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町名 取扱店名 町名 取扱店名
南欧料理Casa del Faro(カーサデルファーロ)

鍛冶町 キムラトコヤ
安良町 ㈲あめや そば処　檜木屋

遠藤自転車店 堆朱のふじい
木戸畳工業 長弘硝子㈱
すずらん 片町 肴料理　梅幸
肉の川村 ㈲志田善七商店
花平クリーニング 志田時計店
HAIRSALON TOGASHI+Hug 成田屋
やすらぎ処　石亀 ㈱宮作　建材部
legato(レガート) ㈱宮作　設備工事部

飯野 ㈱総合食品さいとう 学校町 岡田酒店
テルサ　村上店 上片町 一与酒店
PAS☆TiME(パスタイム) 癒し庵
美食や　やま信 オオタキ電機
Hair Salon マミー 割烹　善蔵
料亭　能登新 木ノ瀬建具木工所

飯野桜ケ丘 Café de Luciole(カフェドルシオール) 小坂園
飯野西 M'sコレクション ㈱タムラ

ＢＩＳＴＭＯ(ビストモ) 上町 おでん処　るりこ
みそ膳　村上店 サイトウ美容室
理容　こまざわ 田村酒店

石原 ㈲スズキカメラ本店 永井松栄堂
鋳物師 かわうち理美容室 日下 ペットバウンゼンドパーク ㈲村上礼送
岩ケ崎 和風レストラン　美咲 久保多町 あまい住設
岩船 岩船荘 カイヌマデンキ

サロンド奏 加藤八十助酒店
しょくや　華美陣 千縄屋
ニイダヤ ヒノマルクリーニング
ローソン岩船上ノ山店 美容　ワタナベ

岩船上大町 岩船タクシー㈱ ㈱宮作　村上給油所
本間のり屋麩店 森本金物店

岩船上町 海鮮割烹・仕出し　高砂屋 小町 割烹　新多久
㈱サクマ岩船給油所 純喫茶　カトレア
原太次平商店 千年鮭きっかわ 井筒屋
藤井時計店 大鐵商店
フレッシュフード　かとう 天茂
㈱又上　岩船本店 ひらやま洋品店
山田衣料店 船山印章店

岩船下大町 オバタデンキ プリズム電光社
肉の中川 益仙茶舗
ヘアークラブフセ ㈲益田書店
理容　ハンダ ㈱わら竹　小町本店　

岩船下浜町 鮮魚･干物　稲葉商店 細工町 欧風居酒屋　夭夭亭
玉寿し食堂 割烹　千渡里

岩船三日市 ㈲大野建築 もらい鈴
㈱サクマ 幸町 イタガキＰＣサービス

岩船港町 岩船港直売所 肴町 いとう美容室
岩船港直売所 漁師食堂 運転代行ケーズ

岩船横新町 エステ・シェービングサロン　オーソリカ ゑびす屋
横田食品店 ㈲お茶の常盤園
理容　いそべ カッパヤ　一中前店

大欠 ㈱酒のかどや ㈾角銀
大町 一貫屋 吉川酒舗

伊與部鶏肉店 小池理容所
うおや塩引館 肴町主食
漆工房じえむ 鈴木漆器店
越後村上うおや 土井美容室
海鮮一鰭 ファミリードラッグ　たんぽぽ
川むら鮨 ほんませともの
近藤呉服店 村上薬品
十輪寺茶や「岩船家」 ㈱わら竹　イオン肴町店
千年鮭　きっかわ 山辺里 オーケーアルミ
早撰堂 ㈲サウンドワクイ
大衆小料理　長太 ㈲さわど酒店
益甚 ㈲三越車輌
村上牛専門料理店　江戸庄 ＪＡにいがた岩船　燃料配送センター
村上牛にぎりとらふぐ料理　鮨友 ㈱シラサワ

