
長井市プレミアム付商品券
A券 取扱加盟店

地名をクリックすると
GoogleMAPにリンクします。

赤頭巾 本町 飲食店

アトリエ・パッション 館町北 飲食店

あやめそば舟越 舟場 飲食店

池田家本店 高野町 飲食店

居酒屋ダイニング　奏宴 本町 飲食店

居酒屋大龍 ままの上 飲食店

居酒屋竹とんぼ 本町 飲食店

居酒屋龍泉 片田町 飲食店

いちわ食堂 本町 飲食店

有頂天長井店 緑町 飲食店

うなぎの華扇 東町 飲食店

ENGINE 清水町 飲食店

大番 栄町 飲食店

お食事の店　来夢 館町北 飲食店

oleh-oleh 本町 飲食店

海鮮盛時 横町 飲食店

かく長蕎麦屋 大町 飲食店

COCKTAILBAR ROGER 本町 飲食店

割烹寿司　紀もと 高野町 飲食店

割烹まるげん 今泉 飲食店

割烹・旅館とらや 大町 飲食・旅館

割烹料理　山志ん 館町北 飲食店

割烹レストラン　神戸 本町 飲食店

Café　山ノ下 栄町 飲食店

カラパラ長井店 本町 飲食店（カラオケボックス）

喜美乃家 本町 飲食店

魚味旬彩　金太郎 寺泉 飲食店

喰処　茶や 本町 飲食店

黒獅子運転代行社 高野町 運転代行

ぐりーんぐらでーしょん 本町 飲食店

ココス長井店 栄町 飲食店

駒屋 本町 飲食店

じゅえる 本町 飲食店

酒楽 栄町 飲食店

旬味処　いざ 高野町 飲食店

昭和ホルモン亭長井店 あら町 飲食店

㈱白鷹タクシー 十日町 タクシー業

新生代行社 ままの上 運転代行

Ⓐ新来軒 あら町 飲食店

㈲すしてつ 高野町 飲食店

鮨と季節の味きらく 館町南 飲食店

鈴音 本町 飲食店

30%プレミアム分　飲食・宿泊・タクシー・運転代行

2020/12/1時点

https://goo.gl/maps/DVVEMXnmiM4ASovF7
https://goo.gl/maps/EcDBbtUwmJx9PzT27
https://goo.gl/maps/EaZ7X9iud5rSMjbR7
https://goo.gl/maps/s65RYnWc7R25XRdo8
https://goo.gl/maps/R3dUmmiq6na3We9UA
https://goo.gl/maps/eqid25He6JjcNzbY9
https://goo.gl/maps/Z3NEtyBbfP1nv8w7A
https://goo.gl/maps/ejVCvJUWjLeEaqGQ9
https://goo.gl/maps/6v9qz54akmbE4J3K9
https://goo.gl/maps/JSvxG7xP1oQZdcMo6
https://goo.gl/maps/xASJCvKvEc5wXyok6
https://goo.gl/maps/CneY2TzYDjRgL1zRA
https://goo.gl/maps/Scsi6QWHdvfXYUe97
https://goo.gl/maps/Qw72T53QmHChcSSL6
https://goo.gl/maps/qfnDU5h2VZnQ6X8RA
https://goo.gl/maps/gsttVFhWopsi4SZT8
https://goo.gl/maps/ryotUF41fNRo8RVR7
https://g.page/cocktailbar-roger?share
https://goo.gl/maps/ZBvcDwBS99tWFiUc6
https://goo.gl/maps/qz5xQu6VjW5Mqend7
https://goo.gl/maps/WDa7AqBSWUxcvwEN7
https://goo.gl/maps/MpxRVuiddyJkbQre9
https://goo.gl/maps/RcpgSXiED93Tz8C86
https://goo.gl/maps/Ytn7697TWqUo4Jfd9
https://goo.gl/maps/jxN53HzkjNWhhcsf8
https://goo.gl/maps/UGdRohXKB2QUVDRj8
https://goo.gl/maps/cuSXJEDZTujrR6ha8
https://goo.gl/maps/rKLVedKbi7iGc1b29
https://goo.gl/maps/9GCMtinn5edPMzmAA
https://goo.gl/maps/wQ3tB5f7TvaJobay7
https://goo.gl/maps/cfFc7W5hye46uLbc7
https://goo.gl/maps/mdbx69Ck8V4tYCEXA
https://goo.gl/maps/pLPQVwz9k9c8uJXC7
https://goo.gl/maps/jJCk7AkZEQvgj7j7A
https://goo.gl/maps/HTmjNU5zGKsGRhuK8
https://goo.gl/maps/9jSkaVTZd5M38sCr7
https://goo.gl/maps/j9xyM4VjfRo5yyAS9
https://goo.gl/maps/FJzh5oVwc3HbDByd8
https://goo.gl/maps/FkNQkH25uDnHrnBi8
https://goo.gl/maps/Yq7gdhR5Wq73MxLA7
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30%プレミアム分　飲食・宿泊・タクシー・運転代行

