
※商品券使用期間　　令和4年8月10日～令和5年1月15日迄
※大型店等・複数店舗(テナント)が入居する店舗では、一部使用できないテナントがありますので、
お買い物の際にご確認下さい。

※取扱加盟店の最新情報は、砺波商工会議所、庄川町商工会、砺波市役所のHP に掲載しております。ご確認下さい。

　QRコードは砺波商工会議所のHPに移ります。

砺波地区
衣料・雑貨・履物 コンビニ MEGAドン・キホーテUNY砺波店

寺島呉服店 ファミリーマート砺波新富町店 100満ボルト　ドン・キホーテ砺波店

太田呉服店 ファミリーマート砺波市役所前店 DCMカーマ砺波店

ＭＯＤＥ コメリパワー砺波店

よしだ洋装店 医薬・化粧品 ホームセンタームサシ砺波店

レディスショップ　ツルヤ 小野医療器（株） ディスカウントドラッグコスモス中神店　

稲垣呉服店 タケザワ薬局トナミ店 ディスカウントドラッグコスモスとなみ店　

まるしん ミキモト化粧品M2営業所 スギドラッグ砺波店

靴とかばん　たかや コスメエンド スギドラッグ砺波総合病院前店

じゅん　ＴＯＮＡＭＩ Bunshichi ケーズデンキ砺波店

FASHION アイ ポーラ　エスポワールショップ 燃料・ガソリン

おしゃれショップしまだ チューリップメディカル 清原プロパン

（株）ナカムラ 米原商事（株）エネルギー部　西部営業所

アンシャンテ 米原商事（株）エネルギー部　砺波給油所

レディス・まるとも 量販店・スーパー （有）大西石油 　セルフ砺波１５６ＳＳ

弁慶　砺波店 洋服の青山砺波店 （株）ヤギヤエンタープライズ

DONファミリーリサイクルストア メンズ・レディース・プラザAOKI砺波店 丸三石油（株）チューリップパークSS

サンキュー新富店 林石油店

サンコー砺波店 （有）セーブ石油

建設・工業 アルビス となみ店 自動車・自転車

サン・エクステリア（株）砺波店 ヴァローレ砺波店 （株）山本モータース

デムラ工業（株）砺波営業所 イオンモールとなみ 協立自動車（株）

窪田電気商会 イオンスタイルとなみ （有）パブリックオート髙橋

大工のほしや （株）ヤマダデンキ　テックランドＮｅｗ砺波店 （株）余西商会　ミスタータイヤマン砺波店

フジイ設備（株） ウエルシア砺波中神南店 富山ダイヤモンドモータース（株）　高岡三菱自動車販売　

ウエルシア薬局砺波豊町店 大江サイクル

ウエルシア砺波十年明店 中村自動車整備工場

クスリのアオキ　杉木店 （有）鍋田自動車

印刷 クスリのアオキ　新富店 石川タイヤ商会

（株）吉田印刷所 クスリのアオキ　イータウンとなみ店 石黒自動車工業（株）砺波支店

（株）エスエス クスリのアオキ　砺波店 サイクルセンター清登

大阪屋ショップ砺波店 （株）ザム・コーポレーション

スーパーセンターシマヤ砺波店 オートバックス砺波

上新電機（株）砺波店 イエローハット砺波店
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菓子・パン 什器・家電 眼鏡・花・その他

（有）ラ・ピニヨン 中村漆器店 さとう印房

天野餅店 山田でんき フラワーショップ　花きち

梅屋菓子舗 （有）ササジマ電器商会 （株）沢田花房

河合菓子舗 トナミ電化センター （有）めがねのシオタニ

島倉屋菓子舗 電化のみやざき めがねプロ

洋菓子・喫茶シャトレ ニューイングランド　かわしま メガネのハラダ砺波店

（株）ミッシュローゼ ダイゾウ電化 大木ふとん店

菓芸　ふく扇 （有）岩川金物店 メガネハウス砺波本店

菓子処　あら木 三助焼窯元 あい　タカクワ

富山県花卉球根農業協同組合

宮木木材

各種食料品 書籍・文具・娯楽品

川原米穀店 ＢＯＯＫＳなかだ砺波店　オフィスヴォックス砺波店 旅館・ホテル

若鶴　令和蔵 上野書店 人肌の宿川金　　いろり茶屋　鮎の庄

山本酒店 （株）五島書店 夢の平　コスモス荘

酒蔵勘太郎 画材たんぽぽ砺波店

金森豆富店 太陽スポーツ砺波店

平ら寿し本舗 スポーツキャプテン 写真・旅行

砺波製麺協業組合 一丸紙店 （有）マリー旅行社

たんでむ珈琲 日本海ツーリスト（株）

となみ乳業協業組合 渡辺フォト企画（株）写友光房

農業組合法人　ガイアとなみ 特産品 光影社　クルール

三輪食料品店 砺波駅　観光案内所 （株）Ｋ．トラベル

リカーショップまつうら チューリップ四季彩館　ミュージアムショップ

となみ野農業協同組合 タクシー・代行

肉・魚 （一社）砺波市観光協会観光案内所 となみ観光交通（株）

竹正商店　　たけまさ亭 道の駅　となみ野の郷 ことぶき代行

黒田鮮魚店（宮丸） チューリップ交通（株）

黒田鮮魚店（宮森新） 南砺交通（株）

フレッシュたきもと 家具・建具 グリーン代行

川田商店 金守家具センター

神戸屋西店 石崎家具（株）砺波店

矢部商店 インテリアまるとも
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飲食店 ここの音　たこ楽 洗濯・浴湯