小国町 石崎米店 ＳＵＢＡＲＵショップ村上　㈱石田産業
靴＆洋傘　だるまや ㈱宮作　国道給油所
㈱九重園 ㈱ヤマノイ
てんや味噌醤油店 らんらん亭
㈾風月堂商店 理容　紫苑
藤井折箱屋 山居町 あかべえー
ヘアーサロン　タケシ 居酒屋　いし辰

松本園 居酒屋　石ちゃん

ヤゴロー洋品店 IZAKAYA　迅

㈲やまだや 居酒屋　ななお

ライフネットほんだ 居酒屋はせべ

加賀町 東自動車整備工場㈱ 磯料理　八千草

㈲志田刃物店 囲炉裏庵

柏尾 ㈲佐藤宮吉商店 運転代行ジャパン

【令和４年４月１２日現在＝６４５店舗】

村上市元気づくり商品券

取扱店一覧名簿

【村上地区】
町名 取扱店名 町名 取扱店名

岩船駅前 一平食堂 塩野町 朝日自動車
㈲坂上電気工事 ㈲塩野町石油
旬の閃き　柳庵 下新保 共和電気
瀬賀電化センター 前田商店

上助渕 ㈱会津屋 理容オダ
朝日舗道㈱ 十川 大吉亭
カーライフ村上 高根 相馬電機商会
堺屋クリーニング 原信村上インター店 遠山建築
㈲ナカムラ自動車整備工場 中新保 秋山自動車整備
藤田製瓦場 中原 だちょうや本店
ホテル　ビーン 檜原 太田建具製作所
みかく亭 古渡路 旭屋食堂

川部 Kato美代子美容室 ＪＡにいがた岩船農協  朝日グリーンセンター
北新保 高橋堅吾商店 ㈲ファミリーオートサイトウ

和いたり庵ヤマト 和楽寿司
九日市 会津屋商店ガソリンスタンド 早稲田 朝日相互燃料㈱

青山会館 手打ちそばすみれ
とれたて野菜市かみはやし㈱ 富樫自動車整備
穂菜味亭 富樫精肉店
ゆりの会 企業組合 中山自動車整備

塩谷 おまくばの里　銀月堂
㈲木村車輌整備工場
暮らしのセンターかどや 岩崎 白浜食堂
クリーニングのノザワ 大毎 農家レストラン　こころまい
瀬賀惣一郎商店 勝木 大滝建具店
蕎麦のやません ㈲大滝輪店
ソルティバレーサービス カイロプラクティックハウスまどか
奈良橋醸造㈲ 斎藤建宅
野澤食品工業㈱ ㈱佐藤工業
野澤広市酒店 しげる電機
㈲ふとんのわたじん 食の工房　かがり火
元菓子屋 平畳店

下助渕 海転　すし誠 VAパーツ
㈱新和建設 前田デンキ店
とんとん116神林店 寒川 いしわり美容室
中山電気 山北電器サービス電設部
ピカリ産直市場　お冨さん 北中 ㈲大滝食品

葛籠山 鈴玉 桑川 笹川流れ　海カフェ
七湊 あこちゃん代行 笹川流れ　地魚処天ぴ屋

マツダオートサービス 笹川流れ　カヤックセンター
平林 おしゃれの店　サイトウ 道の駅笹川流れ　物産販売

加藤酒販㈾ 道の駅笹川流れ　夕日レストラン
木村美容室 道の駅笹川流れ　café R SUN45
パナ・コスモス シンキョウ 民宿食堂ちどり
山松　武者 碁石 革工房ABALLI

福田 電化のサクライ 民家レストラン　凪のてらす仲
ローソン村上福田店 下大蔵 大滝オートサービス

牧目 東とうふ店 中継 増子商店
セブン‐イレブン　神林牧目店 中津原 ドライブインフジ
セブン-イレブン　村上神林インター店 中浜 ㈱オークリッチ
㈲増田製畳 寝屋 あさひ食堂
ＭＵＲＡＫＹＯ　神林店 釣船　宝昌丸

