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カクニャン

長岡市プレミアム付商品券
特定事業者認定証

2019.10.01-2020.2.20

つかえます

長岡市プレミアム付商品券実行委員会

参加店ステッカー

このステッカーの
お店で商品券が

使えます。

お問い合わせはこちらまで

長岡　商品券

有効期限 2019.10.1 ～ 2020.2.20

長岡市プレミアム付商品券が使えるお店

長岡市プレミアム付商品券参加店一覧表

和菓子・玉子饅頭 筒場屋菓子舗 新町

マルシャン本店 学校町

おっととと！あきらです。 四郎丸

洋菓子 かわさき 台町

酒饅頭神田川西屋 神田町

ガトウ専科 本店 大手通

洋菓子の美松 大手通

YAKI YAKI やまと 大手通
飴最中本舗 長命堂 殿町
越後の菓子処 瑞花 東坂之上町
御菓子司 紅屋重正 表町
越乃雪本舗 大和屋 柳原町
御菓子司 丸屋 上田町
フランス菓子 ダンファン 渡里町

長信酒店 弓町
「継」のあるショップ ワイン中村 袋町
越後の地酒 サトウ商店 大手通
和洋酒・贈答品 美濃屋支店 東坂之上町
モルト＆ジン 佐田酒店 関東町

おぐま酒家 柏町

金内酒店 春日

酒商たむらや 中沢

酒屋平成堂 川崎町

しもだや酒店 永田

かくだや 新保

柏屋商店 宮内

欧風菓子マロン 山田
餅菓子・和菓子 ふくやまこばやし 笹崎
手作りケーキとパンの店 リェヴル 美園

パンとお菓子の旭屋 摂田屋

西盛屋 長岡南店 十日町

お菓子の生林堂 大島新町

ガトウ専科 リヴィエールヴィヴァン店 古正寺

笠原製菓所 大島本町

【栃尾地域】
長部菓子店 栃尾新町

小啓商店 栃尾新町

【与板地域】
グランピエール大石 与板町与板

べっこうや 与板町与板

米・酒・灯油 今議商店希望ヶ丘店 希望が丘

㈱ やまや 左岸バイパス店 西津町

【栃尾地域】
やまたい酒店 栃尾本町

㈱佐良酒店 滝の下町

大亀商店 谷内

㈲加茂屋酒店 栃尾旭町

【三島地域】
高野屋酒店 吉崎

【与板地域】
新保屋酒店 与板町与板

【寺泊地域】
加藤菓子店 寺泊湊町
お菓子工房 ルクレール 寺泊大町

株式会社 西山製菓 寺泊磯町

坂田屋本店 寺泊敦ヶ曽根

【和島地域】
九之助商店 島崎

吉屋菓子店 島崎

【越路地域】
西盛屋 来迎寺店 来迎寺

西盛屋 岩田店 岩田

【川口地域】
龍昇堂 東川口

モンレーブ 川口牛ヶ島

【寺泊地域】
河合酒店 寺泊野積

【山古志地域】
㈲マツイ 山古志竹沢

【和島地域】
和加美屋商店 小島谷

【越路地域】
酒楽（さら）の里 あさひ山 朝日

【中之島地域】
いわみや 中之島

山﨑酒店 中之島

お 菓 子 ・ パ ン 等

酒 　 　 　 　 　 店

ご 利 用 い た だ け る お 店
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ＳＵＺＵ３６５ 下々条

