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● 不動産
● 商品券類、切手、たばこ、プリペイドカード等換金性の高いもの
● 事業活動に伴い使用する原材料、機械類及び仕入商品等
● 加盟店によっては引換できない商品もあります。

十日町市プレミアム商品券実行委員会 お問い合わせ先／十日町商工会議所（事務局）十日町市駅通り17番地  TEL 025-757-5111
　　　　　　　　十日町市担当課／産業政策課  TEL 025-757-3139

販売方法

一般店・大型店
すべての加盟店で
使用できる共通券

5,000円分の
共通券

大型店等では
使用できない
一般店専用券

7,000円分の
専用券

■ 本券はプレミアム商品券加盟店の商品・サービスにご利用いただけます。
■ 加盟店は十日町市の小売業、サービス業、飲食業、運輸業、建設業です。

20％お得！

専用券（中小店専用券）7枚+共通券（中小店+大型店）5枚専用券（中小店専用券）7枚+共通券（中小店+大型店）5枚
1,000 円毎にご利用いただけます（1,000 円券×12 枚綴り）

雪国とおかまち  元気！
雪国とおかまち  元気！

10,000円で

12,000円分のお買い物！
10,000円で

12,000円分のお買い物！

■ 現金決済以外には使用できません。
■ 有効期限をすぎたものは無効となります。
■ 金額以下の商品を購入された場合の釣銭はお出しできません。

ご利用にあたっての注意事項
■ 一回の利用額の上限は15万円とします。
■ 有効期限／平成29年5月31日

この機会にぜひお買い求め下さい！ 十日町市プレミアム商品券のお求めはこちらで！販売場所
第１回・第2回販売所　
●十日町市役所本庁　●十日町商工会議所　●朝日堂　●滝沢印刷　●イチムラ　●みさ伝　●クロステン　●お菓子の木村屋駅通り店　●宮幸酒店　●ヤナショウ
●しみず薬局本店　●メガネ補聴器のミヤコヤ妻有SC店　●大勇家具　●リフォームムラヤマ　●イオン十日町店　●大塚屋商店　●水沢商工会　●十日町市役所川西支所
●川西商工会　●くりや商店（千手）　●金久商店（上野）　●清水フードだいも店（上野）　●永井商店（木落）　●ヒノデ（仁田)　●道の駅瀬替えの郷せんだ（仙田）
●十日町市役所松之山支所　●松之山商工会　●ヤマザキYショップ渕岡商店（湯本）　●ふれあい浦田（浦田）※①　●十日町市役所中里支所　●中里商工会
●ユーモール２階事務局　●藤美屋商店（芋川店）　●藤美屋商店（田代店）　●十日町市役所松代支所　●松代町商工会　●マート常春（松代）　●美容こまつ（室野）
●柳屋理美容所（蒲生）　　※販売終了時刻は各販売所の営業終了（閉館）時刻となります。　※① 26日の販売は行いません。

  第１回のみ販売所　
●中央公民館　●水沢公民館　●川治公民館　●吉田公民館　●中条公民館　●下条公民館
※土・日曜日の販売は行いません。　※販売終了時刻は閉館時刻となります。

プレミアム商品券

2月23日㈭午前10時～ 2月25日㈯

※1世帯1万円の販売です。購入券がない方には販売できません。
※公民館は土・日曜日の販売を行いません。

販売終了時刻は各販売所の営業終了（閉館）時刻となります。

販売終了時刻は各販売所の営業終了（閉館）時刻となります。
※購入券は必要ありません。お1人3万円まで（第1回の販売で残った商品券を販売いたします）
※公民館では販売しません。