スナック樹 本町 飲食店

スナック　メロディー 本町 飲食店

セカイスケッチコーヒー 本町 喫茶店

そば処　丸万 本町 飲食店

㈲そばのはせ川屋 泉 飲食店

so-bar 水杜里 中道 飲食店

Dining Bar Retreat 本町 飲食店

たかさか食堂 九野本 飲食店

㈱タスパークホテル 館町北 総合ホテル業

㈱中央会館　居酒屋喰楽酒喜 栄町 飲食店

㈱中央タクシー 栄町 タクシー業

手打ちそば　蔵高宿 中伊佐沢 飲食店

桃華楼本店 大町 飲食店

桃華楼支店 中道 飲食店

DOREMI 本町 飲食店

長井交通㈱ 高野町 一般乗用旅客運送業（タクシー・代行）

ハイらーめんデス長井バイパス店 館町北 飲食店

はぎ苑・はぎ乃湯・多夢炉 成田 旅館

HEART BEAT 本町 飲食店

馬肉支那そば　まる久 五十川 飲食店

パラディース 本町 飲食店

はる寿司 舟場 飲食店

豊饒 ままの上 飲食店

ほ～ぷうんてん代行社 花作町 運転代行

MANY'S CAFÉ ままの上 飲食店

めん蔵長井店 館町南 飲食店

麺や貴伝長井店 台町 飲食店

やき肉黒獅子 成田 飲食店

焼肉ダイニングりんご苑長井店 館町南 飲食店

焼肉頓珍館 館町南 飲食店

焼肉はしもと 舟場 飲食店

山形屋やじろべえ 本町 飲食店

夢蔵 高野町 飲食店

夜汽車 高野町 飲食店

米沢牛　福昌 九野本 飲食店

ラーメン園 九野本 飲食店

レストランジュアン 館町南 飲食店

わこう庵 上伊佐沢 飲食店

和風レストラン八千代 中道 飲食店

2020/12/1時点

https://goo.gl/maps/suDndmZfPyp3medw9
https://goo.gl/maps/hUMcHdRxohk3TLNJA
https://g.page/SekaisketchCoffee?share
https://goo.gl/maps/9tzzBn3xqbwH3HVz6
https://goo.gl/maps/5Ch3emuYFLnKoRMVA
https://goo.gl/maps/xFWqshWmmeAsAZfQ6
https://g.page/diningbarretreat?share
https://goo.gl/maps/2AhaLyGJE5meGZ6SA
https://goo.gl/maps/zdtuYkbWbvPDdyKFA
https://goo.gl/maps/5LoSNDLbJnBusKAfA
https://goo.gl/maps/Yaw5u2eJnvEQhqRu7
https://goo.gl/maps/p8gDNieuXRkpnncJ7
https://goo.gl/maps/GPScu5uTtE1UPuuVA
https://goo.gl/maps/1K4vY98upjpWpnQ69
https://goo.gl/maps/rygfLgZmzwjHxB4J8
https://goo.gl/maps/vuo7czpDVv12b3m26
https://goo.gl/maps/cL5QAzecgx6hzz1W6
https://goo.gl/maps/pLjuY52wUXF5agGQ9
https://goo.gl/maps/H8193MA8BYGvZjvV7
https://goo.gl/maps/CN3FwVhmbH4zT2SS9
https://goo.gl/maps/CrNNt6b964fkgBwJA
https://goo.gl/maps/aPiGs9cfmUhYAUo2A
https://goo.gl/maps/2WECaagXis4cx9kF8
https://goo.gl/maps/UTN5vx5ZyTw8npMD9
https://goo.gl/maps/QGijMfDB1AzxgJf39
https://goo.gl/maps/v4e9urQxab3FTnY57
https://goo.gl/maps/i6SBxy6gznK4rjsYA
https://goo.gl/maps/NBiDMjM3mhE3qe577
https://goo.gl/maps/hei7yEbiU3dSKrkT6
https://goo.gl/maps/Bh1525N6tBTXwHiM9
https://goo.gl/maps/h6wYZCSBKcRes6xs9
https://goo.gl/maps/gC9WwXymK3Sv3pYp8
https://goo.gl/maps/KXkpZ5UcDT3TfAnj9
https://goo.gl/maps/x87dFyzDo6daTrAc7
https://goo.gl/maps/tkuuyTwT1W8CVNiF6
https://goo.gl/maps/d832P7nqF3SE1vVN8
https://goo.gl/maps/ncxd7ee3TWMNBqA98
https://goo.gl/maps/3gDx9TKAtttPUt117
https://goo.gl/maps/VwGE2dUGhGkgApdk9
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㈱アイシステム・ビズ 幸町 総合事務機器販売