㈲フジヤマ果実店 干場

㈱富士茶研 福住

杉本米穀店 四郎丸

㈱土田米穀店 台町

泉屋青果店（ショップイン大手） 大手通

惣菜・珍味つちだ（ショップイン大手） 大手通

牛肉の間野 大手通
緑茶センター 高橋園殿町本店 殿町

お茶の藤園 東坂之上町

長岡青善駅前本店 表町

お茶の覚張 表町

お茶の三和園 千手

野上米穀 千手

せきよう肉店 日赤町
米と肥料 今議商店山田店 山田
総合食品の 光井食品店 浦瀬町

川重精肉直売所 曙
農産物直売所 なじら～て東店 美沢

福原ミート 川崎
越後の米穀商 高田屋 宮内

肉のこやま 関原町

鈴木精肉店 関原町
農産物直売所なじら～て関原店 関原町

食品センター ヤママン 関原町

山口米穀店 関原町

お米の大島主食販売 北山
酒・生鮮・食品 山孝商店 下山

コープデリ 中越センター 南七日町

【栃尾地域】
㈱フレッシュ  ツル  栄町店 栄町

豆撰 栄町

せきようミート 栃尾表町

いろは肉店 谷内

合同会社　とちパル 谷内

広野茶店 谷内

炭吉米店 栃尾旭町

㈱フレッシュ  ツル  天下島店 天下島

㈱フレッシュ  ツル 栃尾宮沢

諸久商店 半蔵金

【三島地域】
しまや 脇野町

【与板地域】
田丸屋商店 与板町東与板

あまざけ屋 与板町与板

桐屋商店 与板町与板

コミュニティー・プラザ　まつや 与板町与板

㈲田中清助商店 与板町与板

ちゝや青果店 与板町与板

【寺泊地域】
白根屋商店 寺泊下荒町

寺泊中央水産株式会社 寺泊下荒町

㈲外長商店 寺泊上田町
Food Pantry 寺泊ひろた 寺泊上田町

田覚商店 寺泊夏戸

【山古志地域】
ＪＡ越後ながおか山古志支店 山古志種苧原

【和島地域】
トラヤ 小島谷

太田屋商店 島崎

【越路地域】
清造農園 飯塚

【小国地域】
山の駅おぐにもったいない村 小国町法坂

【川口地域】
道の駅越後川口あぐりの里 川口中山

喜多村商店 川口和南津

峠商店 川口和南津

小西屋商店 西川口

豆耕房はんじろう 川口牛ヶ島

安田屋 東川口

そ の 他 食 材 （肉・魚・米・青果・茶等）

アイン薬局 長岡店 旭岡

荒木薬局 四郎丸

ウエルシア リップス旭岡店 旭岡

ウエルシア 長岡稲葉町店 稲葉町

ウエルシア 長岡宮関店 宮関

ウエルシア 長岡古正寺店 古正寺

ウエルシア 長岡笹崎店 笹崎

ウエルシア 長岡西津店 西津町

ウエルシア 長岡中島店 中島

遠藤薬局 関原町

おていれの店 たかき化粧品店 東坂之上町

クスリのアオキ 大島店 大島本町

クスリのアオキ 下々条店 下々条町

クスリのアオキ 千歳店 千歳

クスリのアオキ 長岡曙店 曙

クスリのアオキ 西宮内店 西宮内

クスリのアオキ 美沢店 沖田

ココカラファイン 希望が丘店 北山

ココカラファイン 今朝白店 今朝白

ココカラファイン 長岡花園店 花園南

ココカラファイン 長岡宮内店 宮内町

さとうドラッグストアー 千手

ツルハドラッグ長岡愛宕店 東栄

トノマチ薬局 城内町

ドラッグセイムス昭和店 昭和

ドラッグトップス 川崎店 堀金

ドラッグトップス 古正寺店 古正寺町

ドラッグトップス 城岡店 城岡

ドラッグトップス 新保店 新保

ドラッグトップス 宝町店 宝

ドラッグトップス 千歳店 千歳

ドラッグトップス 日赤町店 日赤町

にいがた調剤薬局 長岡 旭岡

マツモトキヨシ七日町店 七日町

丸山化粧品店 関原町

メッツ川崎薬局 川崎

メッツ太陽薬局 旭岡

メッツ長岡薬局 城内町

【栃尾地域】
ウエルシア 新潟栃尾店 新栄町

クスリのアオキ 栃尾店 金町

【寺泊地域】
ココカラファイン 寺泊店 寺泊敦ヶ曽根

薬 品 ・ 化 粧 品

ビッグウッド長岡店 高見

ふとんのサクライ 東神田

ヤマシタ 長岡店（Ｅ－ＰＬＡＺＡ内） 台町

刃物屋  松五郎 大手通

㈲カギヨシ 殿町

ふとんの山伍 表町

贈答品と食器ふじい 本町

ふとんのまるみや 曙

ニトリ  長岡川崎店 川崎町

林金物店 宮内

丸新金物店 宮内

㈱東京インテリア家具 長岡店 千秋

ニトリ　長岡店 南七日町

【与板地域】
山要家具店 与板町与板

家 具 ・ 雑 貨 等