1世帯
1万円

平成29年

2月26日㈰午前10時～  完売まで お1人
3万円まで

平成29年

第１回 販 売

第 2 回 販 売

■ 下記の商品・サービスのご利用は対象外となります。

中 里 地 区

松 之 山 地 区
松 代 地 区

大 型 店

大村建設㈱ 荒屋

★藤美屋商店　芋川店 芋川

ゆくら妻有 芋川

碇屋金物店 上山

エネオス・石光石油㈱
中里 S･S 上山

セブンイレブン田沢店 上山

田代屋 上山

だるまや 上山

㈱ナカサト共和 上山

仲林薬店 上山

㈱山崎商会 上山

カラオケ・居酒屋
レモンハート 上山

JA 十日町中里
営農センター 上山

湯元　清津館・渓谷 小出

増田屋商店 重地

ぴっとランド中里
農機センター 高道山

理容バース 田沢本村

ぴっとランド Car エル
中里 田沢本村

ぴっとランドなかさと
給油所 田沢本村

★藤美屋商店
　田代店（酒） 田代

アスター洋菓子店 田中

ヤマザキショップ
越後田沢駅前店㈱
広田屋

田中

清津峡ホテル　せとぐち 西田尻

髙野畳店 如来寺

㈱サンウッド新潟 干溝

㈱美雪商事 堀之内

メガネの一幸 本屋敷

ミオンなかさと 宮中

焼肉・一品料理
あさがみ 山崎

いち廣 山崎

㈱エス・エス・シー・
マツヤ 山崎

居酒屋笑福＆スナック
Shofuku 山崎

十日町タクシー㈱
田沢営業所 山崎

割烹まると 山崎

サロン・ド・ジュオー 山崎

カミムラヤ ユーモール

田舎 ユーモール

㈱ラポート十日町
コープ中里店 ユーモール

ラポート号 3 号 ユーモール

メガネ・時計・補聴器　
コバヤシ ユーモール

カットハウス　まつざわ ユーモール

総合衣料　ヤマジン ユーモール

伊藤商店 松之山

㈱グリーン大海 松之山

㈱ラポート十日町
Ａコープ松之山店 松之山

ラポート号１号 松之山

㈱志賀電設 松之山

竹野屋米店 松之山

竹野屋美容院 松之山

田津屋商店 松之山

たのもや住研 松之山

ナオヤ 松之山

松之山オートサービス 松之山

ケーキ・パンの店
都屋商店 松之山

村山商店 松之山

ぴっとランド松之山
給油所 松之山

ぴっとランド Car エル
松之山 松之山

ぴっとランド松之山
農機センター 松之山

植木屋旅館 兎口

JA 十日町しぶみ地区
営農センター 新山

JA 十日町松之山
資材センター 新山

㈲小島屋製菓店 新山

㈱ナステビック
ナステビュウ湯の山 湯山

はなや華 湯山

和泉屋 湯本

大阪屋理美容店 湯本

さか新 湯本

山愛 湯本

白川屋旅館 湯本

おみやげの店
十一屋商店 湯本

すなっくで～す 湯本

㈱高橋組 湯本

滝見屋 湯本

玉城屋旅館 湯本

ひなの宿　ちとせ 湯本

野本旅館 湯本

コメリホームセンター
十日町新座店 四日町新田

ドラッグトップス
十日町　シルクモール店 山本町

原信　十日町店 山本町

Parade 十日町店 山本町

ピアレマート十日町店 高山

㈱ノジマ真電十日町店 高山

★イオン十日町店 下島

ドラッグトップス  十日町店 下島

ホームセンタームサシ
ムサシ食品館　十日町店 下島

コメリホームセンター
十日町店 下島

原信　十日町北店 下島

リオン・ドール　十日町店 旭町

HIRASEI 遊
TSUTAYA 十日町店 旭町