㈱アイデアのおもちゃ箱 高野町 菓子製造業・キッチンカー販売

㈲葵　ヘアーメイクストロー 小出 美容業

㈲葵　マリー美容室 栄町 美容業

㈱青木工務店 九野本 建築業

青木酒店 十日町 小売業（酒類）

㈱朝日自動車工業 寺泉 自動車販売・修理・点検・保険

イエローハット長井店 時庭 小売業（カー用品販売）

㈲いしだ自動車 時庭 自動車整備販売業

いちまたファッショナブルきもの あら町 着物他小売・レンタル

ウエルシア長井緑町店 緑町 ドラッグストア

ウエルシア長井本町店 本町 ドラッグストア

うさちゃんクリーニング　うめや長井北店 緑町 クリーニング業

うさちゃんクリーニング　うめや長井南店 館町南 クリーニング業

ウッド工房gland 中道 木製雑貨販売

㈲梅津陶器店 本町 陶磁器卸売業

梅村呉服店 本町 総合衣料品小売

うめやサンプラザ店 中道 スーパーマーケット

うめや長井北店 緑町 スーパーマーケット

うめや南店 館町南 スーパーマーケット

㈲オオタケ装芸 十日町 一般建築塗装・各種看板、レーザー彫刻

㈲太田商事 十日町 一般給油所

㈲大場燃料店 館町南 小売業(燃料）

おしゃれハウスうめつ 四ッ谷 洋服・バック

お茶のやまいち あら町 お茶の卸・小売

おもちゃのしぶや 館町南 玩具小売

おらんだ市場菜なポート 本町 小売業（直売所）

影山麹店 館町北 製造業（味噌・麹・赤飯・餅・納豆）

㈲風間書店 十日町 小売業(書籍・文具）

菓子司　福田屋 草岡 菓子製造販売

菓匠庵　錦屋　長井店 あら町 和・洋菓子の販売

㈱カーショップ源 日の出町 自動車販売・修理

カットクラブ　タカセ 台町 理容業

カットサロン　スミヤ 大町 理容（フェイシェル等）

カワチ薬品　長井店 小出 小売業

菅製麩所 泉 食品製造・卸し・小売業

㈱菅野モータース 館町南 自動車販売・整備

菅輪店 泉 自転車・バイク販売修理

キクオ理容室 本町 理容業

20%プレミアム分　小売店・サービス業など

2020/12/1時点

https://goo.gl/maps/MXbqmL5KwRAgt7e27
https://g.page/nagai-idea-toybox?share
https://goo.gl/maps/oQPS6yCQJGhq1Ae2A
https://goo.gl/maps/4fmM99Gj9nhmb21H8
https://goo.gl/maps/YBmTvxSFTz2FKGqs6
https://goo.gl/maps/VW7RMRiormGHvcja8
https://goo.gl/maps/CWHQWigzSXFTyBuK8
https://goo.gl/maps/4beCHRDnSMKpBTMCA
https://goo.gl/maps/Fni91NGEK969yGpy8
https://goo.gl/maps/DRVTqduMdxw8hj7W7
https://goo.gl/maps/4gCpMhUai23MaPRy7
https://goo.gl/maps/sesGW231pCbeWwos6
https://goo.gl/maps/NXrkvuuXDMT2qg6Y8
https://goo.gl/maps/fDQsapGhESDuvaVQ6
https://goo.gl/maps/uwpUdpttxspchGPa7
https://goo.gl/maps/Hdot6Dnivqc56nCk8
https://goo.gl/maps/UHaCsjV1Ba6c1ooC7
https://goo.gl/maps/ToVyKz1HsS9aSwxv9
https://goo.gl/maps/X65mN8wF256adQkZ6
https://goo.gl/maps/iMDg3zpo9XKaApZ27
https://goo.gl/maps/gpgoRHm9bGpCn1hB8
https://goo.gl/maps/yzaHi31MqmKix2D47
https://goo.gl/maps/5sUTCQK8qRsMkz7X8
https://goo.gl/maps/KeZdaN1pMbrx5WPq8
https://goo.gl/maps/7jCT3557q2XwrWoSA
https://goo.gl/maps/8zrGMs5pLqA5D2a1A
https://goo.gl/maps/airvZX46ZKcqT7NJ8
https://goo.gl/maps/RoVme9GT9Pub4H9U6
https://goo.gl/maps/XtAhrcQN2TP4WA838
https://goo.gl/maps/N7cVda9zyCJejVaE7
https://goo.gl/maps/cKTDzAbLbb5ZYwXb7
https://goo.gl/maps/34HB197hf7aN7Wda6
https://goo.gl/maps/vFtmTQsF9LavTTm38
https://goo.gl/maps/YWVzThWekwLLFaJo8
https://goo.gl/maps/yJRFtFkVbz2t5Esh6
https://goo.gl/maps/yEky8tCyxGWXF73H8
https://goo.gl/maps/yWQcKCFELUoH8Gcy5
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20%プレミアム分　小売店・サービス業など

