9月20日時点

令和元年度 「飯豊町プレミアム付商品券」取扱事業所
□ 中 地区

□ 添川・松原 地区

㈱ウマイヤ本店

72-3110 酒類・食料品・たばこ

末廣商店

74-2103 酒類・食料品

ヘアーサロンナス

72-2632 理容

草刈商店

74-2209 酒類・食料品・たばこ

ヘアーサロンながおか

72-2076 理容・美容

㈲肉のすがい

74-2212 食肉・加工食品

舟山建築

72-2614 建築大工工事全般

㈲小池建築

74-2007 住宅修繕・リフォーム

㈱冨永工務店

74-2250 木造建築
74-2152 自動車整備・用品

□ 萩生・黒沢 地区
㈲おそうじ舘梅津

72-2175 モップレンタル

いとう自動車

菓子の丸屋

72-2047 和洋菓子

㈱梅津商店添川給油所 72-2622 ガソリン・軽油・灯油

堀呉服店

72-2251 婦人/紳士衣料品

添川温泉しらさぎ荘

㈲マルホ商店

72-2190 化粧品・雑貨

めざみの里観光物産館 86-3939 各種商品・飲食

㈱香月

72-3923 和洋菓子・喫茶

□ 手ノ子・高峰 地区

新丸七商店

72-2185 酒類・新聞・たばこ

松山商店

75-2453 食料品・雑貨

四季彩魚豊味

72-2109 御宴会・祝/法要膳

いとう美容室

75-2486 美容・着付

マルシチ米穀㈱

72-2016 米穀・農業資材・食料品

男鹿商店

75-2028 日用品・食料品・飲食

㈱ウマイヤ商店

72-2275 灯油・軽油・重油・ガス

渡部魚店

75-2524 鮮魚・オードブル・折詰

㈱国分石材

72-3738 墓石・灯篭・石工事全般

いわはなや食堂

75-2412 食堂・カラオケ

大工手塚建築

72-2252

㈲まるや尾形商店

75-2415 燃料・金物・たばこ

㈲セルカ

86-3368 食品スーパー

㈲齋藤組

75-2244 建設

㈲エルベ

86-2828 イタリアン料理

湯村板金

75-2311 建築板金
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72-2134 自動車整備・用品

田辺理容所

75-2034 理容

後藤無線商会

72-3123 家電品

㈱協和ハウス

75-2413 木造建築

㈲松乃枝商店

72-2043 酒類・食料品・たばこ

遠藤商店

75-2717 酒類・たばこ・日用品

美容ホワイト

72-3605 美容

志田建築

75-2751 建築大工工事全般

粕川電機商会

72-2194 車両電気系統修理

㈱髙橋工務店

75-2086 管工事・設備工事

佐藤輪業商会

72-2506 自転車・バイク・除雪機

□ 中津川 地区

㈱佐藤管工業

72-2191 住宅設備工事

白川荘

77-2124 宿泊・飲食

喰処さかい

72-3682 食堂・御宴会

竹村商店

77-2014 酒類・たばこ・菓子

とみなが理容室

72-3819 理容

民宿あらし 嵐商店

77-2215 宿泊・食料品

島貫販売店

72-2853 牛乳・乳飲料

渡部ガソリンスタンド

78-0050 ガソリン・軽油・灯油

ウメツ美容室

72-2175 美容

中津川バイオマス㈱

87-0111 ペレット

㈲後藤酒店（セブンイレブン飯豊萩生店）
74-2084

住宅工事・木の家具・高級ベッド

74-2161 宿泊・飲食

コンビニエンスストア

コメリハード&グリーン飯豊店 86-3045 日用品・工具・資材・園芸用品

ご利用期間：令和２年２月２９日（金）まで

9月20日時点

令和元年度 「飯豊町プレミアム付商品券」取扱事業所
□ 椿 地区

□組 合

佐藤酒店

72-2351 酒類・食料品・たばこ

魚井

72-3232 日本料理

イイザワ住窓

72-2487 住宅機器工事

来々軒

72-2148 食堂・御宴会

嶋貫石建

72-2486 石材加工

上田スポーツ店

72-2264 スポーツ用品

鈴木シーリング

72-2288 防水加工工事全般

いとう印刷

72-2606 印刷

舟山建築

72-2614 建築大工工事全般

井上建築

72-3938 木造建築

青木電気工事

72-3480 電気工事全般

鈴木板金

72-2889 建築板金

大工手塚建築

72-2252

つばき美容室

72-2078 美容

サトウ電設

72-2446 電気工事全般

㈲いいで旅館

72-3706 宿泊・飲食・御宴会

髙岡建築工業

72-2536 木造建築・増改築

㈲木村自動車

72-2160 自動車修理・タイヤ

井上建築

72-3938 木造建築

㈱梅津商店椿給油所

72-2155 燃料・冷暖房機器・タイヤ

鈴木板金

72-2889 建築板金

山口ボディーサービス

72-2968 自動車鈑金塗装・整備

安部塗装所

72-3340 建築塗装

めざみ交通㈱

72-2137 タクシー

㈲小池建築

74-2007 住宅修繕・リフォーム

㈱てるぜん

72-3121 食肉・豆腐・こんにゃく

㈱冨永工務店

74-2250 木造建築

焼肉夕月

72-3477 焼肉・らーめん・カラオケ

小泉たたみ店

75-2121 畳

森永牛乳椿販売所

75-2396 牛乳・乳飲料

湯村板金

75-2311 建築板金

美容室いのうえ

72-3938 美容・着付

志田建築

75-2751 建築大工工事全般

車匠ヨシダ

87-0555 自動車販売・整備・鈑金

大城鉄工所

75-2160 鉄骨製品加工

アベ床屋

72-2418 理容

寒河江設計

75-2422 建築設計

㈱伊藤造園土木

72-3935 屋敷木伐採

竹田建築

75-2865 建築大工工事全般

髙岡建築工業

72-2536 木造建築・増改築

安部塗装所

72-3340 建築塗装

堀呉服店

72-2251 小中学校運動着・制服

fringe

74-2755 美容

新丸七商店

72-2185 小中学校運動着・制服

ツルハドラッグ飯豊店

86-3268 医薬品・食品・飲料・雑貨

㈲まるや尾形商店 75-2415 小中学校運動着・制服

十割そば きはる

070-5563
-4470

まつや商店

飲食・御宴会

飯豊町建設組合（組合員事業所）

72-3555

住宅工事・木の家具・高級ベッド

飯豊町衣料品組合（組合員事務所）

72-2607 小中学校運動着・制服

□ 小白川 地区
㈱田中屋

72-2054 食肉

小泉たたみ店

75-2121 畳

舟山商店

75-2824 酒類

㈲ほそやでんき

75-2124 家電品

ご利用期間：令和２年２月２９日（金）まで

