
※大型店は下記の店舗にて使用できます。

　 ヨークベニマル・マツモトキヨシ・しまむら・ダイユーエイト・酒スーパー・リオンドール・あめだや

　 わしお・JA・マツヤデンキ・ビバホーム・ツルハドラッグ・ゲオ・サンハート

石川町プレミアム商品券取扱店舗一覧（9/1現在）

石川町字長久保294-7 新田・三芦 ヨークベニマル スーパーマーケット 56-4301

石川町大字双里字赤沼5 双里・本宮 リオンドール スーパーマーケット 26-1141

石川町大字双里字宮ノ前46 双里・本宮 わしお スーパーマーケット 26-7933

石川町字長久保100 新田・三芦 ローソン石川長久保店 コンビニエンスストア 56-3011

石川町大字双里字谷津前17 双里・本宮 ファミリーマート石川町双里店 コンビニエンスストア 56-4581

石川町大字野木沢矢ノ内57-3 野木沢 ミニストップ石川町野木沢店 コンビニエンスストア 26-9515

石川町字石田45-2 新田・三芦 セブンイレブン石川長久保店 コンビニエンスストア 26-7784

石川町字南町11-2 南町 セブンイレブン石川南町店 コンビニエンスストア 26-0656

石川町双里字本宮68-1 双里・本宮 セブンイレブン石川本宮店 コンビニエンスストア 26-2525

石川町字王子平79-1 猫啼 セブンイレブン石川王子平店 コンビニエンスストア 26-2328

石川町字南町47 南町 鹿岡青果店 小売業 26-1310

石川町中田字上矢造35 中谷 深谷商店 タバコ・食品・雑貨 26-2456

石川町字立ケ岡335-2 馬場町 フレッシュマートせきね 鮮魚・仕出し 26-2620

石川町字北町96 北町 二瓶魚店 鮮魚小売店 26-0637

石川町字鹿ノ坂363 新田・三芦 会田魚店 鮮魚 26-4836

石川町字北町45 北町 丸昌精肉店 食肉販売 26-1695

石川町字南町48-2 南町 かのおか肉店 食肉販売店 26-1462

石川町大字中野字鍛治内21 野木沢 スーパーまるい 食品・雑貨 26-1583

石川町大字母畑字樋田149 母畑 マルフクスーパー 食品・雑貨 26-1406

石川町中野字水無1 野木沢 佐藤栄商店 食品・雑貨 26-1510

石川町字下泉232 荒町 酒井分店 小売（青果・燃料） 26-2314

石川町大字山形字菖蒲沢25 山橋 ㈲遠藤こんにゃく店 こんにゃく製造・販売・卸 26-2505

石川町字南町21 南町 江名屋米店 お米 26-2043

石川町字当町109-8 当町 ＪＡあぶくま石川 生産物直売・資材・食料品・ガソリンスタンド 26-3101

石川町大字赤羽字新宿130 沢田 大野農園㈱ 農業・果物 57-6004

石川町字南町79 南町 山桜㈲斎藤酒店 酒類販売業 26-2046

石川町字境ノ内272 北町 えびすや酒店 酒類・食品 26-4615

石川町字白石193-5 猫啼 髙原酒店 酒小売業 26-1367

石川町中田字大塚6 中谷 瀬谷商店 酒類小売業 26-0712

石川町字下泉18 馬場町 坂路酒店 酒販売 26-2848

石川町字当町2-2 当町 渡辺酒店 地酒、焼酎、ギフト販売 26-2641

石川町大字双里字赤沼13 双里・本宮 あめだや 酒類食料品販売 26-9655

石川町長久保247 新田・三芦 酒スーパー 酒類販売 26-0301

石川町大字板橋字八升蒔28-1 山橋 小木商店 燃料、食品、酒類 26-2213

石川町大字双里字神主20-1 双里・本宮 お菓子のくわざわ 菓子製造販売業 26-2851

石川町字下泉231 荒町 お菓子のさかい 菓子販売 26-2823

石川町字下泉240 荒町 恵季菓子　みはるや 菓子製造販売 26-1313

石川町北町96 北町 ホズミ・ソラ 菓子製造販売 26-2373

石川町字新町12 新町 恵びす屋 和菓子 26-1082

石川町字当町128 当町 喜多商店 菓子小売業 26-1401

石川町双里字本宮28 双里・本宮 ㈲亀善商店（かめさん） 駄菓子・茶 26-2028

石川町字下泉73-4 古町 近内茶店 茶・その他 26-1632
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※1セットの中には、地元小売店専用の商品券（１，０００円）６枚と、大型店及び小売店共通の

　 商品券（１，０００円）６枚の合計１２枚（１２，０００円分）が入っております。
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今回の商品券は、使用期限がございます。ご注意ください！	  
（使用期限：平成27年7月1日～平成27年12月31日まで）	  