きくち電器 五十川 家電販売

㈱喜助 屋城町 石油類小売販売

㈲杵屋長井店 あら町 菓子小売業

木村家本店 栄町 パン・菓子製造販売

金栄堂 栄町 眼鏡・サングラス・補聴器販売

農事組合法人草岡ハム加工組合 草岡 食肉製品製造業

くすりのエンゼル 館町南 薬小売

㈲クスリのサンコー 中道 薬店（医薬品.健康食品.日用品）

工藤ガラス店 高野町 板ガラス・アルミサッシ等の加工販売

ケーズデンキ長井店 館町北 家電販売

化粧品の店シカマ 大町 化粧品・衣料小売

コスメティックアズール 中道 化粧品小売業

コットンハウス.3.3 本町 手芸．生地

後藤屋肉店 大町 食肉販売

コピーセンタースズキ 平山 コピーサービス他

コメリハードアンドグリーン長井店 小出 小売業（ホームセンター）

㈲近野デンキ 今泉 家電販売

サイクランド松永 台町 自転車販売修理

サイクルショップ佐藤 上伊佐沢 自転車・バイク販売修理

坂野昆布巻屋 ままの上 惣菜製造・小売

ささがわ鍼灸整骨院 台町 整体施術

㈲三愛エナジー 歌丸 燃料販売業

㈱サン十字長井支店 栄町 福祉用品・介護用品の販売

㈱サンデー長井店 九野本 小売業(日用品・生活雑貨等）

㈱三陽商店 清水町 酒類・剣道具小売業

塩原屋長井バイパス給油所 東町 ガソリンスタンド・灯油販売

㈱四釜サッシセンター 四ッ谷 サッシ・ガラス・住宅機器販売

㈱四釜商会 ままの上 ガソリンスタンド

シャトレーゼ山形長井店 東町 菓子製造販売

白井時計眼鏡店 十日町 時計・眼鏡小売

末広 館町南 小売業

㋟鈴木商店 台町 灯油・飼料・肥料小売業

鈴木時計店 あら町 小売業(時計他）

㊀鈴木薬局 本町 薬局（調剤併設相談薬局）

スタジオながい 高野町 写真撮影業

須藤米店 高野町 小売・米飯類販売

㈲すぽーつ品ミヤカワ あら町 スポーツ用品小売

創作きもの帯　かがや 本町 京呉服（きもの、帯、小物（バック、ゾウリ、他）

ソック㈱ 栄町 小売業

㈲大千醤油店 成田 しょうゆ・みそ・つゆ・つけもの製造販売

2020/12/1時点

https://goo.gl/maps/6yFUXyfqWv3JzJqt9
https://goo.gl/maps/CbYNZKcy9QZpRRCD9
https://goo.gl/maps/k3GvT4WnPUvCXwjX8
https://goo.gl/maps/8wwwSzrSP4ypp3Je9
https://goo.gl/maps/5H66G17LVKzyZSXG7
https://goo.gl/maps/2sq5ctoRohZUsdz89
https://goo.gl/maps/9WGr3gNipmrsfPkd6
https://goo.gl/maps/Yy6fgdWnLcquSbYc8
https://goo.gl/maps/DXQV8mKdRd92mM7m9
https://goo.gl/maps/nMxxhVmQhGBBvFUJ9
https://goo.gl/maps/817HpKocRXqCRzzNA
https://goo.gl/maps/U5pYjoFH4tVDnpGu8
https://goo.gl/maps/5bgffXqMhAsCSDfg9
https://goo.gl/maps/jBTJpjM4gSe8imXt6
https://goo.gl/maps/ZWgBPVJdCAFAadfPA
https://goo.gl/maps/nwbuGMqCr15eFm2S7
https://goo.gl/maps/tCt8igi1GtHrxrgYA
https://goo.gl/maps/VUtUawb862aD587p6
https://goo.gl/maps/XW7553K47eHYbVpVA
https://goo.gl/maps/GCZJMiMrq2EDStx17
https://goo.gl/maps/Hi4UkhZowetoiWaZ8
https://goo.gl/maps/8H8WkEsPEEqtCkhA6
https://goo.gl/maps/mrcEj5JNS4GTNDgC8
https://goo.gl/maps/Lgx67btKjSDqWnWU8
https://goo.gl/maps/SSRjWtyS6FnhuSJE9
https://goo.gl/maps/f85jNEfFMAAvmjSx5
https://goo.gl/maps/Mrdyq6h4Kx4PPmvm6
https://goo.gl/maps/Scc4mBCzLoWM7reQ9
https://g.page/chateraise-namagatanagai?share
https://goo.gl/maps/PPR7e6vw8H52JHe18
https://goo.gl/maps/ricqGWpqfJRyQ6KaA
https://goo.gl/maps/acNdWMNFzipiBMcb9
https://goo.gl/maps/HYB8a1kppK6r35gU8
https://goo.gl/maps/pERfbMmsJqmKpAZQA
https://goo.gl/maps/qvdJarX5yoyR6rKV6
https://goo.gl/maps/u1YgFh7aobk4SLPTA
https://goo.gl/maps/RJEL9ahoLTss5bi79
https://goo.gl/maps/yrvRdevjnxiEzjrh7
https://goo.gl/maps/1pKPNEuc9ur1Gevr5


