エ門 糸魚川防災（株） 振興建設技術（株） (有)みずき商会 食楽厨房あづま レディーズファッション長崎屋
糸魚川ビーエス　～ブリヂストンタイヤ販売～ 松月堂 ポーラ化粧品輝営業所 割烹　倉また ひすいの宿（有）たつみ 伊藤隆治司法書士事務所 新富工業 水澤板金工業 浜寿司 渡辺商店
（株）糸一 梢風園 木伊京屋分店 カプリーノ （株）北陸産商 (有)伊藤プラント （株）シンボ (株)ミタキハウス・よってきないや館 ミルキーウェイ
(株)ｉｔｏ （名）白石商店 （株）北陸家具 （名）かんのや ホテルゑびや （株）井上商会糸魚川支社 （有）新和重建 碧　建設（株） らーめん 山茶庵
伊藤金物(株) （資）新栄自動車 （株）ホサカ きときと寿し糸魚川店・焼肉屋さかい糸魚川店 三井企画（株）ミスターパチンコ糸魚川店 猪又建設（株） （株）杉澤建設 室川印刷 Yショップ能生わたせ 栄寿し
伊藤商会 シンヤ自動車工業 （株）保坂屋糸魚川営業所 牛角糸魚川店 民宿　きじま 猪又建築 杉原興業 （有）室川工務店 駅前汐路 酔虎傳 おっちゃんラーメン
井上米穀店 杉本牛乳 牧江米店 グレッチ 焼山温泉　清風館 （有）猪又工業 （有）杉本測量 明成建工 遊ぶ・泊まる 寿し善
猪又酒造（株） スズキアリーナ糸魚川中央（イトウ自動車） 牧野商店 （有）コトヒラ （有）楽々荘 （株）猪又鉄工所 スナヤマ測量 明東設備工業（株） はたの寿し
(株)猪又商店 鈴木商店 牧野製飴店 酒寮　さかえ 猪又塗装 成建設備工業 森の音 旅館坂中屋 レストラン　ボン・ジュール
（名）いのや商店 西頸販売（株） まちの駅 リサイクルショップひめかわ 肴菜や 岩崎工務店 （有）関澤造園土木 安田塗装店 旅館竹春館
（有）いまいスポーツ （有）正香園 （株）まつき サントモック 明美美容院 岩崎板金 （株）関武建設 山崎建築 旅館田中屋
イワサキカメラ店 (株)清耕園ファーム 松木米店 サンパギータ 一力分店理容所 インテリア  カトウ 関原開発建設（株） （有）山　伸 旅館玉屋 いまい美容室
（資）インテリア コンドー 精肉　山一 松木鮮魚店 塩の道温泉ホワイトクリフ・ボッカ茶屋 （有）糸魚川式典　糸魚川セレモニーホール （株）栄進設備工業 （株）関原建設 （株）山本工務店 権現荘本館 髪工房　山﨑
魚松鮮魚店 正宝堂姫川店 マックスバリュ糸魚川店 （株）重寿し 糸魚川重機工業（株） （有）栄電舎 創和ジャステック建設（株） 山本板金工業 ㈲対岳荘 (株)　共進
ａｕショップ糸魚川・(株)野田屋 星和石油（株） （株）マツシタパーツ 蒸汽茶屋 （有）糸魚川ビルクリーナー （株）エコシステム糸魚川営業所 園田工務店 山本板金工業所 山城屋 ニッカ石油スタンド
(有)ＳＫフロンティア セカンド・ステージ 松村電機商会 (有)昌京苑 (株)イリス　糸魚川営業所 （有）エコ設備サービス （有）大黒組 （株）横川建設 ビューティーサロンエスポアール
（株）エスシーエム （有）セントラル 松本電器商会 （名）松喜楼 (株)ウィルサイト （株）ＮＴＴ東日本-新潟糸魚川サービスセンター (株)平　建設 （有）吉垣工務店 増田クリーニング
越後屋ええもん本舗 第一自動車工業（株） （株）万里絵 正三楼 エステサロン　ジェイド (株)エム・コミュニケーション 高辻塗装 （有）吉川工務所 理容シラサワ
(有)えびす釣具店 (株)大昭安全 マルエス斉藤醤油味噌醸造店 昇利寿司 オーストリアスキー教室 （資）大久保電機商会 室内施工  タカノ 米原商事（株） 伊藤カメラ店 理容砂原
ゑびすや商店 高野写真館 （有）マルキチ 食彩ダイニング　京の蔵 かおる美容室 大瀬板金 高橋工務店 ラック（株） 笹川石油 理容たつがみ
(株)エフティーエフ 高橋印房 マル甲鮮魚店 食・酒・場いといがわ＆膳処くろひめ カットハウス　ルウ （株）大　月 （株）高橋測量 ワークセンターにしうみ 美容室さくら
(株)オートサービス　カミヤ 田木畳店 ㊤五十嵐商店 食堂・宴会・民宿　かんざん 髪工房Ｈａｎａ （株）オグラゼネラルカンパニー 田上板金 WAZEN ヘアーサロン理容シザー
(株)大山農場 （資）田代建硝 （有）丸善商店 新宿食堂 （株）三愛旅行社 （有）小竹組 田代組 （有）渡辺建築設計事務所 微笑工房miyoshi 青代工務店
御菓子司　紅久 田代米店 丸田新聞店 スイトピー 蛇橋商会 （株）小田島建設 田辺工業（株）糸魚川営業所 木の実美容室 ㈲荒井測量設計