だるま屋 農家レストラン　大門 （有）くまの洗濯堂

竈flame炭三郎 焼肉屋どうも ゆーハウス　となみの湯

手打うどん　田じま ラーメン　杏 ヤングドライ千保土田

水月亭 (卸)花島精肉店

増山城　蔵蕃そば 麺レストラン　大黒家 理美容・エステ

カフェ&レストランM2 焼肉　千山 美姿勢サロン　カイロ＊エステ　ゆ～あん

コーヒーラウンジ　マンデリン 有限会社ゴセイフーズ　め組 ビューティサロン美音

１９　ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ砺波店 川なべ ヘアー・プロデュース　レーヴ・エヌ

お食事処　志げ乃 中華料理鮮美味 髪美人　ノワール

ココス砺波中神店 縁空 マユミ美容室

ココス砺波店 中華料理邦楽 中居理美容室

Pcipresso ＣＡＦＥ　かくれ庵 ヘアーサロンやまもと

洋食/cafe　梟 本家かまどや砺波店 寺本理容院

アクアフレスカ 居酒屋・パブ hair グレイス

焼肉たかちゃん 十五代　仁左衛門 美容室たうん

タージ・マハール砺波店 都寿し　居酒屋みやこ CUT HOUSE しまむら

Kitchen"BB" へのへの茂平爺　 ヘアーサロン　ゲンツウ

魚安 新明や ａｒｔ　ｔｏ　ｈａｉｒ

お好みハウスサラン 手羽先　とり料理　とり新 バーバー　こやま

イタリア料理　ラ・プリマヴェーラ 居酒屋　一心 トータルケアサロン　きわみ

麺房 三佳 なごみ茶屋　かちかち山 みぞぐち髪SALON

ビストロ 椋 居酒屋　花みづき 美容室hana

グルメどころ　タベタリーテ 虎徹 ヘアーサロンSEO

チャイニーズ・レストハウス　みんみん 串や桃源

プロムナード　もみじ 麺酒場　さきや その他サービス

覚右衛門 和中ダイニング布袋 オークス　TONAMI　翔凜館

和風会館　ふかまつ 酒処　千花 松本行史　土地家屋調査士・行政書士事務所

（株）ふたつわ食品　くつろぎ会席「草の家」 ラウンジひろみ 農事組合法人　林中部営農組合

ＳＵＮＴＲＩＣＫ 居酒屋　童夢 疲労回復ジムOASIS

秋吉となみ店 Merry's  Club アイファクトリー（株）

和食　いわい となみ野法律事務所

食楽酒場ＣＡＳＫ スナック・バー BRIDAL COSTUME SALON  Angel heart

柿里本店　花御堂 かっぷいん hirari

ノエル トムボーイ おそうじ本舗となみ店

カレーハウスCoCo壱番屋　アピタ砺波店 Bar  ten 島田商店

さかなや工房　海鮮蔵 BAR JACKPOT 総合カレッジSEO

（有）市山 仁夢

となみ幸ずし no.a

そらとぶからあげ　砺波チューリップ店 BAR　Oli★On
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庄川地区
衣料・小物・履物 肉・魚 タクシー・代行

呉服　京極 小西精肉店 チューリップ交通（株）

ナカタニ洋品店 中野屋

戸出屋精肉店 洗濯・浴湯

化粧品 あたらしや 柳湯

フジモト

特産品 その他サービス

量販店・スーパー 庄川ウッドプラザ 庄川遊覧船（株）

ヴァローレ庄川店 道の駅　庄川

シメノドラッグ庄川店

コメリ　ハード＆グリーン庄川店 旅館・ホテル

クスリのアオキ庄川店 弁天温泉

鳥越の宿　三楽園

建設・工業 庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり

藤森工業（株） となみ野庄川荘

燃料・ガソリン 旅行

ワキモト石油店 （株）雄神トラベル

飲食店

自動車 食・酒処　ほたる

庄川自動車（株） 和風レストラン　ふなとの里

（株）庄川ホンダ販売 鮎料理の店　鮎の里

花園食堂

菓子・パン 湯谷亭

川なべ菓子舗 喫茶アムール

鮎や

カラオケ広場きらら

各種食料品 ドライブイン小牧

ドリーム東となみ店

酒のフクちゃん 理美容・エステ

江戸寿し　庄川店 marco hair

紺田糀味噌醸造所

（順不同、一部略称表示）
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