
長岡市プレミアム付商品券　参加店一覧表（五十音順、8月9日現在）

№ 店　名 町名
1 ブティックあい 東坂之上町2
2 メガネのアイワールド 東坂之上町2
3 ＡＯＫＩ　長岡店 堺東町
4 ＡＯＫＩ　長岡川崎店 川崎町
5 ＡＯＫＩ　長岡リップス旭岡店 旭岡1
6 会館　青善 呉服町1
7 長岡青善駅前本店 城内町2
8 カバンのあおと 大手通2
9 洋服の青山　長岡古正寺店 古正寺1
10 和創作　灯（あかり） 東坂之上町1
11 和創作　灯　造形大学前店 宮関1
12 美容室アクイール　グラッセ 古正寺3
13 旭タクシー(株) 幸町3
14 メガネの朝日堂大島店 大島本町3
15 パンとお菓子の旭屋 摂田屋4
16 アタック　長岡店 堺東町
17 アピタ長岡店 千秋2

【アピタ長岡店リバーサイド千秋モール】
18 ａ　ｖｏｓ　ｓｏｕｈａｉｔｓ 千秋2
19 ＡＫＡＫＵＲＡ 千秋2
20 アカチャンホンポ 千秋2
21 アクシーズファム 千秋2
22 アルファベッツアルファベット 千秋2
23 一汁五穀 千秋2
24 ＩＮＧＮＩ（イング） 千秋2
25 ＩＮＴＥＬＩＥ 千秋2
26 Ｗｅ’ｓ 千秋2
27 ａｎｙＳＩＳ／Ｆｅｒｏｕｘ 千秋2
28 エマーブル 千秋2
29 ｍ．ｆ．ｅｄｉｔｏｒｉａｌ 千秋2
30 はん・印刷の大谷 千秋2
31 オペーク　ドット　クリップ 千秋2
32 カクタス　セポ 千秋2
33 ガトウ専科 千秋2
34 カビリア 千秋2
35 カルディ　コーヒーファーム 千秋2
36 ＣＵＫＥ 千秋2
37 くまざわ書店 千秋2
38 グラーノ　グラーノ 千秋2
39 グランサックス 千秋2
40 グランブッフェ 千秋2
41 グローバルワーク 千秋2
42 ＣＬＯＶＥ 千秋2
43 ｇｒｏｖｅ 千秋2
44 口福堂 千秋2
45 ココカラファイン　リバーサイド千秋店 千秋2
46 ジュンヌモリエ 千秋2
47 四六時中 千秋2
48 ＳＵＺＵＤＥＬＩ 千秋2
49 スターバックスコーヒー 千秋2
50 ストーンワールド 千秋2
51 セ・ラ　コンタクト 千秋2
52 ちゃーしゅうや武蔵　アピタ長岡店 千秋2
53 チャイハネ 千秋2
54 ｔｕｔｕａｎｎａ 千秋2
55 ＴＨＥ　ＳＨＯＰ　ＴＫ　ＭＩＸＰＩＣＥ 千秋2
56 東京シャツ 千秋2
57 ＤＯＳＣＨ 千秋2
58 トミーヒルフィガー 千秋2

1／10



長岡市プレミアム付商品券　参加店一覧表（五十音順、8月9日現在）

№ 店　名 町名
59 ｎａｔｕｒａｌ　ｃｏｕｔｕｒｅ　ＮＩＣＥ　ＣＬＡＵＰ 千秋2
60 長岡ガーデン 千秋2
61 ナチュラルビューティーベーシック 千秋2
62 バケット 千秋2
63 ＨｕｓＨｕｓＨ 千秋2
64 ハピンズ 千秋2
65 Ｂ－Ｔｈｒｅｅ 千秋2
66 化粧品・小物　Ｂｉｓｈｏ・ｄｏ 千秋2
67 ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｂｏｏｍ 千秋2
68 ＰＩＶＯＴ 千秋2
69 フードポートカフェ 千秋2
70 フレンド 千秋2
71 マルムラド 千秋2
72 ミスタードーナツ 千秋2
73 ライトオン 千秋2
74 ラシュッド　ヴァン　スコットクラブ 千秋2
75 Ｒｅ－Ｊ 千秋2
76 カントニーズレストラン龍鳳 千秋2
77 リル　コケット 千秋2
78 レプシィム 千秋2
79 ロペピクニック 千秋2
80 わがんせ 千秋2