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家庭用品の鍋忠 大手通

棚橋金物店 山田

【セブン -イレブン】
長岡下々条店 下々条町

長岡新町店 新町

長岡福住店 福住

長岡土合店 土合

長岡呉服町店 呉服町

アオーレ長岡店 大手通

長岡旭町店 旭町

長岡表町店 表町

長岡中島 7 丁目店 中島

長岡日赤町１丁目店 日赤町

長岡浦瀬町店 浦瀬町

長岡豊田町店 豊田町

長岡中沢店 中沢

長岡北陽店 北陽

長岡永田店 永田

長岡宮内駅前通り店 曲新町

長岡南中央通り店 摂田屋町

長岡摂田屋店 摂田屋

長岡高島町店 上前島

長岡市立劇場前店 三和

前島屋商店 宮内

長岡石動町店 石動町

長岡西千手店 西千手

長岡関原南店 関原南

長岡古正寺店 古正寺

長岡大島本町 3 丁目店 大島本町

長岡大山店 大山

長岡喜多町店 西津町

長岡上富岡店 上富岡

長岡藤橋店 藤橋

栃尾新栄町店 新栄町

栃尾大野店 栃尾大野町

長岡上岩井店 上岩井

与板並柳店 与板町与板

長岡小国町店 小国町七日町

中越来迎寺店 来迎寺

中越中之島店 中之島

寺泊大河津店 寺泊北曽根

【ファミリーマート】
長岡高見町店 高見町

長岡下々条店 下々条

長岡新町 2 丁目店 新町

【与板地域】
山勘金物店 与板町与板

長岡弓町店 弓町

長岡南町店 南町

長岡曙店 曙

長岡中沢町店 沖田

長岡中央綜合病院店 川崎

長岡川崎店 川崎

長岡宮栄店 宮栄

長岡蓮潟店 蓮潟

長岡福道店 福道町

長岡赤十字病院店 千秋

長岡大島本町店 大島本町

長岡南七日町店 南七日町

長岡喜多町鐙潟店 喜多町

長岡新産四丁目店 新産

長岡新産東町店 新産東町

長岡上岩井店 上岩井

寺泊上田店 寺泊上田町

長岡来迎寺店 来迎寺

【デイリーヤマザキ】
宝３丁目店 宝

日 用 品 な ど

コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア

紳士服専門店 ピースクラウン 今朝白

アベ洋品店 土合

洋品の伊丹 神田町

ミウラ服装 城内町

ブティック  エム（ショップイン大手） 大手通

こんにち屋 大手通
ファッション＆タオル サクメモスリン 大手通

セジオ 大手通

きもの処　星ごん 大手通
メンズショップ バートン（ショップイン大手） 大手通
ピュアダンスショップ やまざき 大手通

和装のもと 殿町

レディース　クレイン 坂之上町
京のきもの おおも 東坂之上町

ブティック あい 東坂之上町
ファッションガーデン HIRO 東坂之上町

ムラタ洋装店 東坂之上町

洋服の美松 東坂之上町

きもの さくら屋 表町

星野テーラー 本町

AOKI 長岡リップス旭岡店 旭岡

AOKI 長岡川崎店 川崎町
大きいサイズの店 フォーエル長岡川崎店 川崎町

おしゃれ ワタナベ 川崎

タツミヤ 長岡店 豊
ファミリーショップ ナガイ 東宮内

依田洋品店 宮内

衣料のきむら 堺町

AOKI　長岡店 堺東町

アタック長岡店 堺東町

外仁（トニ） 関原町

洋服の青山 長岡古正寺店 古正寺

アメリカ屋 長岡アークプラザ西店 古正寺

ＨＡＣＨＩＴＥＮ（ハチテン） 古正寺

【栃尾地域】
衣料の大崎屋 栃尾新町

丹甚呉服店 栃尾大町
レディスファッション おおさきや 谷内

ブティックにれ 谷内

【与板地域】
さんない 与板町与板

滝沢呉服店 与板町与板

【寺泊地域】
岡田屋商店 寺泊松沢町

有限会社 マスツネ 寺泊荒町

【和島地域】
有限会社 皆川呉服店 小島谷

【越路地域】
株式会社 ふじや 来迎寺

【川口地域】
衣料の店フクヤ 東川口

【中之島地域】
㈲大善 中之島

㈲中正 中之島

衣 　 　 料 　 　 品
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カラオケグランピア 大手通

カラオケファスター 大手通
居酒屋 花月苑 大手通

パブセカンドハウス 坂之上町

セントラルコートすずらん館 東坂之上町

グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部 柿町

