
使用期間：令和4年１１月１８日～令和５年２月１２日

令和4年度見附応援商品券 取扱店一覧（分類別50音順）

令和4年11月18日現在（全358店舗）

ウオロク　見附店 ドラッグトップス見附新町店 ひらせいホームセンター 生鮮広場 見附店 ファッションセンターしまむら　見附店

クスリのアオキ 見附店 ドラッグトップス見附西店 ひらせいホームセンター ダイソー 見附店 ホームセンタームサシ　見附店

コメリ　ハード&グリーン　見附店 ㈱ノジマ見附店 ひらせいホームセンター 見附店 マツモトキヨシ ファミリードラッグ 見附店

ＳＵＰＥＲ ＣＥＮＴＥＲ ＰＬＡＮＴ－５ 見附店 原信　見附店 HIRASEI遊TSUTAYA 見附国道店 マルイ　見附店

カフェテリア志賀 大衆居酒屋　船兵衛 ● 味っ佳

赤坂家 Ｃａｆｅ　ｈｏ.ｃｃａ ● 大衆割烹　阿久津 ● 見附居酒屋　集

味平 CARNE298 大衆酒場　ＢＬＯＯＭ ● 見附今町酒場　魚屋鳥助

● ASTRAL ● 韓国本格炭火焼肉　めい ● 大衆焼肉きらく 京（みや）

● 居酒屋　ゆう治 錦水 ● 大漁寿司　見附店 ● 都寿司

● 居酒屋　みのわ ● くいどころ里味　見附本店 中国料理　上海亭 ● MEG CAFÉ 511

ウエルネスサロン アンサンブル ● 食い処　二代目　しぶ家 長衛門 麺処　大昇　見附本店

● 魚龍 ● 食い処・飲み処　ひゃくてん見附店 聴風庵 ● 焼肉寿々

● 魚半 ● ㈲グランドール四季亭 ● 東華飯店 ● やまよ鮮魚店

● うるめのお宿　割烹旅館　原の湯 ● 紅竜飯店 どすこいどんぶり(PLANT-5内) ● ゆかり食堂

● お食事処　ニュー小や松 ● コーヒーイン青い鳥 ● とんかつ　たまき ● ゆるり家

● ガスト見附店 ＳＡＩＴＯ 中村屋 ● 洋食レストラン Ｃｈｅｚ　ＮｏＡ(シェノア)

● 割烹　石利喜 ● ザ・ガーデンプレイス小林樓 ニューホープ ● 与作
● 割烹　いせや ● 栄亭・寛 くつろぎ 呑み喰い処　八芳 ● らぁめん天山

● 割烹　太田家 ● 肴吉 パーラーすずらん ● ラーメン中澤

● 割烹　岡田屋 茶房・創作屋　雨霽 ビジョン ● らーめん勝　見附今町店

● 割烹　小畑 ● しあわせパン工房パン・ド・ネイヴル ● びすとろますえ らーめん味噌や

● 割烹　小や松 ● JAPANESE DINING　川竹 ビストロ．ムッシュの店 レストハウス旅路

● 割烹　角屋(角屋料理店) ● 寿司割烹　浜作 ● ひな鳥金子　今町店 ● レストハウス道草

● 割烹　たぶせ ● 炭火料理　ゆめどり亭 ● ブエナビスタカフェ ● 和食処　海老名

● 割烹　まるご ● 守門 ぷちサウンドきなせ ● 和風レストラン　たから

● 割烹　明芳 ● せいろ蒸しダイニング　来富 風来人 ● 和モダン　Ｂｉｓｔｒｏ　カルム

● 割烹　柳屋 ● そば道場 ● フランス料理　リモージュ ● 笑楽亭

Cafe＆Bar　all ● そば処ほし乃 孫四郎そば　見附店

● カフェ・ド・シモンズ

クリエーターサイトー ドッグ　ビューティー　レアラ ヘアーショップタサキ

アクイール コアフィール　アディ ネイルサロンC・Cネイル Hair Park　Voice

アクイール ピュール ヘア コアフィール　フィス NailSalon Crown（クラウン） ヘアーポート・ＢＥ

足揉みサロン　陽のひかり 国際バーバー ノガワ hair make mint

井カラシ美容室 コバヤシ美容室 ビューティーサロン　フタバ ヘアーモードウエダ

池田屋美容院 コバヤシ理容室 ビューティーパーラーときわ Hair Room おおの

エステ フェイスライン Salon Ki・Ra・Ri 美容室　サマンサ Head Spa Phteah

エステティックサロン素顔 サロン・ド・ダリ 美容室　パウダー Ｍｒ.Ｈｏｒｉｕｃｈｉ(堀内理容室)