松喜和 御食事処　鈴季 富樫酒・つり具店
リフォーム工房　斎藤 ヘアーサロンTOSHIKO

宿田 お食事処　大道 浜新保 海辺の小さなパン屋　帆風
㈲小野農機 府屋 IGオート
遠山酒店 秋野屋商店

山田 かみはやし農業協同組合 上田屋茶舗
ダスキン村上南支店 越後村上　竹炭塩・竹炭工房

大滝酒店
小田与惣左ェ門商店

あけぼの K'S　HOUSE Gallery&Cafè えん
板屋越 タキ電気 心寿し
岩崩 縄文の里・朝日 さくらや
岩沢 ヘアーサロン　さぷり スナック紅

㈱柳自動車 中国料理　喜多山
上野 寒川サービスステーション つくしんぼ
鵜渡路 きさらぎ自動車 藤右ェ門商店
大場沢 ㈾辻澤商店 トガシ時計店
小川 ㈱石光 なおき食堂

㈱恵比須自動車 ㈱日本海サービス
猿沢 朝日きれい館 白雲堂

朝日シルクフラワー製作工房 平方商事㈲
朝日みどりの里　宿泊施設ほんわ館 平方輪店
朝日みどりの里　食堂 フジイデンキ

朝日みどりの里　農産物直売所 府屋自動車工業㈱

朝日みどりの里　物産会館 ヘアーサロン音羽屋

朝日みどりの里　まほろば温泉 マルシバ衣料店

味処　稲穂 ㈲メディア

菅井農園 ラ・フォレステール

Barber Shop HALET 脇川 ㈱渡辺鮮魚

美容室nanairo

【問い合わせ先】村上商工会議所:53-4257　荒川商工会:62-3049　神林商工会:66-7408 

朝日商工会:72-1301　山北商工会:77-2259  

【山北地区】

【朝日地区】
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町名 取扱店名 町名 取扱店名
かえる整体院 瀬波ビューホテル
カフェ＆ダイニング　デイズ 大観荘　せなみの湯
郷土料理　入船 大清荘
串揚げ田舎料理　串喜 椿の宿　吉田や
小料理　紙風船 ToTo passeggiata(ﾄﾄﾊﾟｯｾｼﾞｬｰﾀ)
㈱サクマ村上山居給油所 虎屋おみやげ店
酒と肴　福寄家 成田屋　岩船港鮮魚センター店内おみやげ店
サッポロラーメンどさん娘 野天風呂  湯元  龍泉
食菜 和ごころ パン屋 ぬくぬく
スナック　ハーブ 蛍
スナック６０２ 悠遊くらぶ
炭焼居酒屋　てやんでいっ ゆ処そば処　磐舟
髙橋硝子㈲ 凉
たこ正 瀬波上町 木ノ瀬本店
月のうさぎ 瀬波中町 ㈱柏崎ドライ
ティータイムギャラリー　ぺこり 永田商店
㈲とがし商店 ㈲北精園
㈱西坂家具店 大工町 焼肉　金剛
Bar m 田端町 あずまや
BarG.K 石田屋
BAR　弥宵 伊呂波亭
Highest(ハイエスト) いわふね市民法律事務所
長谷川エネルギー㈱　村上インターチェンジSS　 ㈲内山スポーツ
はんぢゃん 扇屋旅館
ひと憩 大町キムラ薬局　駅前店
フジ夢レストラン料理工房 楽屋
Hair+ care Fuji カットスタジオTIPTOP
ほう丁どころ８８３９ 割烹　味作
茉莉花 割烹　鳴海
㈲美越 Café & Bar gracias
ユーアイ運転代行 ＪＡふれあい市　よれっしゃ・こいっちゃ
台湾料理　有福 ㈱瀬波タクシー
リンパケア　プリンセス・ローズ そば処　ざいご屋
レストパブ　カトレア Diner's Kitchen Woody
和食四川料理　千経 中華食堂　リン