石川町双里字本宮36 双里・本宮 べんとうショップ 仕出弁当 26-5454

石川町大字双里字神主34-1 双里・本宮 食彩あすか（中谷地区まちづくり委員会） お弁当・総菜 26-1457

石川町字草倉田71-58 新田・三芦 ふる～る 飲食業 26-5560

石川町字南町72 南町 大膳 飲食業 26-2234

石川町字南町40-6 南町 お食事処　幸助 飲食店 26-7972

石川町字塩ノ平96 新田・三芦 レストラン　グリーン 飲食店（レストラン） 26-0580

石川町大字谷沢字榎町15-1 中谷 手打ち中華　天山 飲食業 26-1233

石川町字新町62 新町 うなぎの高田屋 飲食店 26-1125

石川町大字双里字桜町20 双里・本宮 味の菜華（サイカ） 飲食業（一般食堂） 26-3535

石川町字新町92 新町 ㈲峰清館 飲食店 26-1115

石川町字南町87 南町 ポエムロビー 飲食店 26-2160

石川町双里字谷津前29-5 双里・本宮 呉竹鮨 飲食店 26-7146

石川町字高田159-1 新田・三芦 紅天楼 飲食店 26-5199

石川町字当町77-3 当町 くっちーな・じらそーれ 飲食店 26-8055

石川町大字母畑字梅木入71-8 母畑 母衣旗 飲食店 26-3984

石川町塩沢字大日向72 新田・三芦 ㈲食道楽ひさご そば・うどん・焼肉 26-5305

石川町字石田43-1 新田・三芦 ラーメンハウス　こぅこぅ亭 飲食業 26-8718

石川町字新町55 新町 パルジュー スナック 26-7886

石川町字新町44-16 新町 ゆるりと菜　村さ来石川店 居酒屋 57-5011

石川町字南町35 南町 スナック　潤 スナック 26-2885

石川町字長久保63 新田・三芦 ダイユーエイト ホームセンター 56-3115

石川町大字形見字尾巻6 双里・本宮 ビバホーム ホームセンター 26-7111

石川町字長久保23 新田・三芦 マツモトキヨシ ドラッグストア 26-1060

石川町大字双里字赤沼1-15 双里・本宮 ツルハドラッグ ドラッグストア 56-4268

石川町字南町1 南町 伊藤薬局 薬局 26-2058

石川町大字双里字本宮71-1 双里・本宮 サンキュー薬局石川本店 医薬品販売 26-3911

石川町字新町55 新町 健康堂 医薬品小売業 26-0640

石川町中野字鍛冶内168-2 野木沢 アルソア独留馳 化粧品販売 26-1289

石川町字南町73 南町 ふくや化粧品店 化粧品販売 26-2421

石川町字南町3-2 南町 丸九化粧品店 化粧品販売 26-2215

石川町字新町23-1 新町 まつやま 化粧品 26-2869

石川町字当町123-1 当町 ユキ美容室 美容業 26-3123

石川町字下泉39 馬場町 カットスタジオアズ美容室 サービス（美容） 26-1226

石川町字新町58-1 新町 アリガ美容院 美容業 26-2822

石川町字屋敷ノ入８ 北町 ヘアステージ　メロディー 美容業 26-8661

石川町大字曲木字広久保59-1 新田・三芦 式部美容室 美容業 26-8685

石川町字南町84 南町 あい美容室 美容室 26-6887

石川町字南町42 南町 ヘアーサロン　ホシ カット＆パーマ 26-3601

石川町字北町3 北町 理容　女星 理容業 26-1188

石川町大字双里字本宮42-7 双里・本宮 理容アキヤマ 理容業 26-3904

石川町字下泉233 荒町 ☆ファッションハウスほし☆ 婦人服中心小売業 26-2513

石川町字南町8 南町 さとう呉服店 衣料品 26-2398

石川町字南町92 南町 赤ちゃんの店　かなざわ マタニティ-＆子供服 26-2333

石川町字新町55 新町 プリムローズ 婦人服販売 26-2656

石川町字下泉168-2 荒町 こばり呉服店 衣料品販売 26-2330

石川町字新町4 新町 和服・洋服　ふくだや 衣料品 26-2622

石川町字新町41 新町 衣料のデパート　亀屋 総合衣料 26-2027

石川町字当町69-12 当町 ㈲おおもり 総合衣料 26-2739

石川町大字双里字赤沼22-1 双里・本宮 サンハート 総合衣料 26-1919

石川町字長久保102 新田・三芦 しまむら 総合衣料 56-3455

石川町字新町14 新町 インナーショップアイリ― ランジェリーショップ・健康食品 26-6169

石川町字南町51-1 南町 ヤマザキスポーツ 靴、スポーツ店 26-2231

石川町字南町42 南町 モードさとう ファッションリフォーム 26-3612
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石川町双里字桜町38-1 双里・本宮 メガネのヨネクラ石川店 メガネ・補聴器 26-3438