81 アベ洋品店 土合1
82 荒木薬局 四郎丸4
83 E-ZONE　長岡七日町店 七日町
84 イエローハット　長岡店 堺東町
85 イエローハット　宮内店 要町1
86 イオン長岡店 古正寺1

【イオン長岡店専門店街】
87 かばんのＩＴＯＹＡ 古正寺1
88 ＩＴＯＹAレディス長岡店 古正寺1
89 越後魚屋うなふく 古正寺1
90 エルセーヌ 古正寺1
91 銀座和真 古正寺1
92 コンチェルト 古正寺1
93 サロン・ド・ピノーレ 古正寺1
94 島村楽器 古正寺1
95 ジャノメソーイングパーク 古正寺1
96 シューラルー 古正寺1
97 シュールタシケント 古正寺1
98 四六時中 古正寺1
99 セリア 古正寺1
100 コットン・毛糸・洋裁・手芸品ダイヤ 古正寺1
101 ｎｅｉｒｏ 古正寺1
102 ハニーズ 古正寺1
103 ピーコック 古正寺1
104 化粧品・小物　Ｂｉｓｈｏ・ｄｏ 古正寺1
105 ファンシーＣＨＡＲＭＹ 古正寺1
106 福麦亭 古正寺1
107 フレンド 古正寺1
108 婦人ファッションＢＥＬＬＥＺＡ 古正寺1
109 ベルエポック 古正寺1
110 ベレッツア 古正寺1
111 ホームカミング 古正寺1
112 ママイクコ 古正寺1
113 呉服・和装小物　丸専きもの 古正寺1
114 網元まるまさ 古正寺1
115 モルディー 古正寺1
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長岡市プレミアム付商品券　参加店一覧表（五十音順、8月9日現在）

№ 店　名 町名
116 やまこう 古正寺1
117 リパリ 古正寺1
118 ワンカラージェルネイル 古正寺1

119 池之端電機商会 関原町3
120 いさり火 大手通1
121 泉青果店（ショップイン大手内） 大手通2
122 よもぎひら温泉　和泉屋 蓬平町
123 新潟三越伊勢丹長岡店 七日町
124 洋品の伊丹 神田町3
125 和洋酒宴　いちか 大手通1
126 壱勢（いっせい）　長岡店（旧　船栄総本店） 坂之上町1
127 たゆまぬ研究　一成堂印房 呉服町1
128 カットパーマ　理容イナガワ 大手通1
129 米・酒・灯油　今議商店　希望ヶ丘店 希望が丘3
130 米と肥料　今議商店　山田店 山田1
131 酒味の郷　囲炉り 城内町3
132 印章堂印判文具店 東坂之上町2
133 ウエルシア　リップス旭岡店 旭岡1
134 ウエルシア　長岡稲葉町店 稲葉町
135 ウエルシア　長岡古正寺店 古正寺3
136 ウエルシア　長岡笹崎店 笹崎2
137 ウエルシア　長岡中島店 中島7
138 ウエルシア　長岡西津店 西津町
139 ウエルシア　長岡宮関店 宮関3
140 割烹　魚石 新町2
141 割烹料理　魚栄 東坂之上町1
142 大島魚仙 大島新町4
143 割烹　魚藤 表町1
144 魚べい　リップス旭岡店 旭岡1
145 魚べい　リップス愛宕店 東栄1
146 魚べい　アクロスプラザ長岡七日町店 七日町
147 魚魚や本店 大手通1
148 ウオロク　要町店 要町2
149 ウオロク　北山店 北山3
150 ウオロク　長岡店 日赤町2
151 ウオロク　蓮潟店 蓮潟1
152 エーデン 曙2
153 越後屋カバン店 東坂之上町2
154 ＥＮＥＯＳ中島ＳＳ 中島7
155 パブ　エリー 坂之上町1
156 遠藤薬局 関原町2
157 お米の大島主食販売 北山2
158 大寿司本店 東坂之上町1
159 スポーツ大西 城内町3
160 オオミヤスポーツ 美沢3
161 京のきもの　おおも 東坂之上町2
162 メガネ・宝石・時計のオガワ 神田町3
163 おぐま酒家 柏町2
164 御米の郷　長岡駅前店 大手通2
165 御米の郷　長岡古正寺店 古正寺1
166 カースタレンタカー城内町 城内町3
167 (有)カギヨシ 殿町2
168 かくだや 新保3
169 お茶の覚張 表町3
170 居酒屋花月苑 大手通2
171 笠原製菓所 大島本町3
172 割烹　柏亭 坂之上町1
173 宝飾・時計・メガネの加坪屋 台町2
174 ガトウ専科　本店 大手通2
175 ガトウ専科　リヴィエールヴィヴァン店 古正寺3
176 金内酒店 春日1
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長岡市プレミアム付商品券　参加店一覧表（五十音順、8月9日現在）