コスモライン川崎店 川崎町

セントラルコート宮内店 要町

セントラルコート駅前店 城内町

ヨネックステニスクラブ 喜多町

ヨネックスゴルフ練習場 新産

長岡カントリー倶楽部 深沢町

【寺泊地域】
ヨネックスカントリークラブ 寺泊志戸橋

娯 　 楽 　 業

渡辺ドライ 本社ショップ 西津町

渡辺ドライ 全 2 店舗
渡辺ドライ 外交営業部 西津町

ニューワタナベ 長岡ショップ 喜多町

ニューワタナベ 全 63 店舗
ペリカンクリーニング 福住店 福住

ペリカンクリーニング 全 5 店舗

ク リ ー ニ ン グ

割烹　魚石 新町
料理・仕出し 杉乃栄 新町
大衆割烹・鮨 松乃栄 新町
レストラン キャロット 東蔵王

コメダ珈琲長岡今朝白 FC 店 今朝白

魚べい リップス愛宕店 東栄

小宴会　満留古 台町

会館　青善 呉服町

酒味の郷　囲炉り 城内町

お座敷割烹　七福 城内町

たこの壺 城内町
和風創作居酒屋 道 城内町

そば処半久亭 城内町

目利きの銀次　長岡駅前店 城内町

安兵衛長岡店 城内町

ラーメン居酒屋つかさ 城内町

創作居酒屋　レント 城内町

いさり火 大手通

和洋酒宴　いちか 大手通

魚魚や本店 大手通

御米の郷 長岡駅前店 大手通

SHOWA なつかしや 大手通

新天街大鮨 大手通

タニタカフェ 大手通

福祉のカフェりらん 大手通

中国四川料理喜京屋 殿町

長岡小嶋屋本店 殿町

壱勢（いっせい） 長岡店 坂之上町
パブ エリー 坂之上町
割烹 柏亭 坂之上町
和創作 灯（あかり） 東坂之上町
割烹料理 魚栄 東坂之上町

大寿司本店 東坂之上町

シャルラン 東坂之上町

ねこカフェらて 東坂之上町

孫四郎そば本店 東坂之上町

すし和風料理米八 東坂之上町
割烹 魚藤 表町
日本料理 藤 表町

三宝亭 長岡シビックコア店 千歳

料亭　かも川別館 柏町

魚べい リップス旭岡店 旭岡

道とん堀 リップス旭岡店 旭岡

アルチェッポ サバン 川崎町

くいどころ里味 川崎店 川崎町

ラーメン万人家川崎店 川崎町

ちいぼう 堀金

三宝亭　新保店 新保

大漁寿司 曲新町

一福食堂 宮内

居酒屋　丸秀 宮内

レストラン三宝　長岡宮内店 宮内町

舎鈴夢 藤沢
和創作 灯 造形大学前店 宮関

くいどころ里味　堺店 堺町

すたみな太郎長岡店 堺町

かに和風料理　甲羅本店 堺東町
ファミリーレストラン たわら家 堺東町

トマト＆オニオン長岡店 堺東町

ラーメン陽気 堺東町

カフェドアミアン 寺島

三宝亭　長岡寺島店 寺島町

大島魚仙 大島新町

御米の郷　長岡古正寺店 古正寺

牛角　長岡店 古正寺

ステーキ宮 古正寺

すずきち 古正寺

道とん堀　長岡古正寺店 古正寺

まんまらろ 古正寺

ラーメンだるまや古正寺店 古正寺

カルビ牧場長岡インター店 南七日町

ピッツェリア長岡インター店 南七日町

越後十日町 小嶋屋長岡店 喜多町

魚べい　アクロスプラザ長岡七日町店 七日町

だるま食堂 アクロスプラザ七日町南店 七日町

ラーメン亭吉相 長岡七日町店 七日町

【栃尾地域】
丸五食堂 栄町

Ｃａｆｅ ＆ Ｂａｒ　ＬＩＢＲＡ 滝の下町

【三島地域】
冨士食堂 上岩井

【与板地域】
久廼弥 与板町与板

れすとらん翔 与板町山沢

焼肉　かっぱ 与板町与板

【寺泊地域】
ラ・ポルタブルー 寺泊野積

【山古志地域】
食堂やまびこ 山古志種苧原
山古志のごっつぉ「多菜田」 山古志虫亀

【和島地域】
割烹 お々や 小島谷

和島吉野茶屋 和島北野

割烹 大崎屋 小島谷

【越路地域】
あさひ山　蛍庵 朝日

【川口地域】
居酒屋寄れ屋 東川口

割烹美よし 東川口

鮨　政 東川口

日乃出 東川口

ますや 東川口

生そばの丸十 東川口

ラーメンつり吉 川口和南津

五十嵐食堂 西川口

寄り処　のぶん家 西川口

飲 　 　 食 　 　 店
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プリンス 理容室 下々条町
ヘアーサロン セキヤ 寿
ヘアーズ・ドゥークェスション 東條 新町
ヘアーサロン 市村 新町
ヘアーサロン シマミネ 新町