長井市プレミアム付商品券
B券 取扱加盟店

地名をクリックすると
GoogleMAPにリンクします。

20%プレミアム分　小売店・サービス業など

タイヤセレクト長井 緑町 カー用品販売

㈱タイラ設備 台町 建設業

高世建築二級設計事務所 平山 建設業

高橋時計店 高野町 小売業（メガネ・補聴器・時計・宝飾）

多賀屋安達商店 五十川 小売業

田中魚店 寺泉 小売業

㈲タナカ　タナカ塗装店 四ッ谷 塗装・屋上防水・看板施工・塗料販売

㈱太丸モータース 屋城町 自動車販売・整備

つがわや商店 ままの上 酒類・青果食品小売業

ツルハドラッグ長井北店 大町 ドラッグストア

ツルハドラッグ長井店 小出 ドラッグストア

ツルハドラッグ長井中道店 中道 ドラッグストア

テクニカルショップタカハシ 九野本 自動車販売・整備

㈱電化生活館長井店 東町 家電販売

東京靴流通センター長井店 館町南 靴小売

Trust～holistic aroma beauty～ 館町南 美容業

ドラッグヤマザワ長井店 館町南 ドラッグストア

長井石油㈱十日町・駅前店 十日町 石油類販売（ガソリンスタンド）

長井プロパンガス販売所 十日町 LPガス・灯油販売

㈲ナックチェーン 高野町 家電小売・電気工事

菜の花の村未来づくりの会 草岡 小売業（キラリボシの菜の花油の販売）

合資会社　鍋屋本店 十日町 家庭器物・建築資材

肉匠えんどう 小出 食肉販売

肉の大場 九野本 食肉販売

㈲日進堂 成田 菓子製造販売業

はぎスタジオ 十日町 写真サービス業

白山堂芳賀 館町南 和菓子販売

八文字屋長井店 小出館西 書籍・雑誌・文具・CD・小売

㈲花ショップポピー 成田 生花販売

花のササキ 大町 生花販売

花の店文化園 台町 生花販売

早川米穀店 新町 小売業(米）

ピザテンフォー長井店 十日町 ピザ宅配・お持ち帰り

びっくり市長井店 小出字舘西 小売業

ビューティーサロンタエコ 歌丸 美容（美容一般）業

美容室　アプレ あら町 美容業

㈲平田海産物店 ままの上 食品小売業（鮮魚・惣菜他）

ふぁっしょんすぺーすサドヤ 本町 紳士・婦人衣料小売

ファッションセンターしまむら 小出 衣料品販売

ファッションハウス　たかとく 高野町 婦人衣料・化粧品

2020/12/1時点

https://goo.gl/maps/Z2Xsjz1yFydD7Nc26
https://goo.gl/maps/d8iegeT4VTfq1yy79
https://goo.gl/maps/A6cwuiCpbjfmuEeP6
https://goo.gl/maps/QcdbMUTd121eYVgF9
https://goo.gl/maps/cuSXJEDZTujrR6ha8
https://goo.gl/maps/zL5VjsckSyLf2t3E6