ウエルシア  十日町住吉店 住吉町

ウエルシア
十日町下川原町店 下川原町

全日食チェーン松代店 松代

コメリ
ハードアンドグリーン
松代店

松代

まつだい芝峠温泉　雲海 蓬平

日の出家 湯本

★ヤマザキＹショップ
　渕岡商店 湯本

山の森のホテルふくずみ 湯本

まるたか 湯本

松之山温泉
ビジターセンター

（松之山温泉合同会社まんま）
湯本

松之山板金 湯本

柳屋食堂 湯本

㈲ミサカ 天水越

レストラン雪椿 天水越

㈱大海組 天水島

㈲松之山温泉給油所 天水島

割烹みはらし 天水島

旅館明星 天水島

㈱凌雲閣松之山ホテル 天水島

㈱飯塚建設 浦田

★合同会社うらだ店
　（ふれあい浦田） 浦田

小川屋商店 浦田

渋海リバーサイド
ゆのしま 浦田

おふくろ館 黒倉

東頚印刷東頚新聞 観音寺

十日町市プレミアム商品券加盟店

JA 十日町しぶみ地区
営農センター 松代

アザミフォトスタジオ 松代

あずま食堂 松代

旭堂旅館 松代

居酒屋　とも八 松代

ラポート号２号 松代

㈱ラポート十日町
A コープ松代店 松代

越後まつだい里山食堂 松代

農舞台
ミュージアムショップ 松代

大槙屋商店 松代

おみやげ処　ふるさと 松代

門田屋商店 松代

小春食堂 松代

松文堂書店 松代

誠心軒理容所 松代

セブンイレブン
中越松代店 松代

高橋園 松代

橘理容所 松代

はらた家 松代

㈲日の出そば 松代

★マート 常春 松代

お食事処 常春 松代

㈱前田商会 松代

まつだい印刷 松代

㈱マンバ 松代

三笠屋酒店 松代

㈱山賀モータース 松代

㈱司工務店 松代

忠海屋畳店 松代

㈱中村工務店 松代

割烹  そば処　 まつお 犬伏

㈲松城工務店 犬伏

㈱高橋組
松代オートサービス 太平

松代ドライブイン 太平

ぴっとランド Car エル
松代 池尻

ぴっとランドしぶみ
給油所 池尻

ぴっとランドしぶみ
ガスセンター 池尻

ぴっとランド松代
農機センター 池尻

★美容　こまつ 室野

草村商店 室野

★柳屋理美容所 蒲生

★印はプレミアム商品券販売店です



ハヤマ荘 川治上町

㈱ミナミ商会川治給油所 川治上町

ケーキハウス
アプリコット 妻有町東

スバルショップ
田村自動車 河内町

塩ノ又温泉　湯元荘 六箇塩ノ又

㈲マルミ電化サービス 寿町１

美容室　hair stage
プチエール 寿町２

きもの絵巻館 寿町３

★大勇家具 寿町３

クラージュ 寿町３

くい処　しせんえん 寿町４

マルセイ　サイクル 錦町

丸松工具㈱十日町店 錦町

カフェレストラン
りんご亭 錦町

セブンイレブン
十日町高山店 高山

ブリヂストンタイヤセン
ター関東㈱
十日町ビーエス店

高山

十日町車検センター
協業組合 高山

博榮自動車販売㈱ 高山

㈱ハリカ十日町店 高山

★リフォームムラヤマ 高山

JA十日町
営農生活センター 高田町６

JA十日町四季彩館
ベジぱーく 高田町６

ラポート十日町
葬祭センター　虹のホール 高田町６

利工モータース 高田町６

㈱共和自動車 高田町６

㈱玉垣製麺所 高田町６

㈱村熊商店 高田町６

㈲佐野写真館 下島

パルみかわや
妻有ショッピングセンター店 下島

木村屋妻有SC店 下島

㈱はるやまチェーン
十日町店 下島

廻るすし道楽十日町店 下島