アールズ  フォア  ヘア 福住

リリー美容室 福住
ヘアーサロン ナガイ 愛宕

理容カットハウス 謙 住吉

ACE  Hair  ABE 四郎丸

NO(N)AME ？ 弓町
ヘアーサロン 和田 弓町
ウエーブハウス サヨ 台町

POP ( ポップ ) 台町
ヘアースペース プラスパラス 西神田町

サヨ美容室　駅前店 城内町

フォーラル長岡店　まつげエクステサロン 城内町

ＢＬＯＯＭ（ブルーム）美容室 城内町

ツチダ理容室 大手通
カットパーマ 理容イナガワ 大手通

Ｒｉｚｕｍｕ（リズム）Ｈａｉｒ＆ｓｈａｖｅ 坂之上町

安藤理容館 東坂之上町

美容室 ビー・キュート・サイド 表町

AMAZING HAIR SENZAI 千歳

岡　理容室 千手

カミカガク 千手

深澤理容所 千手

髪床　山岸 中島

スワン美容室 春日店 春日

Be・IN　美容室 山田

西脇　理容 悠久町

AMAZING HAIR NAKAZAWA 中沢

AMAZING HAIR MISAWA 美沢

久保理容室 川崎

サヨ美容室　豊町店 豊

アレス美容室 宮内

Cut Salon ATARU 宮内

ヘアーアンドフェイス カワサキ 宮内

ヘアーサロン ホカリ 鷺巣町

HAIR SALON HOSOKAI   六日市町

Lou Lou's Hair ( ルルゥズヘアー ) 上前島

Mishla 水梨町

カットイン ハロー 荻野

アトリエドゥ美容室 堤町

フジ美容室 宮関

理容　あずさ 上除町

広川　理容所 関原町

ラーク美容室 関原町

理容室　中沢 白鳥町

美容室アンブル 古正寺店 寺島町

スワン美容室 大島店 緑町

美容室 アクイール グラッセ 古正寺

美容 しょうへいの店 西長岡店 千秋

Hair&relaxPlumeria ～ﾌﾟﾙﾒﾘｱ～ 千秋

パーマネントハウス らぶ 大島本町

ひさご美容室 大島店 大島本町
ヘア×エステ GaDaY(ガーディー) 南七日町

美容室アンブル 喜多町店 喜多町

Be Born ( ビーボーン ) 喜多町

【栃尾地域】
ウエーブ ２１ 楡原

はるえ美容院 栃尾本町

【三島地域】
サンロード 大野

美容室 フジキ 上岩井

テラス杜 鳥越

relax&beauty Black Hair 瓜生

【与板地域】
ヘアーサロン イケダ 与板町与板

八百蔵理容所 与板町与板

理容 とこしょう 与板町与板

【寺泊地域】
美容室 air feel (坂井美容室) 寺泊鳥帽子平

理容オコシ 寺泊竹森

【和島地域】
カットスーパー 両高

【越路地域】
レヴヘアー美容室 浦

あい美容室 来迎寺

サトウヘアカット ３１０ 来迎寺

バーバーマサ 来迎寺

富士美容室 来迎寺

理容 ワタナベ 飯塚

理容院 ハセガワ 塚野山

【小国地域】
ヘアーサロン オオクボ 小国町上岩田

【川口地域】
メグロ理容院 東川口

理容 坂塚 川口牛ヶ島

【中之島地域】
美容室 Pure   猫興野

ES HAIR 中之島

パール美容院 中之島

長谷川理容所 中之島中条

理  美  容  業

長岡グランドホテル 東坂之上町

東泉閣 柏町

ホテルニューオータニ長岡 台町
花の宿  よもやま舘 蓬平町
よもぎひら温泉  和泉屋 蓬平町

アクアーレ長岡 新陽

カバンのあおと 大手通

越後屋カバン店 東坂之上町

ニシヤマ靴店 学校町

すきっぷ Ｅプラザ店（Ｅ－ＰＬＡＺＡ内） 台町

靴のカネトク 坂之上町

シュープラザ アクロスプラザ長岡店 沖田

【栃尾地域】
福田屋旅館 谷内

【三島地域】
旬食・ゆ処・宿  喜芳 上岩井

【越路地域】
西谷鉱泉  中盛館 西谷

東京靴流通センター　長岡新保店 新保

シューズハウスすきっぷ　宮内店 宮内町

パレード　長岡アークガレリア店 堺町

バッグデポ 長岡店 古正寺町
靴・バッグ・雨具　外川靴店 関原町

シューマート長岡マーケットモール店 古正寺町

【寺泊地域】
ホテル 飛鳥 寺泊野積

民宿旅館 あだち 寺泊郷本

㈲割烹旅館 田甚 寺泊大町

【山古志地域】
農家民宿  三太夫 山古志虫亀

リーガルシューズ長岡店 古正寺

【栃尾地域】
山甲  本店 谷内