https://goo.gl/maps/KwskhKQG2s6UFDpLA
https://goo.gl/maps/zaFbKxsS7PT55BGE9
https://goo.gl/maps/tcBQHwdLyxuhL3P88
https://goo.gl/maps/zzaZDu5nxYEoioCu8
https://goo.gl/maps/fzBEZEG2uH2vqVcP9
https://goo.gl/maps/VYzEiif5PcBkfupcA
https://goo.gl/maps/zyokSWveQiFcJq4v6
https://goo.gl/maps/sA3TXc9N5j7zuFYRA
https://goo.gl/maps/6C1yD6B6LSVF6BKV6
https://goo.gl/maps/Eb4oLpaBTje68UxU9
https://goo.gl/maps/nbZEQUNcvoF2G48Q7
https://goo.gl/maps/uqyPNGtH54GjnLhd7
https://goo.gl/maps/P7h63fLwrTN5Ep3w7
https://goo.gl/maps/ESQtNMCCVr7btcCn6
https://goo.gl/maps/qBXdxg1f4y2erGAT8
https://goo.gl/maps/NrQT1KiTwc1cv44DA
https://goo.gl/maps/w7kvu8L1PCCX7H9z8
https://goo.gl/maps/9Fk2iKbYvpYoGrBLA
https://goo.gl/maps/maKBiBgKD6EPeRUk8
https://goo.gl/maps/2Woyf1Ugx3PNT3Wx8
https://goo.gl/maps/uHgQYFcRo4KJPeMV7
https://goo.gl/maps/QkKM3dmRknggL6my8
https://goo.gl/maps/dV9ceDnwqxDYjm7x6
https://goo.gl/maps/j1sL1AKrqvJiacjY8
https://goo.gl/maps/99FYvV4LojEKD5CZA
https://goo.gl/maps/265xB9x362Vyi9Qi6
https://goo.gl/maps/zdRdxxKXBVWKGFtQ7
https://goo.gl/maps/BsSjm7J2LnCJio3S7
https://goo.gl/maps/o5BgxyZLHpTcG8mZ7
https://goo.gl/maps/d7j6PT4ntdXne8t98
https://goo.gl/maps/9ZAhc57MgpGeKo8WA
https://goo.gl/maps/65TcYFhAuzTg6Cf2A