石川町字下泉165 荒町 ㈲サカイ 宝飾・メガネ・時計・補聴器・印章 26-2716

石川町字新町55 新町 みよし堂 事務用品・はんこ・合鍵・化粧品 26-1855

石川町字当町3-2 当町 ㈲アドホック サービス業（介護用品販売） 56-2050

石川町双里字本宮66-3 双里・本宮 シャディ末広 サービス業・ギフト販売 26-2223

石川町字新町56 新町 永沼商店 ギフト販売 26-2322

石川町字下泉184 荒町 ㈲青柳商店 手芸用品、釣り具 26-2413

石川町字南町76 南町 ㈲大勝園 花 26-2470

石川町字新町28 新町 花のさがら 生花販売 26-4331

石川町字南町28 南町 有賀楽器店 楽器・CD 26-2318

石川町字南町90-2 南町 矢内セトモノ店 セトモノ・籐手芸他 26-2227

石川町字下泉168-3 荒町 ♪ミュージック・ミドリ（みどりレコード店） CD・DVD注文　コーヒー＆コーヒー豆販売 26-3303

石川町大字双里字赤沼12-1 双里・本宮 ゲオ ＤＶＤ・ＣＤレンタル・ゲーム販売 56-4611

石川町字鹿ノ坂373 新田・三芦 朝日自動車整備工場 自動車販売・整備 26-2214

石川町字猫啼93 猫啼 ㈲南條自動車工業 自動車販売・整備 26-4428

石川町大字赤羽字韮草23-7 沢田 ㈱ナカジマ 自動車販売・整備 26-2065

石川町字下泉40 馬場町 ㈲我妻自動車整備工場 自動車販売・整備 26-2827

石川町字石田103-7 新田・三芦 橋本オートサービス 自動車整備・販売 26-6953

石川町双里字白坂下62 双里・本宮 ヤマダ自動車㈱ 自動車整備 26-3451

石川町字王子平171-3 猫啼 ㈲オオジオート 自動車整備業 26-0988

石川町字王子平164 猫啼 共栄自動車整備協業組合 自動車整備 26-3551

石川町字猫啼95 猫啼 平岡自動車商会 自動車整備工場 26-3195

石川町字当町75 当町 ㈲青戸自動車整備工場 自動車整備・車検・保険 26-3525

石川町大字中野字高ノ内59-2 野木沢 ㈲モガミオート 自動車販売 26-5600

石川町双里字宮ノ前55 双里・本宮 マツダオートザム石川 自動車販売 26-1163

石川町字下泉64 古町 ㈲曲山自動車整備工場 自動車販売・整備、介護用品 26-2806

石川町字屋敷入150-2 北町 ㈲溝井自動車整備工場 自動車整備・板金塗装・自動車販売 26-3522

石川町字大内141-1 新田・三芦 大内自動車 自動車整備 26-7359