山甲  トッピイ店 楡原

温 泉 施 設 ・ 宿 泊 業

靴 ・ か ば ん
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つばめタクシー㈱ 下々条

わくわく長岡 城岡

相互タクシー㈱ 今朝白

近畿日本ツーリスト㈱ 長岡支店 今朝白

㈱エイチ・アイ・エス長岡営業所 城内町

旭タクシー㈱ 幸町

みどりや文具店 学校町
たゆまぬ研究  一成堂印房 呉服町
事務用品・文具の  文陽堂 殿町

印章堂印判文具店 東坂之上町
文房具の  鳥越商店 東坂之上町

文進堂書店 東坂之上町

蔦屋書店 長岡花園店 花園南

山嘉商店  幸町ＳＳ 幸町

ENEOS 中島 SS 中島

中村石油  曙ＳＳ 曙

中村石油  ニュータウンＳＳ 新産

【三島地域】
㈲大島鉄工所 脇野町

長岡タクシー㈱ 西千手

中越交通㈱ 千手

三越タクシー㈱ 柏町

㈱新潟トラベル長岡営業所 沖田

㈱カンコー  タクシー部 千秋

蔦屋書店 アクロスプラザ美沢店 沖田

蔦屋書店  長岡新保店 新保

蔦屋書店 長岡古正寺店 古正寺町

文具館タキザワ長岡店 蓮潟

戸田書店 長岡店 堺町

花清生花店 城内町

末広堂 東坂之上町

【与板地域】
㈱浅野石油  与板南給油所 与板町与板

【寺泊地域】
セルフ  寺泊給油所 寺泊大町

株式会社 丸山石油店 寺泊吉

【山古志地域】
長島物産㈱ 山古志竹沢

【寺泊地域】
寺泊交通  株式会社 寺泊川崎

有限会社  越佐旅行 寺泊敦ヶ曽根

越佐観光バス  株式会社 寺泊敦ヶ曽根

【越路地域】
旅ぷらざ  エンドウ 来迎寺

花のある潤いのくらし ㈲花伊 船江町

種とお花のコメサン 千手

【与板地域】
畑十商店 与板町与板

【越路地域】
ブックアイエス 浦

アイエスセンター 来迎寺

【越路地域】
永常石油株式会社 来迎寺

【中之島地域】
桂屋商事㈲ ENEOS 今町給油所 猫興野

㈱浅野石油 中之島東給油所 中之島

㈱浅野石油 中之島給油所 鶴ケ曽根

タ ク シ ー ・ 旅 行 代 理 店

書籍・文具店・印章・花 ・ 苗 ・ 造 花

ガ ソ リ ン ス タ ン ド

弐萬圓堂  長岡東店 今朝白

西時計眼鏡店 学校町
宝飾・時計・メガネの 加坪屋 台町
メガネ・宝石・時計の オガワ 神田町

村田時計メガネ店 神田町

高木時計眼鏡店 城内町

越時計店 大手通
時計・宝石・メガネの  ミヤコヤ 大手通

スポーツ大西 城内町

オオミヤスポーツ 美沢

スーパースポーツゼビオ長岡店 古正寺

メガネのアイワールド 東坂之上町

ルナ・ニシワキ 上田町
時計・宝石・メガネ 島津時計店 千手

眼鏡市場 アクロスプラザ長岡店 沖田

野口時計店 宮内

メガネスーパー 長岡原信宮内 SC 店 宮内町

パリミキ　長岡店 蓮潟

メガネスーパー 長岡イオン前店 緑町

Ｍｔ．石井スポーツ長岡店 古正寺町

【栃尾地域】
㈲ミサワスポーツ店 金町

弐萬圓堂 アークプラザ長岡店 古正寺

眼鏡市場  長岡西店 古正寺

メガネの朝日堂大島店 大島本町

E-ZONE 長岡七日町店 七日町

【与板地域】
牧野時計店 与板町与板

【越路地域】
メガネのいたば 来迎寺

【川口地域】
スポーツショップ Ｍ２ 東川口

宝 石 ・ 眼 鏡 ・ 時 計

ス ポ ー ツ 店

ジョーシン 長岡愛宕店 東栄

長岡ブラザー㈲ 大手通

㈱エーデン 曙

ヤマダ電機 テックランド 長岡リップス旭岡店 旭岡

家電竹日電機 大町

ケーズデンキ 長岡川崎店 川崎町

ケーズデンキ 長岡西店 堺東町

池之端電機商会 関原町

ジョーシン長岡古正寺店 古正寺町

ヤマダ電機 家電住まいる館長岡店 古正寺

ヤマダ電機ヤマダアウトレット長岡店 石動南町

水澤電機 新産

【三島地域】
ヤマカ時計電器店 脇野町

【寺泊地域】
有限会社 能登電気商会 寺泊磯町

【川口地域】
森山電機店 川口田麦山

電 　 器 　 店
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セキグチカメラ  神田店 神田町

スタジオ・リングス 呉服町

カメラの日の出屋 大手通