№ 店　名 町名
177 靴のカネトク 坂之上町2
178 料亭　かも川別館 柏町2
179 カラオケグランピア 大手通2
180 カラオケファスター 大手通2
181 カルビ牧場長岡インター店 南七日町
182 洋菓子　かわさき 台町1
183 酒饅頭　神田川西屋 神田町1
184 河本・海津税理士法人長岡事務所 西津町
185 (株)カンコー　タクシー部 千秋2
186 中国四川料理喜京屋 殿町1
187 ラーメン亭吉相長岡七日町店 七日町
188 ギフトプラザ長岡店 福山町
189 衣料のきむら 堺町
190 レストラン　キャロット 東蔵王2
191 牛角　長岡店 古正寺3
192 近畿日本ツーリスト(株)長岡支店 今朝白1
193 クスリのアオキ　大島店 大島本町3
194 クスリのアオキ　下々条店 下々条町
195 クスリのアオキ　千歳店 千歳2
196 クスリのアオキ　長岡曙店 曙2
197 クスリのアオキ　西宮内店 西宮内1
198 クスリのアオキ　美沢店 沖田1
199 グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部 柿町
200 レディース　クレイン 坂之上町2
201 ケーズデンキ　長岡川崎店 川崎町
202 ケーズデンキ　長岡西店 堺東町
203 かに和風料理　甲羅本店 堺東町
204 ココカラファイン　希望が丘店 北山3
205 ココカラファイン　今朝白店 今朝白2
206 ココカラファイン　長岡花園店 花園南1
207 ココカラファイン　長岡宮内店 宮内町
208 ＣｏＣｏＬｏ長岡店（全店） 城内町1
209 越時計店 大手通2
210 越後十日町　小嶋屋長岡店 喜多町
211 長岡小嶋屋本店 殿町2
212 コスモライン川崎店 川崎町
213 写真館こばやし 東坂之上町2
214 種とお花のコメサン 千手3
215 コメダ珈琲　長岡今朝白ＦＣ店 今朝白2
216 コメリ　パワー長岡店 寺島町
217 肉のこやま 関原町1
218 フォトハウス小山 関原南1
219 こんにち屋 大手通2
220 ファッション＆タオル　サクメモスリン 大手通2
221 ふとんのサクライ 東神田1
222 きもの　さくら屋 表町4
223 モルト＆ジン　佐田酒店 関東町
224 越後の地酒　サトウ商店 大手通1
225 さとうドラッグストアー 千手3
226 くいどころ里味　川崎店 川崎町
227 くいどころ里味　堺店 堺町
228 ウエーブハウス　サヨ 台町1
229 サヨ美容室　駅前店 城内町2
230 サヨ美容室　豊町店 豊2
231 三宝亭　長岡シビックコア店 千歳1
232 三宝亭　長岡寺島店 寺島町
233 三宝亭　新保店 新保6
234 レストラン三宝　長岡宮内店 宮内町
235 お茶の三和園 千手3
236 お座敷割烹　七福 城内町3
237 時計・宝石・メガネ　島津時計店 千手3
238 しもだや酒店 永田4
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長岡市プレミアム付商品券　参加店一覧表（五十音順、8月9日現在）