らーめん　みそ道楽
十日町店 下島

スポーツプラザ　エビスヤ 下島

酒の専門店
てーぶるくろす 下島

宝飾・時計のミヤコヤ
イオン店 下島

★メガネ補聴器のミヤコヤ
　妻有SC店 下島

ラポートトラベルセンター 下島

らぽーとランド
花＆レストラン 下島

手打ちラーメン万太郎
妻有SC店 下島

越後十日町　小嶋屋和亭 下島

セブンイレブン
十日町下島店 下島

ドコモショップ十日町店 下島

ぴっとランドCarエル
十日町 下島

ぴっとランド十日町
ガスセンター・設備機器 下島

ぴっとランド十日町給油所 下島

ぴっとランド十日町
農機センター 下島

衣料館まんば 下島

オートバックス十日町店 下島

ぬりぎ仏壇店 下島

ENEOS十日町春日町SS
㈱倉沢石油 春日町１

十日町市総合観光案内所
（Tocco) 旭町

あさひ薬品 旭町

エフワン十日町店 旭町

サウンド・エース 旭町

オプト・ニワノ
（リオンドール内） 旭町

レストランオガワヤ 旭町

食楽空間　だぼる 西浦町西

ハトモ理容室 泉町

花田 泉町

日本料理まえじま 袋町

㈲カネコ写真館 袋町

理容　床清　 袋町中

貸衣装　装宴　十日町店 袋町中

㈲フレンドリー
セブンイレブン十日町
千歳町２丁目店

千歳町

セキヨシ十日町サービス
ステーション 千歳町

美容室　ラ・ヴィ 千歳町

和の風 千歳町

トラットリアペペロッソ 稲荷町

コモド・絹都 稲荷町２

㈱サンウッド新潟 稲荷町３南

フランス菓子　喫茶
ルミエール

稲荷町
３本通り

理容　フタバ 稲荷町
３本通り

美容室　来夢 稲荷町４

すし海道　十日町店 稲荷町４

山口酒店 稲荷町西

㈲庭野スポーツ 住吉町

手作り惣菜の店
ももたろう 西本町１

ブティック　いづみや 本町１

★朝日堂 本町１

化粧品のくしや 本町１

床屋なおい 本町１

十日町タクシー㈱ 本町１

前菜屋たんと 本町２

飯塚テレビ電化 本町２

伊勢屋茶舗 本町２

カットサロン２０１１ 本町２

十交タクシー 本町２

スズキ薬局 本町２

のとや 本町２

ホテルしみず 本町２

ラポート十日町　 本町２

★㈱滝沢印刷文具館タキザワ 本町２

たかはし理容室 本町２

㈲ガトータカダヤ 本町３

㈲花幸 本町３

いかりや 本町３

カネコフォート 本町３

大清・モナミ 本町３

中央印刷所　山内商店 本町３

月見屋 本町３

ブティック　ロマン 本町３

麻里衣 本町３

㈲桃林堂 本町３

★㈱イチムラ 本町３

シティーホール529 本町３

㈲寿司源 本町４

阿部善商店 本町４

越後十日町　小嶋屋 本町４

シューズかじまや 本町４

★みさ伝　本店 本町４

理容　たかはし 本町４

レストランオガワヤ 本町４

風花 本町４

青山商店　本町店 本町４

十日町産業文化発信館
いこて 本町５

㈱カネカ樋口金物店 本町５

お料理処　たか橋 本町５

ニシノデンカ 本町５

太古八 本町５

レストラン玄海 本町５

釜と七厘 本町５

㈱ムラオ 本町６

理容　オータケ 本町６

㈱村山商会
十日町中央給油所 本町６

キナーレ美術館
ミュージアムショップ 本町６

越後しなのがわバル 本町６

キナーレ　明石の湯 本町６

★クロステン　 本町６

むらけん酒店 本町７

ヘアーメイク　ヤマダ 駅通り