ＪＡ越後ながおか永田資材センター 永田

ＪＡ越後ながおか長岡配送センター 下条町

ＪＡ越後ながおか関原資材センター 関原南

ＪＡ越後ながおか福戸資材センター 福戸町

仏壇・墓石・お祭り用品 とっと 三和
仏壇・墓石・神輿 トーア長岡中央店 本町

くるまのサンシー高見本店  ダイハツ長岡東 高見町

長岡文化自動車学校 蔵王

カースタレンタカー 城内町 城内町

くるまのサンシー  新保店 新保

ホンダカーズ長岡  長岡店 稲保

㈱中越自動車学校 高島町

ホンダオートテラス長岡　下条町

ホンダカーズ長岡  宮内店 要町

中越三菱自動車販売㈱ 長岡中央店 平島

イエローハット  宮内店 要町

そりまち歯科医院 宝

中越（長岡花火デザインプロジェクト） 学校町
ブライダルコア 鶴亀社 呉服町

ナカノ手芸店（ショップイン大手） 大手通

平成メガネ・コンタクト長岡 大手通

長岡おとな・こども歯科クリニック 表町

水梨たがみ接骨院 水梨町

㈲隆成工業 関原

松田ペット 大島新町

アピタ長岡店 千秋

イオン長岡店 古正寺

ウオロク　要町店 要町

ウオロク　北山店 北山

ウオロク　長岡店 日赤町

ウオロク　蓮潟店 蓮潟

ＣｏＣｏＬｏ長岡店（全 90 店） 城内町

コメリハード & グリーン北長岡店 豊

コメリハード & グリーン宮内店 宮内町

コメリハード & グリーン西長岡店 喜多町

㈱コメリ　パワー長岡店 寺島町

写真館こばやし 東坂之上町

セキグチカメラ  大手店 東坂之上町

タニ写真館 東坂之上町

【栃尾地域】
ＪＡ越後ながおか栃尾配送センター 栃尾泉

【川口地域】
ＪＡ北魚沼 川口資材店 東川口

仏壇・墓石・神輿 トーア長岡本店 寺島町

お仏壇と墓石の廣川 関原町

うさぎやモータース 荻野

イエローハット  長岡店 堺東町

㈲布川自動車 宮本町

ホンダカーズ長岡  喜多町店 喜多町

中越三菱自動車販売㈱  長岡西店 上富岡

【三島地域】
㈲芝自動車商会 三島新保

【与板地域】
㈲エニシ自動車 与板町与板

㈲丸山自動車整備工場 与板町本与板

iphone 修理リンゴドクター喜多町本店 喜多町

ギフトプラザ長岡店 福山町

河本・海津税理士法人長岡事務所 西津町

【栃尾地域】
道の駅Ｒ２９０栃尾は～もに～物産館 栃尾宮沢

【与板地域】
三浦塗装 与板町東与板

【山古志地域】
にこにこひろば 山古志虫亀

スーパーセンタームサシ長岡店 古正寺町

ダイソー & アオヤマ 100YENPLAZA 長岡 E プラザ店 台町

ダイソー長岡ニュータウン店 青葉台

チャレンジャー  北長岡店 城岡

トイザらス長岡店 川崎町

ドン・キホーテ長岡インター店 福山町

ドン・キホーテ長岡川崎店 川崎町

新潟三越伊勢丹長岡店 七日町

原信　旭岡店 旭岡

原信　川崎店 堀金

原信　今朝白店 今朝白

太刀川写真館 上除町西

フォトハウス小山 関原南

セキグチカメラ  アークプラザ店 緑町

【与板地域】
小林農機㈲ 与板町吉津

㈱放光 長岡ギャラリー 下条町

㈱吉運堂　長岡店 寺島

【和島地域】
㈲下村商会 島崎

富士屋モータース 島崎

【小国地域】
㈱渋海自動車 小国町千谷沢

㈲山岸モータース 小国町新町

【寺泊地域】
有限会社  寺泊レンタカー 寺泊硲田

【越路地域】
㈱エクステリアショップ　i  ( ｱｲ） 不動沢

【小国地域】
㈱なかまん 小国町新町

【川口地域】
元氣堂施療院 東川口

【中之島地域】
㈱原田通機 中之島

石田製畳 中之島中条

原信　古正寺店 古正寺町

原信　シビックコア店 千歳

原信　城岡店 城岡

原信　関原店 関原

原信　寺島店 寺島町

原信　七日町店 七日町

原信　新保店 新保

原信　花園店 花園南

原信　美沢店 沖田

原信　宮内店 宮内町

原信　宮関店 宮関

写 　 　 真 　 　 業

Ｊ  Ａ ・ 農  機

仏  壇 ・ 仏  具 ・ 墓  石

車 　 　 関 　 　 係

そ 　 の 　 他

大 　 　 型 　 　 店
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ホテルニューオータニ長岡　パティオ