三之町 東まんじゅう 中華料理　福来軒
㈲飯島写真館 中国料理　揚子江
イタリア料理 アンフォラ trattoria 360°
奥村酒店 花のふじ井
おしゃぎり会館 ㈱はまなす観光タクシー
無痛整体　樹庵 平間酒店

塩町 旭電工㈱ フラワーランド村上店
イヨボヤ会館 ほぐしの名人　村上駅前店
サーモンハウス メガネの藤井
志田輪店整備工場 ユーアイ村上駅前店
そば処　味作 らぁめん　こくまる
㈲富樫タイヤ商会 理容パール
永徳　鮭乃蔵 和風レストラン　平内
ノエビア新潟村上販社 仲間町 大阪屋村上国道店
ノエビア新町代理店 大滝自動車工業㈱
はらこ茶屋・新羅 からあげ専門　田中商店
㈲益田甚兵衛酒店 堺屋クリーニング ウオロク村上店
㈲丸木屋商店 新保屋家具㈱
和食処　悠流里 村上プラザ お食事処　鹿の子
㈱わら竹　工場店 カジュアル　クルール

庄内町 ㈾入喜商店 カジュアル　ブランチ
木屋時計店 カジュアル　ミックス　　
栗山輪店 かばんのアイリス
㈲丸彦商店 ㈱九重園　プラザ店
山口理容所 コットン＆ホビーどれめ

新町 うまいもんや新町 サーティワンアイスクリーム 村上プラザ店
長谷川エネルギー㈱ さくら寿司
㈱ひまわりオート たけうち時計店
㈾ほんぼ ＤＲＵＧナカヤス
㈱本間牛乳店 永徳　プラザ店
村上ミュージックセンター 花のふじ井　プラザ店

杉原 板垣電機 ブックまるいわ　村上プラザ店
岡田建築 ブティック　ドレメ　　

瀬波温泉 居酒屋　波具　～ＢＡＧＵ～ 文具のほんぼ
岩船港鮮魚センター ㈲北精園　プラザ店
岩船港鮮魚センター フードコート 本保酒店
お天気倶楽部 ㈱又上　プラザ店
海鮮処　番屋 まるよし佐藤商店　プラザ店
開湯の宿　大和屋旅館 ㈲八百健
㈲きむらや 焼肉ハウス　美味しん坊

Seed Café ㈲やまだやプラザ店

地酒の店　たむら わら竹クリーニング　村上プラザ店

四川飯店　村上 坪根 ㈱東北設備

食事処 つゆ草 ㈱フェールムラカミ

寿し銭 寺町 割烹　吉源

瀬波グランドホテル　はぎのや 志ばたや

瀬波南国フルーツ園 たにがわや

★商品券の取扱店登録は随時受け付けております。

★最新の取扱店名簿は、ホームページをご覧ください。【HPはこちらから→】

町名 取扱店名 町名 取扱店名
パンの国　マーニ 語り炉端　せゑ奴
ヘアーサロンかみむら 割烹食堂いそべ
本間精肉店 坂町タクシー㈱
リラクゼーションサロン　refine ＪＡにいがた岩船　荒川農機センター

天神岡 ㈲板垣設備 芝田スズキ青果
㈲サムズオート村上 旬菜懐石　拓
スナックマイウェイ 創作和食くつろぎ空間　出雲
㈱フォト・スタンプ新潟 ㈱鶴岡屋
理容室天神 デイ＆ナイト　逢実

長井町 小杉漆器店 天ぷら斉藤
茶寮 カネエイ 長浜商店
冨士美園㈱ 新潟荒川こだわりうどん一

羽黒町 ㈲花一 ＪＡにいがた岩船農協　荒川グリーンセンター
美容室　十色 ㈱新潟第一アイビー化粧品
ヘアーメイク　mCo 野村寝具店
みやこクリーニング HAPPY SUGAR
ＹＺマート　 ㈲花立屋