№ 店　名 町名
239 シャルラン 東坂之上町2
240 シューマート長岡マーケットモール店 古正寺町
241 SHOWA なつかしや 大手通
242 ジョーシン　長岡愛宕店 東栄1
243 ジョーシン　長岡古正寺店 古正寺町
244 新天街大鮨 大手通2
245 越後の菓子処　瑞花 東坂之上町1
246 末広堂 東坂之上町2
247 すきっぷ　Ｅプラザ店 台町2
248 シューズハウスすきっぷ　宮内店 宮内町
249 料理・仕出し　杉乃栄 新町2
250 杉本米穀店 四郎丸2
251 鈴木精肉店 関原町3
252 すずきち 古正寺2
253 ＳＵＺＵ３６５ 下々条1
254 スタジオ・リングス 呉服町
255 スワン美容室　大島店 緑町1
256 スワン美容室　春日店 春日2
257 お菓子の生林堂 大島新町3
258 パブセカンドハウス 坂之上町1
259 セキグチカメラ　アークプラザ店 緑町3
260 セキグチカメラ　大手店 東坂之上町1
261 セキグチカメラ　神田店 神田町3
262 せきよう肉店 日赤町1
263 セジオ 大手通1
264 セブン－イレブン　長岡新町店 新町3
265 セブン－イレブン　長岡表町店 表町2
266 セブン－イレブン　長岡市立劇場前店 三和2
267 セブン－イレブン　長岡摂田屋店 摂田屋1
268 セブン－イレブン　長岡土合店 土合2
269 セブン－イレブン　長岡西千手店 西千手3
270 セブン－イレブン　長岡日赤町１丁目店 日赤町1
271 セントラルコート駅前店 城内町1
272 セントラルコートすずらん館 東坂之上町2
273 セントラルコート宮内店 要町1
274 相互タクシー(株) 今朝白3
275 ダイソー　長岡ニュータウン店 青葉台1
276 おていれの店　たかき化粧品店 東坂之上町2
277 高木時計眼鏡店 城内町2
278 越後の米穀商　高田屋 宮内2
279 緑茶センター　高橋園殿町本店 殿町1
280 家電竹日電機 大町2
281 たこの壺 城内町2
282 太刀川写真館 上除町西2
283 タツミヤ　長岡店 豊1
284 棚橋金物店 山田1
285 タニ写真館 東坂之上町2
286 タニタカフェ 大手通2
287 酒商たむらや 中沢2
288 ラーメンだるまや古正寺店 古正寺1
289 だるま食堂　アクロスプラザ七日町南店 七日町
290 ファミリーレストラン　たわら家 堺東町
291 ちいぼう 堀金1
292 ちゃーしゅうや武蔵　長岡駅店（ＣｏＣｏＬｏ長岡店内） 城内町1
293 チャレンジャー　北長岡店 城岡1
294 中越（長岡花火デザインプロジェクト） 学校町3
295 中越交通(株) 千手1
296 飴最中本舗　長命堂 殿町2
297 ラーメン居酒屋つかさ 城内町2
298 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 沖田1
299 蔦屋書店　長岡古正寺店 古正寺町
300 蔦屋書店　長岡新保店 新保6
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長岡市プレミアム付商品券　参加店一覧表（五十音順、8月9日現在）