おおの写真館 しげの美容室 美容室　ぽてとはうす　見附店 ㈲みながわクリーニング

岡美容院 写真&カフェ　草野 びようしつ　優美 もちづきスタジオ

オリンピア整体施術院 シンフォニーイケダヤ ファッションクリーニング ㈲ 長谷桂 嶺崎店 山岸のクリーニング

カイロプラクティックサロン リプル せんたくかあさん見附店 HAIR&MAKE miruM ヤマヤ理容所

クリーニングの紺栄 ＣＲÈＥＲ　ＨＡＩＲ ヘアーサロン　アサノ

クリーニングふらんせ見附店 ツチダ美容院 ヘアーサロン　タカハシ

大型店 見附応援商品券 「大型店・一般商店 併用券」のみ使用可能

一般商店 見附応援商品券 「大型店・一般商店 併用券 + 一般商店 専用券」が使用可能

※「●」がついているお店は、県が認証している「新型コロナウイルス感染防止対策　認証飲食店」です。　　

飲 食 店

サ ー ビ ス



※「●」がついているお店は、県が認証している「新型コロナウイルス感染防止対策　認証飲食店」です。

黒坂屋㈱　新町店 武石奥次郎商店 星野洋服店

アオキコーヒーサービス 黒坂屋㈱　本町店 武田屋酒店 堀文具店

㈱あかりテック 化粧品　ヤマカク 谷信菓子店 ホンマ金物

あわづや 化粧品・カバン洋品のアサト 玉木時計店 松久洋品店

イエローハット見附今町店 健康めっけ(道の駅パティオにいがた) つたや種苗店 まつもとでんき

イカラシ衣料店 コイヅカ石油　ロードステーション芝野 ツルハドラッグ見附店 マルイ　今町国道店

石滝屋酒店 ㈲小玉電機商会 ティファニーファッションハウス 丸勝石油㈲

石橋履物店 ㈱コマガタ 天然酵母の手作りパン工房　ラ・クレア ㈲マルタケ商店

稲田眼鏡店 小松商店 どまいち 水富屋酒店

今庚呉服店 小松屋酒店 泊屋菓子舗 見附市場組合　一・六市場　三・八市場

今Ｃｏｃｏ！マルシェ 菜菓亭　見附店 ドルチェ小川 見附市総合体育館内スポーツ用品売店

イマニ 斎藤酒店 中野屋時計店 みっけセンター

㈲上野屋書店 さくら薬局見附 ● 夏目庵 ㈲源川電機商会

ウエルシア見附上新田店 酒のヒラセ　国道店 にわさき薬局 ㈱港屋酒店

うおまる 酒のヒラセ　本町店 ぬしせ靴店 ㈲ミヤジマ

㈲栄光社 ㈲佐藤電機店 ぬしせ新町店 みらい市場

江戸寿し　見附店 サンキ見附店 NEXT 三和デンキ 明治牛乳見附販売所　石黒牛乳店

大阪屋　今町店 ㈱柴久商店 野志徳 メガネのいおか見附店

大滝金物店 芝三 野辺園 メガネパーク

太田鮮魚店 ㈱芝電 ㈲ハッピー自動車整備工場 メルヘンコーヒー

小笠原時計店 ㈲下関屋菓子店 長谷川自転車店 望月菓子店

お菓子　田の口屋 手芸小物Sourire Parade 見附店 ㈲モトショップ　ニシザワ

㈱岡丈商店 諏訪乳業 ばん茶や 柳橋屋菓子店

小川屋洋品店 関谷ふとん店 ヒライデンキ 柳橋薬局

海産物　ねだち 瀬戸嘉商店 広瀬酒店 ヤナギヤ電気商会

㈲角田新聞店 セブンイレブン　見附市役所通り店 ビワミン小林 ㈱山五本店

ガスショップ見附店 セブンイレブン　見附本所店 ファッション　ウェーブ ヤマザキショップ見附ホンダ店

桂屋商事㈲ セブンイレブン　見附本町店 ファッションハウス　メルシー 山崎屋商店

加藤商店 セブンイレブン　見附新町3丁目店 ファミリーマート　見附市野坪店 やまさく商店

㈲加茂屋菓子店 セブンイレブン　見附今町４丁目店 ファミリーマート　見附新幸町店 ㈲山田新聞店

㈱かめざきや セブンイレブン　見附今町7丁目店 ファミリーマート　見附元町 ㈱ヤマダ電機　テックランド見附店

㈱吉長商店 セブンイレブン　見附上新田町店 二見屋酒店 ㈾山本金物店

菊分洋品店 扇長薬局 仏壇・墓石・寺院仏具　ご縁 米善醤油味噌製造㈾

きものと帯　石忠 総合食品　近藤商店 Free style shop Pine リビングアーチ原山

クスリのアオキ 本所店 染と織　あさい Ｐｒｉｍｅｒａ(プリメーラ) ローソン　見附今町4丁目店

グラン スリール 大黒製パン フルーツとお花のさとう八百屋 ローソン　見附学校町店

黒坂屋㈱　葛巻給油所 ㈲高新電機商会 ｐｒｏｐｏｓｅｒ(ぷろぽぜ) 和多伝茶店

黒坂屋㈱　市役所通り給油所 ㈱高橋電機商会 ヘルシー＆ビューティ長谷新 ワタナベオーディオ

● 角屋旅館 ㈲中島輪店 見附新聞社

あなざわ整骨院 かねこ接骨院 ㈲韮沢工務店 ㈱みつけタクシー

㈲石黒輪業　昭和町店 気カイロプラクティック整体 箱六建具店 ㈲目黒自動車整備工場
● イングリッシュガーデンホテルレアント けやき整骨院 ● 藤屋旅館 山﨑畳店

上田接骨院・鍼灸香仁堂 児玉建具店 ほし接骨院 ㈱吉運堂　見附店

大手薬局　見附本町店 牛腸指圧 ● ㈲ホテル　つるや ㈲吉田自動車整備工場

大手薬局　中央店 ㈱信賀自動車整備工場 ㈱本間材木店 らく楽福祉タクシー

大手薬局　本所店 創造広告藝術合同会社 ㈱松本式典 ワールドネットレンタカー新潟

大手薬局　嵐南店 ㈲タカノ自動車整備工業 丸正ニットファクトリー㈱ ㈲若杉公営社

カーコンビニ倶楽部　富士自動車 中越交通㈱見附営業所 ● みつけ健幸の湯ほっとぴあ わかば接骨院

カーリンク見附店 富川建設　株式会社 見附市立病院 ワタナベ電機・内装店

＜問合せ＞　見附市　地域経済課　地域産業係　TEL：0258-62-1700(内線227)

一般商店（つづき） 見附応援商品券 「大型店・一般商店 併用券 + 一般商店 専用券」が使用可能

小 売 店

そ の 他