堀片 ㈲酒道楽　工藤 ふくちゃcafe
電政社 ㈲ふとんのわたじん坂町店

松原町 移動スーパーえびす丸 ㈱コスギ Hair&Make CHIC
中国料理　福香 ヘアーサロン嫡居夢
デイリーヤマザキ　村上学校町店 メガネのオガワ

松山 越後村上「岩船家」 ㈲やまとのうさん 山瀧　嵐の湯・エステ＆カイロプラクティック
Cutin PAL ㈲やまたき　ブティック・ワンコのこころ
ポーラ村上中央店 ライフネット光洋(光洋電波㈱)
洋服なおしのハナキリン リラクゼーションスペース　クオーレ

緑町 ㈲カネダイ川崎商店 渡幸寿司
堺屋クリーニング 原信村上西店 下鍜冶屋 ㈲下越介護サービス
ブティック　マダムコレクション 堺屋クリーニング 原信荒川店
メナード　フェイシャルサロン　ヒールスペース ㈲遠山建設

南町 ㈱富中産業 マル忠ハウス
ピッツァ＆バー　ストレイトアヘッド 焼肉　白鳥

村上 ユーアイ村上国道店 ユーアイ　坂町店
本町 村上自動車整備㈱ 渡辺モータース
八日市 ㈱大進建設 中倉 佐藤建築

ヘイチデンキ 長政 荒川衛生解体工業㈲
めめよし岩船農産 松村建築
㈲横田石油 ㈱山富

吉浦 阿部商店 名割 Fe Factory cafe109
四日市燃料　吉浦給油所 羽ヶ榎 プライベートサロン　千

四日市 ＪＡにいがた岩船農協　農機車両センター 春木山 ㈲いの上企画
四日市燃料　販売所 ㈱井上製材所

若葉町 Wood box Tera(ウッドボックステラ) 小野住宅建材
関根モータース 藤沢 居酒屋と～く
無痛整体・アロマケア　太平庵 井上燃料店

㈲内山写真館
海産物物産　こまざわ

海老江 長井屋酒店 カラオケるみちゃん
大津 愛犬ハウスバンビ こまざわ床屋・美容室ヘルツ

カットスタジオボーイ 酒井電機工業㈱
㈾小林醤油店 ㈲坂町薬局
㈲ひかりオート ジャスティス
美容室グランジュ スーパーかねま
美容室　縁(よすが) スズキカメラ坂町支店
㈲北越モーター ドルフィン
㈲八百健 肉のみながわ

貝附 café絵里奈 藤観光タクシー㈱
金屋 臼井建築 ブティック　ル・レーヴ

金屋蕎麦屋 ヘアーサロン　コン
かねさ食堂 ベスト電器　不二屋商店
ss CuBE 松田商店
金次郎商店 ㈱村上トラベルサービス
㈱遠山組 焼肉居酒屋　ふくふく
ナガイ衣料(衣料と釣具) 山北クリーニング
㈲橋本運送 養老乃瀧　坂町店
㈲羽田燃料店 らーめん真
パティスリーマルヤ 和食とお酒と音楽のお店　なご道
ヘアサロンみやした アコス アラカワドライ

切田 荒川らーめん魂あしら 御菓子の小島屋
オートガレージエムズ 青果YAOICHI
斎藤建築 ドラッグさとう
たこ焼き処　たこやん どんとうまい

坂町 荒川眼鏡院 フレッシュベーカリー　ラ・パン
㈱荒川トランスポート ラーメンふるさと
いこい食堂 山口 お菓子屋さんnico

居酒屋　登利銀 ストアーいちのせ

いづみや旅館 ㈱横山商店

イタリア家庭料理と洋食の店　Secret Fruits

㈲伊藤自動車整備工場

いろむすび山菜屋 有明 ㈲稲垣設備

魚勝 今宿 レストラン今宿

おもちゃのマリヤ坂町店 岩野沢 高橋工務

第７弾！商品券有効期間　令和４年５月１７日(火)～令和４年７月１８日(月)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※社会情勢により有効期間が変更することがあります。

【荒川地区】

【神林地区】