めがね工房　ハトヤ 駅通り

㈱島田薬局 駅通り

炭火焼肉　彩 駅通り

★木村屋駅通り本店 駅通り

共立観光㈱ 駅通り

マルヤマ呉服店 駅通り

おにぎりや白雪 駅通り

酒のいまい 駅通り

Top-Notch space
The GRIMM 駅通り

宮沢荒物店 駅通り

焼肉の店　かしわ 駅通り

養老乃瀧 駅通り

㈲だいさ 駅通り

丸天 駅通り

志天 駅通り

やきとり大吉 駅通り

㈱村熊商店 駅通り

プログタウン 駅通り

カメラショップユザワ
十日町店 昭和町１

関重木工 昭和町１

★㈲宮幸酒店 昭和町１

たきい衣料品店 昭和町２

明石交通㈱ 昭和町３

オーム電機商会 昭和町３

割烹　まるすい 昭和町３

きもの＆和雑貨　雪月花 昭和町４

和食　松喜屋 昭和町４

eプラザ　十日町店 昭和町４

鮨かわ田 昭和町４

まるこし 高田町１

かみつね 高田町１

萱森商店 高田町１

こじま寿司 高田町１

でんきのデンデンムシ 高田町１

★㈱ヤナショウ商店 高田町１

㈲イトー楽器 高田町１

ホルモン焼　ヨシダヤ 高田町１

マリーナ 高田町１

ペットのモノ、ヒトのモノ
ミジョット 高田町１

はしみや畳店 高田町２

㈱片桐寅蔵商店 高田町２

和洋菓子　きさらぎ 高田町３

セブンイレブン
十日町高田町店 高田町３

蕎麦＆だいにんぐ　にし乃 高田町３

ヒノデヤ 高田町３

★しみず薬局本店 高田町３

㈱みらい 高田町３

セブンイレブン十日町病院店 高田町３

セブンイレブン十日町西店 下川原町

スズキ電機 南新田町

三洋自動車㈱ 南新田町

中国料理　天山 南新田町

㈱ラポート十日町
Aコープ大井田店 四日町

㈱割烹やまだ屋 四日町

レストラン
ブアソン・フォレ 四日町

㈱カーショップみなみ 四日町

でんきと住まいの
ユニックイワサキ 四日町新田

スポーツハウスN 新座１

衣料のかみしん 新座１

まるかつ商店 新座２

ファミリーフードさかいや 新座４

花寿司 江道

田麦そば 学校町１

ALE　beer & pizza 宮下町西

三勝美容室本店 神明町

スタジオJ2 神明町

サバス 神明町

美波リンパケアセンター 水野町

エプロンショップ＆カフェ
プラム 若宮町

㈲小川電機商会 田中町西

網元　なか田 田中町本通り

きっちん　愚留米 田中町本通り

メトロ美容室 山本町

㈱高橋クリーニング店 山本町

㈱川治食品販売 山本町

焼肉　一囍 山本町

林屋商店 山本町

葵寿司 山本町

㈱山田屋商店 山本町

そば処　まるにし 八箇関根

壱番館 八箇関根

ルートショップ川原屋 八箇笹乃沢

松沢オート 川治下町

セブンイレブン
十日町川治店 川治中町

十 日 町 地 区

水 沢 地 区

川 西 地 区

食彩和食　河津 西本町２

㈲文よし 七軒町

割烹　入舟 七軒町

松乃寿司 加賀糸屋町

喰い処　豊吉 関口樋口町

焼肉　ひゃら 関口樋口町

セブンイレブン
十日町下条店 下条３

㈱シーエス十日町 下条３

㈱ラポート十日町
Aコープ下条店 下条４

★㈾大塚屋商店 下条４

㈱下条温泉みよしの湯 下条４

eプラザ　ひらさわ店 下条４

クラッチ　ヘアデザイン 下条４

美容室　プラネット 下条４

福田屋 下条４

㈲水落住建 下条４

カフェ＆レストラン
ブーメル 下条新光寺

キルト・リサイクルきもの