石川町字北町19 北町 ㈲二瓶輪業商会 二輪・四輪販売・修理 26-1356

石川町大字双里字双里136 双里・本宮 ㈲岡部商店 ガソリンスタンド・自動車販売・自動車整備 26-2331

石川町大字沢井字西ノ作3-3 沢田 小林輪業商会 ガソリン、灯油、自動車他販売 26-2612

石川町双里字神主20-2 双里・本宮 佐川生コン㈱ ガソリンスタンド・生コンクリート 26-2411

石川町字猫啼93-2 猫啼 ㈲早坂商会 ガソリンスタンド 26-2225

石川町字長久保130-1 新田・三芦 ㈲ツタヤ商事 ガソリンスタンド 26-8345

石川町字下泉27 馬場町 ㈲あさかはや本店 灯油・ＬＰガス 26-2135

石川町双里字神主16-2 双里・本宮 桑沢商店 ガス・ガス事業・日用品雑貨 26-3321

石川町字北町5 北町 ㈲北町亀屋 LPG・灯油・燃料・インテリア販売 26-2754

石川町字南町64 南町 石川ガス㈲ LPガス・灯油販売　九州化学クリーニング取扱店 26-5131

石川町大字母畑字湯前32-1 母畑 癒しの湯　高蔵内温泉 温泉旅館 26-5111

石川町母畑字樋田75-1 母畑 八幡屋 旅館業 26-3131

石川町母畑字湯前42 母畑 ホテル下の湯 旅館 26-4101

石川町字猫啼22 猫啼 ㈲井筒屋 旅館業 26-1131

石川町字板橋字塩ノ沢98 山橋 塩ノ沢温泉　しおや 温泉旅館 26-6188

石川町字長久保96 新田・三芦 ㈲ホテル松多屋 結婚式・宿泊 26-6161

石川町字新町36 新町 ㈲深谷ラジオ店 家電販売 26-2001

石川町字当町123-1 当町 ㈲タカハラ家電 家電販売 26-3338

石川町字下泉163 荒町 （有）新光社 家電販売 26-3121

石川町双里字赤沼20-3 双里・本宮 相田デンキ商会 家電販売 26-1572

石川町字下泉186 荒町 ㈲矢内電器 家電小売業 26-1478

石川町大字双里字七鍬石6-1 双里・本宮 マツヤデンキ 総合家電 56-1633

石川町字屋敷入8 北町 小池電気店 電気工事業 26-2714

石川町塩沢字大日向83-87 新田・三芦 大日向電機 電気工事業 26-1378

石川町字当町52-3 当町 阿部電気商会 電気工事等 26-1410
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石川町字新町20 新町 ㈲スズキ家具センター 家具販売 26-2808