御菓子司　紅屋 タニダリビングサービス （名）丸ト精肉店 （有）すし活 （資）信越環境サービス 恩田建築 （株）谷村開発 ビューティーサロンアキ ㈱伊藤建設
御菓子司　三好屋 （名）田原支店 (有)マルトミ糸魚川 （有）寿司・割烹　志乃 スズラン美粧院 金澤電業 （株）谷村建設 ヘアーサロン満足 (有)青海ガス水道公社
小川釣具店 田原酒造（株） （有）丸富物産（マリンドリーム能生内） （有）寿し広 タカダ美容室 （株）かねこ 田野製材所 ヤマト美容室 おおみ・はうす
翁屋菓子店 （有）チクダ マルニ木島商店 スナック　ムーンライト （有）チャーミング 金子瓦店 （有）地域環境開発研究所 理容クサマ (有)八田工務店
(株)お米の配達人 （株）中央自動車 丸仁商事（株） スナック  アイ （有）友スタッフサービス カネコ電気サービス 地下技術(株) 理容はしだて 平野工務店
小竹衣料品電化サービス店 綱島モータース（株） （株）まるやまサロン糸魚川 スナック　アルファ 中川クリーニング （株）カネタ建設 茶の間しんぶん 理容橋本 古市塗装
小野萬蔵商店 寺﨑印房 （名）丸リ一商店 スナック　ベジ （有）ニューピース カネヨ運輸（株） (株)堤ハウジング 理容八千代 （資）山本製材所
お花の店ブルーファン （有）てれぱる糸魚川 三菱自動車サテライトショップ糸魚川 スナック　ラファエル のんだら代行社 カワイ・サイン企画 綱島設計事務所 ㈲磯貝鮮魚店 マリンドリーム店 Ｌｉｆｅアート／ながさきや
（有）カートピアあらい 土肥電機 （株）みどり家具店 銭形　大野店・寺島店 ひすい社会保険労務士事務所 （株）木島組 椿井歯科医院 衣料品はせ川
加賀の井酒造（株） 突華豆腐製造所 美野屋 そば処　泉家 ヒデ美容室 木島板金 （有）テクノス お菓子のナカシマ 能生本店 伊藤建築
片岡ガーデン (株)冨江洗心堂 宮野薬局 そば処　おだじま 美容室しらいし 北村板金 寺崎建築 おしゃれのパートナー イモリ 鬼舞　伊藤建築
カネキ冨江商店 富岡商店 明星自動車工業（株） そば処　金七 美容室Ｃｈｏｃｏｔｔ 協栄産業（株） 寺﨑電気 ㈲おしゃれの店 小林 井田建築
川島米店 （有）富田テレビ商会 睦屋糸店 食べ処  なかしま ヘアーサロンまつざわ 串橋電気管理事務所 （株）東海電業 笠原商事㈱ (株)大貫板金工業
川原塗料 （株）ナカシマ糸魚川店 無敵屋 チロル ヘアー・ジャスティス 熊谷塗装 （有）戸田組 加藤マル治商店 (株)能建グループ 各店
観光物産　青木商事 (有)中島自動車板金塗装 メガネジュエリー橋立 （有）月徳飯店 ヘアーメイク　アプリコット （有）熊倉 （有）冨岡建築工務店 くらまた洋品店 (株)笠原建設
韓国キムチ店・有子 中田石油（株） メガネのさか江 （名）鶴来家 ヘアーラウンジ　ラポール （株）倉富鐵工所 直江津海陸運送（株）姫川営業所 ㈲小竹食品 (株)笠原工務店
木島商店 永野石油（株） 山川製菓 （資）どさん子大栄　みそ膳 平安セレモニー（株）糸西セレモニーホールへいあん 倉又建築 （有）長崎運送 サイクルショップナカムラ (株)加藤工務店
木島米穀店 中峯 （株）山岸呉服店 とよばた鮮魚店 北陸自動車（株） 倉又鉄工所 中澤塗装店 ㈲斉藤電気
京　屋 ナカヤオート 山岸食料品店 とんかつインター ボブマリー 黒石電機サ－ビス （有）中村建設 さかなや魚勢 能生店
Ｇｏｏｄ　Ｇａｒａｇｅ　（グッド　ガレージ） (株)ナルス　糸魚川店 （名）山澤商店 ナイトビュー まーるが　吉原 （株）クローバ興業 （株）縄商会 サンコー社
倉若商店 心のかよう贈り物の　なわぶん （株）山　下 ナイトラウンジ・アベニュー モナミヘアー 建築  倉又 新潟ポリマー（株） J-NETﾁｪｰﾝのうちでんき
九郎右エ門 新潟日産モーター（株）糸魚川営業所 ヤマダ電機テックランド糸魚川店 （名）春よし （株）大和屋 建築　白石 西頸城商事（株） 上手にリフォーム ㈱山仙
(有)クロスタニン糸魚川 ニッカ園芸 大和屋精肉店 バンビーノ ヤマ美容室 建築　達紙 （有）日光通信設備 スーパーサンエー 能生店

『市内共通商品券』が使えるお店・事業所 
※市内共通商品券が使えるお店・事業所は変更することがあります。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。 
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