ちどりや 太子堂

㈲地酒のやなぎ 中条上原

セブンイレブン
十日町中条店 中条中町

㈱フラワーホーム 中条中町

㈱谷内製材 中条新田

JA十日町きたはら
営農センター 北原

ファミリーマート
メルシー中条店 北原

和泉軒本店 小泉

沖見屋商店 北鐙坂

沢新商店 北鐙坂

ヒカル電化 大黒沢

ブルームーン 大黒沢

㈲ダスキン十日町 大黒沢

モトショップ ベル 大黒沢

㈲ナカ設備工業 大黒沢

ラーメン　うれっ子 大黒沢

㈱カネタケ建設 小黒沢

直志庵　さがの 伊達

雪国越後十日町
からむし麺 伊達

川原屋商店 伊達

㈲上村薬局 土市

ハイセンスショップ
ヤマセ 土市

★㈱くりや商店 山野田

まつばや酒店 山野田

しなのや肉店 山野田

新潟屋 山野田

㈱嘉六 山野田

昭和交通㈲ 山野田

伊之助金物店 水口沢

居酒屋　いのちゃん 水口沢

菓子工房 シェ・ヤマザキ 水口沢

自家焙煎珈琲ミールクラフト 水口沢

清水薬品 水口沢

眼鏡　きむら 水口沢

刺身とさかな
千手やまざきや 水口沢

しみず床屋 水口沢

坂新 水口沢

STUDIO HATOYA 水口沢

理容　からさわ 水口沢

㈲金盛自動車工業 水口沢

住吉精肉店 水口沢

えことぴあ 水口沢

千手温泉　千年の湯 水口沢

健康増進施設
ひだまりプール 水口沢

㈲松海寿司 土市

メルシー　土市店 土市

㈱宮元屋商店 土市

㈲新装 土市

㈱吉田商会 土市

寿し処　大仁 土市

さわだや 土市

割烹　豊成 土市

春日屋 土市

㈲丸壽・イヴロード 土市

名代生そば　由屋 土市

スナックりこ 土市

麺屋　冬㐂 土市

㈱上島 太田島

㈲尾身建築 新宮

馬場　ふるさわ 馬場

㈲オオタカ 馬場

割烹　川喜屋 馬場

㈱昭和建設 馬場

そば処　あてま 珠川

あてま高原リゾート
ベルナティオ 珠川

寿司割烹　どばし 水口沢

ぽけっと 水口沢

心粋 水口沢

太田デンキ 中屋敷

和泉軒支店 中屋敷

セブンイレブン川西町千手店 中屋敷

寿司居酒屋　金太郎 中屋敷

スナックドリーム 中屋敷

小林米穀店 中屋敷

アトム電器　十日町店 中屋敷

㈱シーエス川西 中屋敷

小嶋屋総本店　本店 中屋敷

でんきや中條 中屋敷

吉葉屋精肉店 中屋敷

㈱山松商店 中屋敷

佐渡屋商店 高原田

㈲大和自動車 伊勢平治

岩村商会 元町

ナカゴグリーンパーク 元町

光の館 元町

エレックシンエイ 上野

ナグモ理容所 上野

★清水フードだいも店 上野

割烹　なかむら 上野

一級建築士事務所・
まちおこしコンサルタント
㈲富井冨士子事務所

上野

泉屋酒店 上野

★金久商店 上野

皐工務店㈱ 上野

丸鉄輪店 上野

ぴっとランドCarエル川西 上野

ぴっとランド川西
農機センター 上野

ぴっとランド川西給油所 上野

ＪＡ十日町川西
営農センター 上野

井川建設㈱ 新町新田

㈱井川自動車 新町新田

㈲ヰガワ石油 新町新田

★永井商店 木落

㈲ファームランド・木落 木落

㈲タカヨシ工務店 木落

割烹　おかめ 仁田

山口屋商店 仁田

★㈱ヒノデ 仁田

ヘアーショップ　トダ 仁田

㈲戸田商店 仁田

 ㈱ラポート十日町
Ａコープ橘店 仁田

三吉 野口

十日町市プレミアム商品券加盟店 ★印はプレミアム商品券販売店です