石川町字当町50 当町 ㈲石川木工所 家具販売 26-2255

石川町大字板橋字犬ヶ馬場68 山橋 ㈲大竹興業 建設業 26-4820

石川町大字山形字大室103 山橋 ㈲遠藤建設工業 建設業 26-7131

石川町坂路字馬場宿91 中谷 ㈲小針建設 建設業 26-5583

石川町大字中田字上三森210 中谷 ㈱近内組 建設業 26-5243

石川町字屋敷ノ入191-1 北町 ㈱西牧組 建設業 26-1286

石川町大字南山形字堂平43 山橋 矢内工務店 建築業 26-3427

石川町字王子平400 猫啼 山田建設 建設業 26-2015

石川町双里字神主5 双里・本宮 （有）有松工務店 建築業 26-1344

石川町飛ヶ作212-5 新田・三芦 金内工務店 建築大工 26-7650

石川町字北町95 北町 ㈲長谷川建材店 リフォーム、修繕 26-2834

石川町大字双里字白坂下46 双里・本宮 田村産業㈱石川営業所 住宅リフォーム 26-0162

石川町字大室480 馬場町 ㈲橋本木材 住宅資材販売 26-2201

石川町字大室477 馬場町 ㈲大竹工務店 管工事、住宅設備 26-0738

石川町字北町66 北町 ㈱中村建設工業 土木、建築、設計、施工、建築用CB、ILB、製造販売施工 26-2092

石川町字境ノ内314-1 北町 太田材木店 製材・販売 26-2241

石川町字下泉36-1 馬場町 藤田金物店 家庭金物・建築資材小売 26-3145

石川町字長久保284 新田・三芦 ㈱創誠 舗装工事 26-3147

石川町字長久保284 新田・三芦 ㈱佐藤渡辺 合材販売及び舗装工事 26-3066

石川町字長久保176-1 新田・三芦 ㈱石川屋・レンタル石川・auショップ石川 小売業 26-2323

石川町大字山形字兎田11-1 山橋 ㈲須藤石材 石材業 26-4191

石川町字松木下137-5 当町 川音石材 石材業 26-7614

石川町大字谷沢字榎町123 中谷 水野造園 造園業 26-1891

石川町大字中野字町屋78-6 野木沢 ㈲石川エンジニアリング 設備他 26-8039

石川町大字双里字本宮23-1 双里・本宮 ㈲小玉 畳製造業 26-1418　工場26-4831

石川町字下泉234-1 荒町 諸岡畳店 畳製造業 26-2040

石川町字下泉336 古町 荒川畳店 畳業 26-1479

石川町字新町7 新町 髙橋新聞店 新聞販売業 26-9800

石川町字南町88 南町 細川新聞店 新聞販売業 26-2232

石川町字南町65-6 南町 大戸印刷所 印刷業 26-2110

石川町中野字矢ノ内57-4 野木沢 ㈲野本観光バス 旅行業 26-8570

石川町字南町88 南町 クリスタル旅行 旅行業 26-2290

石川町字松木下177-3 当町 矢王商工（浄化槽部） 浄化槽管理清掃 26-5802

石川町字長久保185-1 新田・三芦 いしかわ土地開発合同会社 不動産業 26-8808

石川町大字双里字七鍬石102-1 双里・本宮 ㈱さがら 葬祭業 26-4141

石川町字下泉191-2 荒町 須藤農機 農具、雑貨 26-1555

石川町字屋敷ノ入72 北町 ㈱石川自動車教習所 初心者運転者・高齢運転者講習 26-2897

石川町字高田150-2 新田・三芦 カギのふじさわ（藤澤銃砲店） 合鍵複製、銃砲・火薬 26-2230

石川町字当町50-7 当町 ㈲エムイス工業 縫製業 26-1500

石川町字当町50-9 当町 ㈲まるもと商店 雑貨、住設機器 26-1155

石川町大字形見字道橋81 中谷 塩田工業㈱ 化粧品容器製造業 26-2727

石川町字松木下128 当町 ダスキン石川 レンタル業 26-3544

石川町字大橋58 新田・三芦 ㈱中井商店 骨材販売業 26-5502

石川町双里字七鍬石78-1 双里・本宮 フォトアートスタジオよしだ 営業写真・写真用品全般 26-0175

石川町字当町81 当町 ㈲石川肥料店 肥料 26-2520
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