長井市プレミアム付商品券
B券 取扱加盟店

地名をクリックすると
GoogleMAPにリンクします。

20%プレミアム分　小売店・サービス業など

ファッションハウスすみや長井店 館町南 衣料品小売

ファミリーマート長井九野本店 九野本 小売業（コンビニエンスストア）

ファミリーマート長井警察署通り店 小出字舘西 小売業

フィットネスクラブオフスクエア 館町北 スポーツクラブ

㈲藤川スタジオ 四ッ谷 写真業

フジ装建 本町 内装業

㈲二ツ橋商店 ままの上 燃料販売・住宅設備工事

㈲双葉電機商会　フタバ長井店 東町 家電販売

㈲ふとんの竹田 本町 寝具店

㈱ブランドォレ 十日町 菓子製造・販売

フロントライン 泉 車用品販売

ヘアー＆リラクゼーションKoMaTsu 四ッ谷 理容業

ヘアーショップ　エル 草岡 美容業

ヘアステージエル 中道 美容一般

ヘアスペースEzen(笑然） 今泉 理容業一般

平和堂薬房 成田 医薬品小売

㈱ベルティーサイトウ 本町 宝飾・時計・眼鏡・補聴器小売

貿上醤油店 横町 醤油味噌製造販売

ホームセンタームサシ長井店 館町南 販売

㈱マツキコーポレーション 九野本 廃棄物取集運搬他

松屋菓子店 台町 菓子製造・小売

マツヤデンキ長井店 緑町 家電販売

丸川精肉店 清水町 食肉販売

㈲まるきち酒店 館町北 酒類・食品小売業

㈲丸鈴商店 中道 燃料小売

まるはち酒店 横町 酒類小売

㈲萬寿屋 館町北 だんご・餅菓子・お赤飯・五目ぶかし・その他

（資）三浦屋書店 本町 小売業

㈱ミキプロセス 森 印刷業

ミスタータイヤマン長井店 館町南 タイヤ販売

道の駅川のみなと長井 東町 小売業（産直・土産品販売）

㈲ミニマックス（ペレットマン長井） 小出 通信機器等の販売・工事及びペレットストーブ・木質燃料等

ムスメヤ花店 栄町 生花販売

メガネ補聴器　さとう屋 館町北 メガネ・補聴器小売業

森永牛乳成田販売所 成田 乳類販売

㈱薬王堂長井九野本店 九野本字左実 ドラッグストア

㈱薬王堂 長井十日町店 十日町 ドラッグストア

山交観光㈱長井案内所 東町 旅行業

㈱ヤマザワ長井店 館町南 スーパーマーケット

2020/12/1時点

https://goo.gl/maps/NjYQQ1KefixDL4M38
https://goo.gl/maps/4fUNnAiNsJTS7wau6
https://goo.gl/maps/zFz7XDZujkGhLCHk7
https://goo.gl/maps/fCvDAaXSNeF72AEb7
https://goo.gl/maps/UM2B15YFR7SwfLiv8
https://goo.gl/maps/CXMWAA4bNDD6PCQY7
https://goo.gl/maps/TG8SAqkSHCbQqs436
https://goo.gl/maps/qu4sNdKAedh3U3HY6
https://goo.gl/maps/ve7G5FK3K9wiHXPX9
https://goo.gl/maps/9nS86WU5tq36wdueA
https://goo.gl/maps/DQTZVcpRX4two21t7
https://goo.gl/maps/tJ6ByXGkVThnDdzy6
https://goo.gl/maps/mcSWayWFv14GMCaH8
https://goo.gl/maps/kaFPma3jfqdVY3on8
https://goo.gl/maps/HQiZFDB1D1FFi68h9
https://g.page/vertysaito_nagai?share
https://goo.gl/maps/WUECiHr5BqeYZyir8
https://goo.gl/maps/qbCYLgSgMTbV21b79
https://goo.gl/maps/2zb5rdxsZJiTQXBy5