№ 店　名 町名
301 蔦屋書店　長岡花園店 花園南1
302 惣菜・珍味つちだ（ショップイン大手内） 大手通2
303 土田米穀店 台町1
304 和菓子・玉子饅頭　筒場屋菓子舗 新町3
305 つばめタクシー(株) 下々条1
306 ブライダルコア鶴亀社 呉服町1
307 ツルハドラッグ　長岡愛宕店 東栄1
308 デイリーヤマザキ宝３丁目店 宝3
309 トイザらス長岡店 川崎町
310 和風創作居酒屋　道 城内町2
311 東京インテリア家具 長岡店 千秋2
312 東京靴流通センター　長岡新保店 新保1
313 東泉閣 柏町2
314 道とん堀　リップス旭岡店 旭岡1
315 道とん堀　長岡古正寺店 古正寺2
316 仏壇・墓石・神輿　トーア長岡中央店 本町2
317 仏壇・墓石・神輿　トーア長岡本店 寺島町
318 靴・バッグ・雨具　外川靴店 関原町3
319 戸田書店長岡店 堺町
320 仏壇・墓石・お祭り用品　とっと 三和1
321 外仁（トニ） 関原町3
322 トノマチ薬局 城内町1
323 トマト＆オニオン長岡店 堺東町
324 ドラッグトップス　川崎店 堀金1
325 ドラッグトップス　古正寺店 古正寺町
326 ドラッグトップス　城岡店 城岡3
327 ドラッグトップス　千歳店 千歳1
328 ドラッグトップス　宝町店 宝1
329 ドラッグトップス　新保店 新保6
330 ドラッグトップス　日赤町店 日赤町2
331 文房具の鳥越商店 東坂之上町2
332 ドン・キホーテ　長岡インター店 福山町
333 長岡カントリー倶楽部 深沢町
334 長岡グランドホテル 東坂之上町1
335 長岡タクシー(株) 西千手1
336 理容室　中沢 白鳥町
337 長信酒店 弓町1
338 ナカノ手芸店（ショップイン大手内） 大手通2
339 中村石油　曙ＳＳ 曙2
340 中村石油　ニュータウンＳＳ 新産3
341 家庭用品の鍋忠 大手通1
342 西時計眼鏡店 学校町3
343 西盛屋　長岡南店 十日町
344 ニシヤマ靴店 学校町3
345 ホテルニューオータニ長岡 台町2

【ホテルニューオータニ長岡パティオ】
346 花のみせ　アン・フラール 台町2
347 インポートファッショングッズ　ジョナ 台町2
348 トータルビューティーサロン　童夢 台町2
349 毛皮・宝石　マリーナ 台町2
350 写真・ビデオ　メモリア 台町2

351 布川自動車 宮本町3
352 ねこカフェらて 東坂之上町1
353 野上米穀 千手2
354 和装のもと 殿町2
355 メンズショップ　バートン 大手通2
356 ＨＡＣＨＩＴＥＮ（ハチテン） 古正寺2
357 バッグデポ長岡店 古正寺町
358 花のある潤いのくらし　(有)花伊 船江町
359 花清生花店 城内町2
360 原信　旭岡店 旭岡1