アピタ長岡店　リバーサイド千秋モール

イオン長岡店　専門店街 Well

花のみせ  アン・フラール
インポートファッショングッズ  ジョナ

ａ　ｖｏｓ　ｓｏｕｈａｉｔｓ
ＡＫＡＫＵＲＡ
アカチャンホンポ
アクシーズファム
アルファベッツアルファベット
一汁五穀
ＩＮＧＮＩ（イング）
ＩＮＴＥＬＩＥ
Ｗｅ’ｓ
ａｎｙＳＩＳ／Ｆｅｒｏｕｘ
エマーブル
ｍ．ｆ．ｅｄｉｔｏｒｉａｌ
はん・印刷の大谷
オペーク　ドット　クリップ
カクタス　セポ
ガトウ専科

かばんのＩＴＯＹＡ
ＩＴＯＹ A レディス長岡店
越後魚屋  うなふく
ＥＣＨＯ７１
エルセーヌ
銀座和真
コンチェルト
サロン・ド・ピノーレ

トータルビューティーサロン  童夢

カビリア
カルディ　コーヒーファーム
ＣＵＫＥ
くまざわ書店
グラーノ　グラーノ
グランサックス
グランブッフェ
グローバルワーク
ＣＬＯＶＥ
ｇｒｏｖｅ
口福堂
ココカラファイン　リバーサイド千秋店
ジュンヌモリエ
四六時中
ＳＵＺＵＤＥＬＩ
スーパースポーツゼビオ  長岡リバーサイド千秋店

島村楽器
ジャノメソーイングパーク
シューラルー
シュールタシケント
四六時中
セリア
コットン・毛糸・洋裁・手芸品  ダイヤ
タツミヤ

毛皮・宝石  マリーナ

スターバックスコーヒー
ストーンワールド
セ・ラ　コンタクト
ちゃーしゅうや武蔵　アピタ長岡店
チャイハネ
ｔｕｔｕａｎｎａ
ＴＨＥ　ＳＨＯＰ　ＴＫ　ＭＩＸＰＩＣＥ
東京シャツ
ＤＯＳＣＨ
トミーヒルフィガー
長岡ガーデン
ナチュラルビューティーベーシック
バケット
ＨｕｓＨｕｓＨ
ハピンズ
Ｂ－Ｔｈｒｅｅ

ｎｅｉｒｏ
ハニーズ
ピーコック
化粧品・小物  Ｂｉｓｈｏ・ｄｏ
福麦亭
フレンド
婦人ファッション  ＢＥＬＬＥＺＡ
ベルエポック

写真・ビデオ  メモリア

化粧品・小物  Ｂｉｓｈｏ・ｄｏ
ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｂｏｏｍ
ＰＩＶＯＴ
フードボートカフェ
フレンド
マルムラド
ミスタードーナツ
ライトオン
ラシュッド　ヴァン　スコットクラブ
Ｒｅ－Ｊ
カントニーズレストラン龍鳳
リル　コケット
レプシィム
ロペピクニック
わがんせ

ホームカミング
呉服・和装小物  丸専きもの
網元まるまさ
モルディー
やまこう
リパリ
ワンカラージェルネイル

ひらせいホームセンター北長岡店 下々条

ひらせいホームセンター長岡ニュータウン店 青葉台

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

マルイ　新組店 新組町

マルイ　長岡学校町店 学校町

ラ・ムー 長岡愛宕店 東栄

良食生活館川崎店 豊

良食生活館きたまち店 喜多町

【栃尾地域】

マルイ　栃尾店 楡原

コメリハード & グリーン栃尾店 新栄町

原信　栃尾店 滝の下

【与板地域】
コメリハード & グリーン与板店 与板町与板

マルイ　与板店 与板町与板

【和島地域】
ひらせいホームセンター和島 両高

ひらせいホームセンター和島店食良品館 両高

【越路地域】
コメリハード & グリーン越路店 浦

原信　来迎寺店 浦

【小国地域】
コメリハード & グリーン刈羽小国店 小国町法坂

【中之島地域】
マルイ　中之島店 中之島

【寺泊地域】
マルイ　寺泊店 寺泊敦ケ曽根

ＣｏＣｏＬｏ長岡店（全 90 店）

台町

城内町

千秋

古正寺

〈プレミアム付商品券ご利用について〉
※この商品券は、長岡市内の長岡市プレミアム付商品券参加店で、お店の商品・サービス等のお支払いにご利用ください。
※この商品券は現金とお引換いたしません。
※この商品券は、金券、切手、印紙、たばこ、公共料金等のお支払いにはご利用できません。
※この商品券をご利用の際には、お釣りを出すことはできません。
※この商品券は、2020年2月20日㈭までにご利用ください。有効期限を過ぎると無効となります。
※この商品券に発行者印番号のないもの、また使用済表示のあるものは無効です。
※最新取扱参加店は、当組合のホームページをご覧ください。