https://goo.gl/maps/SNZJhY8oZ1uFktrP7
https://goo.gl/maps/Jh5ozbPwe2ZvqEkc8
https://goo.gl/maps/Lz6DWSfNnRMkH5mF7
https://goo.gl/maps/VhJ7vJttVUKVXyETA
https://goo.gl/maps/yjU7FgD2qVKsrUNEA
https://goo.gl/maps/KQ3wkPjsQBia69DR8
https://goo.gl/maps/tFd5UuV41vxJmo7M6
https://goo.gl/maps/efeb7riyqaT8E1r66
https://goo.gl/maps/ALDT8BxAMnGLpQzz8
https://goo.gl/maps/3n2bWE1mPFzNXvbt5
https://goo.gl/maps/w4UrfwbPrXK4kSN96
https://goo.gl/maps/9wRxA8Zui5HLZhqn8
https://goo.gl/maps/P9HdR8dqGwMyQgzU7
https://goo.gl/maps/sBmpjo8cYWY9U6Zz8
https://goo.gl/maps/w9xPBQEGyDkwndVPA
https://goo.gl/maps/Y8hV4ip3KNp6iu788
https://goo.gl/maps/gmxvSKxRVwS7885z8
https://goo.gl/maps/EKj7J1m9ibjwphGa7
https://goo.gl/maps/6C1yD6B6LSVF6BKV6


長井市プレミアム付商品券
B券 取扱加盟店

地名をクリックすると
GoogleMAPにリンクします。

20%プレミアム分　小売店・サービス業など

㈱ヤマダ電機 館町南 小売業

㈱結城酒店　長井店 十日町 小売業

㈱ヨークベニマル長井小出店 小出 食品販売小売業

㈱横沢電器 あら町 家電販売

吉田カメラ長井店 本町 小売業

リサイクル推進グループ清流 草岡 小売業（清流せっけんの販売）

理容マル茂稲垣 本町 理容.一般カツラ

ルイシャンタンウメムラ 本町 婦人服・雑貨小売

ローソン長井今泉南店 今泉字五反壱 コンビニエンスストア

ローソン長井成田店 成田 コンビニエンスストア

ワークマン長井店 舟場 小売業(作業用品）

Yショップ田中屋 時庭 一般小売店（ヤマザキショップ）

和菓子司　風林堂 本町 菓子製造・小売

若月クリーニング 館町北 クリーニング業

ワタナベ理容室 四ッ谷 理容業

和洋菓子ぷらぁじゅ風月 清水町 菓子製造小売業

2020/12/1時点

https://goo.gl/maps/Pi6t3mtjqXpH1Tze7
https://goo.gl/maps/QvKMouruKLzwirWJA
https://goo.gl/maps/XLv5nQxTDGMF4MbB7
https://goo.gl/maps/CjyBFgu33xCzqCmaA
https://goo.gl/maps/MhAgbARxMUWAoz7LA
https://goo.gl/maps/P7h63fLwrTN5Ep3w7
https://goo.gl/maps/haLDLNB12m1FPhLo8
https://g.page/umemura?share
https://goo.gl/maps/WCchHLPBi1bpJ8u3A
https://goo.gl/maps/A8tDD7NNnkXR1gzg7
https://goo.gl/maps/qhYm69Ct2UhvU3P99
https://goo.gl/maps/qy4LuqZHdbBLfpxr5
https://goo.gl/maps/tiaVnZ7Ry9eYhQxi8
https://goo.gl/maps/s4qtw22LSRJLtVbX9