6／10



長岡市プレミアム付商品券　参加店一覧表（五十音順、8月9日現在）

№ 店　名 町名
361 原信　川崎店 堀金1
362 原信　今朝白店 今朝白2
363 原信　古正寺店 古正寺町
364 原信　シビックコア店 千歳1
365 原信　城岡店 城岡3
366 原信　関原店 関原1
367 原信　寺島店 寺島町
368 原信　七日町店 七日町
369 原信　新保店 新保6
370 原信　花園店 花園南1
371 原信　美沢店 沖田1
372 原信　宮内店 宮内町
373 原信　宮関店 宮関1
374 パリミキ　長岡店 蓮潟5
375 パレード　長岡アークガレリア店 堺町
376 そば処半久亭 城内町1
377 ラーメン万人家川崎店 川崎町
378 紳士服専門店　ピースクラウン 今朝白2
379 ピッツェリア長岡インター店 南七日町
380 ビデオタイム　坂之上店 坂之上町1
381 カメラの日の出屋 大手通1
382 ひらせいホームセンター　北長岡店 下々条3
383 ひらせいホームセンター　長岡ニュータウン店 青葉台1
384 ひらせいホームセンター　長岡ニュータウン店生鮮広場 青葉台1
385 ファッション　ガーデン　ＨＩＲＯ 東坂之上町2
386 お仏壇と墓石の廣川 関原町5
387 大きいサイズの店　フォーエル長岡川崎店 川崎町
388 フォーラル長岡店　まつげエクステサロン 城内町2
389 福原ミート 川崎3
390 餅菓子・和菓子　ふくやまこばやし 笹崎1
391 日本料理　藤 表町1
392 贈答品と食器ふじい 本町1
393 お茶の藤園 東坂之上町2
394 富士茶研 福住1
395 フジヤマ果実店 干場1
396 ブティック　エム（ショップイン大手内） 大手通2
397 長岡ブラザー 大手通2
398 ＢＬＯＯＭ（ブルーム）美容室 城内町2
399 Ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘ　Ｐｌｕｍｅｒｉａ～プルメリア～ 千秋1
400 文進堂書店 東坂之上町1
401 事務用品・文具の文陽堂 殿町1
402 酒屋平成堂 新産2
403 平成メガネ・コンタクト長岡 大手通1
404 御菓子司　紅屋重正 表町1
405 放光 長岡ギャラリー 下条町
406 きもの処　星ごん 大手通2
407 星野テーラー 本町1
408 ホンダオートテラス　長岡　 下条町
409 ホンダカーズ長岡　長岡店 稲保4
410 ホンダカーズ長岡　喜多町店 喜多町
411 ホンダカーズ長岡　宮内店 要町1
412 孫四郎そば本店 東坂之上町2
413 松田ペット 大島新町1
414 大衆割烹・鮨　松乃栄 新町2
415 牛肉の間野 大手通2
416 マルイ　新組店 新組町
417 マルイ　長岡学校町店 学校町1
418 小宴会　満留古 台町2
419 マルシャン本店 学校町3
420 ふとんのまるみや 曙1
421 御菓子司　丸屋 上田町
422 欧風菓子マロン 山田1
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№ 店　名 町名
423 まんまらろ 古正寺3
424 ミウラ服装 城内町2
425 水沢電機 新産2
426 総合食品の光井食品店 浦瀬町
427 三越タクシー(株) 柏町1
428 みどりや文具店 学校町3
429 和洋酒・贈答品　美濃屋支店 東坂之上町2
430 洋菓子の美松 大手通1
431 洋服の美松 東坂之上町1
432 時計・宝石・メガネのミヤコヤ 大手通1
433 スーパーセンタームサシ長岡店 古正寺町
434 村田時計メガネ店 神田町3
435 ムラタ洋装店 東坂之上町2
436 眼鏡市場　長岡西店 古正寺1
437 メガネスーパー　長岡イオン前店 緑町1
438 メガネスーパー　長岡原信宮内ＳＣ店 宮内町
439 メッツ川崎薬局 川崎2
440 メッツ太陽薬局 旭岡1
441 メッツ長岡薬局 城内町1
442 安兵衛長岡店 城内町2
443 山嘉商店　幸町ＳＳ 幸町1
444 山口米穀店 関原町3
445 ふとんの山伍 表町1
446 酒・生鮮・食品　山孝商店 下山2
447 ピュアダンスショップ　やまざき 大手通2
448 ヤマシタ　長岡店（E-PLAZA内） 台町2
449 越乃雪本舗　大和屋 柳原町
450 食品センター　ヤママン 関原町2
451 やまや　左岸バイパス店 西津町
452 雄（ゆう） 王番田町
453 ラーメン陽気 堺東町
454 ヨネックスゴルフ練習場 新産3
455 ヨネックステニスクラブ 喜多町
456 すし和風料理米八 東坂之上町2
457 花の宿　よもやま舘 蓬平町
458 ラーク美容室 関原町1
459 リーガルシューズ長岡店 古正寺
460 手作りケーキとパンの店　リェヴル 美園1
461 Ｒｉｚｕｍｕ（リズム）Ｈａｉｒ＆ｓｈａｖｅ 坂之上町2
462 (有)隆成工業 関原南5
463 良食生活館　川崎店 豊1
464 良食生活館　きたまち店 喜多町
465 ルナ・ニシワキ 上田町
466 創作居酒屋　レント 城内町1
467 「継」のあるショップ　ワイン中村 袋町2
468 わくわく長岡 城岡2
469 おしゃれ　ワタナベ 川崎3

中之島地域
470 浅野石油　中之島給油所 鶴ヶ曽根
471 浅野石油　中之島東給油所 中之島
472 石田製畳 中之島中条
473 いわみや 中之島
474 ＥＮＥＯＳ今町給油所 猫興野
475 長谷川理容所 中之島中条
476 原田通機 中之島
477 マルイ　中之島店 中之島

越路地域
478 エクステリアショップ　ｉ （アイ） 不動沢
479 アイエスセンター 来迎寺
480 酒楽（さら）の里　あさひ山 朝日
481 あさひ山　蛍庵 朝日
482 メガネのいたば 来迎寺
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№ 店　名 町名
483 旅ぷらざ　エンドウ 来迎寺
484 清造農園 飯塚
485 西谷鉱泉　中盛館 西谷
486 西盛屋　岩田店 岩田
487 西盛屋　来迎寺店 来迎寺
488 原信　来迎寺店 浦
489 株式会社　ふじや 来迎寺
490 ブックアイエス 浦
491 理容　ワタナベ 飯塚

三島地域
492 旬食・ゆ処・宿　喜芳 上岩井
493 高野屋酒店 吉崎

小国地域
494 ヘアーサロン・オオクボ 小国町上岩田
495 山の駅おぐにもったいない村 小国町法坂
496 渋海自動車 小国町千谷沢
497 山岸モータース 小国町新町

和島地域
498 太田屋商店 島崎
499 割烹お々や 小島谷
500 九之助商店 島崎
501 （有）下村商会 島崎
502 トラヤ 小島谷
503 ひらせいホームセンター　和島店 両高
504 ひらせいホームセンター　和島店食良品館 両高
505 富士屋モータース 島崎
506 有限会社　皆川呉服店 小島谷
507 吉屋菓子店 島崎
508 和加美屋商店 小島谷
509 和島吉野茶屋 和島北野

寺泊地域
510 ホテル　飛鳥 寺泊野積
511 越佐観光バス　株式会社 寺泊敦ヶ曽根
512 有限会社　越佐旅行 寺泊敦ヶ曽根
513 岡田屋商店 寺泊松沢町
514 加藤菓子店 寺泊湊町
515 河合酒店 寺泊野積
516 ココカラファイン　寺泊店 寺泊敦ヶ曽根
517 白根屋商店 寺泊下荒町
518 セルフ寺泊給油所 寺泊大町
519 寺泊交通　株式会社 寺泊川﨑
520 寺泊中央水産株式会社 寺泊下荒町
521 Ｆｏｏｄ　Ｐａｎｔｒｙ　寺泊ひろた 寺泊上田町
522 有限会社　寺泊レンタカー 寺泊硲田
523 外長商店 寺泊上田町
524 株式会社　西山製菓 寺泊磯町
525 マルイ　寺泊店 寺泊敦ヶ曽根
526 ヨネックスカントリークラブ 寺泊志戸橋

栃尾地域
527 いろは肉店 谷内1
528 ウエルシア　新潟栃尾店 新栄町2
529 衣料の大崎屋 栃尾新町1
530 レディスファッションおおさきや 谷内2
531 長部菓子店 栃尾新町5
532 クスリのアオキ　栃尾店 金町2
533 炭吉米店 栃尾旭町8
534 せきようミート 栃尾表町3
535 大亀商店 谷内1
536 原信　栃尾店 滝の下
537 福田屋旅館 谷内2
538 豆撰 栄町2
539 マルイ　栃尾店 楡原
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№ 店　名 町名
540 道の駅Ｒ２９０栃尾は～もに～物産館 栃尾宮沢
541 山甲　トッピイ店 楡原
542 山甲　本店 谷内2
543 やまたい酒店 栃尾本町7

与板地域
544 浅野石油　与板南給油所 与板町与板
545 あまざけ屋 与板町与板
546 ヘアーサロン　イケダ 与板町与板
547 桐屋商店 与板町与板
548 さんない 与板町与板
549 れすとらん翔 与板町山沢
550 田中清助商店 与板町与板
551 田丸屋商店 与板町東与板
552 畑十商店 与板町与板
553 久廼弥 与板町与板
554 べっこうや 与板町与板
555 牧野時計店 与板町与板
556 マルイ　与板店 与板町与板
557 丸山自動車整備工場 与板町本与板
558 八百蔵理容所 与板町与板
559 山勘金物店 与板町与板
560 山要家具店 与板町与板

川口地域
561 五十嵐食堂 西川口
562 スポーツショップＭ２ 東川口
563 喜多村商店 川口和南津
564 元氣堂施療院 東川口
565 鮨政 東川口
566 ラーメンつり吉 川口和南津
567 峠商店 川口和南津
568 寄り処のぶん家 西川口
569 豆耕房はんじろう 川口牛ヶ島
570 日乃出 東川口
571 ますや 東川口
572 メグロ理容院 東川口
573 居酒屋寄れ屋 東川口
574 龍昇堂 東川口
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