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福光地区（168店） 　ささら屋福光本店 　㈱タイヤガーデン福光 　居酒屋　みち草 　前川瓦店 　 　リカー＆ギフト　しばた 　美容室　ローズマリー

【住宅･建設】 　サンミルク㈱ 　㈲高野自動車整備工場 　お好みハウス たこ八 　雅環境造形 　ローソン福野寺家店五反酒店 　ＲＩＫＥ （ライク）

　イマエダ電設 　サンキュー福光フレッサ店 　㈲ティーエスヨシモト 　㈲勝乃屋 　㈱宮本工務店 【宝飾・時計】 　ｌｉｎｏ （ リノ ）

　タキシタ建築 アーキテクチャ・マーズ 　三和食品株式会社 　㈲古池自動車工業所 　川合田温泉 　デザインさかもと 　ふじなが時計店 【サービス･その他】

　砺波カンパニー㈱ 　柴田食料品店 　本田モータース 　かんにんや 【雑貨･日用品】 　㈱アクティブ・フォー

　㈱福光組 　嶋や酒店 　㈲三田自動車 　クラブ和院 【燃料】 　ア・ミュー　山田書店 　拳カイロプラクティック

　ほんだ板金 　高野菓子舗 　コーヒーサロンかんなり 　アルカスコーポレーション㈱福野中央給油所 　㈲池田包装 　種部デザイン

　㈱松井製材所 　㈲富田食品 【家具･金物】 　小料理 幾代 　石井石油㈲ 　イノハラスポーツ 　中川クリーニング

　ナカシマ設備工業㈱ 　巴や菓子舗 　石崎家具㈱ 　ゴンマ 　㈱河合石油 　カメラのマツエ 　㈱林商店

　 ㈱谷口板金 　名村豆腐店 　和泉家具製作所 　甚平 　中越産業㈱ 　シューズ＆バッグ　ヨシエ 　㈲山田雲煙堂印刷所

【燃料】 　ファミリーマート　福光バイパス店 　カドヤ金物店 　砂風呂の宿　ふくみつ華山温泉 　六光商事㈲ 　細川薫永写真場 　わたげ・Mｙはうす

　イシサキ与七商店 　法野麹店 　㈲米田仏壇･塗装店 　たこ楽福光店 【旅行･交通･運送】 　ミナミフラワーショップ 　日環サービス㈲

　㈱ガスコムノムラ 　松村松声堂 　だるま寿し 　㈱トラベルサービス読売 　㈲エーカン社 　Blue･Sky株式会社

　紙居石油㈱ 　㈱丸米製菓 【家電･電気工事】 　中華料理 青龍 　なるわ交通㈱ナルワトラベル南砺支店   カイロプラクティック　いまい

　杉浦燃料店 　道の駅福光㈱ 　㈱谷村電機工業 　手打ちうどん どんたく 　龍代行 【自動車･自転車】

　チューモク㈱福光石油部 　森まつ菓子舗 　㈲ニシムラ電化 　手打そば萱笑 　㈲さくらツーリスト 　朝日モーター㈱ 【飲食･宿泊】

　日西建材 　やりのさき酒店 　ニューイングランドマルエイ 　照宝 　 　南砺交通㈱ 　㈲オートメンテナンス佐々木 　味スナック　ゴールド

【旅行･交通･運送】 　吉尾豆腐店 　㈱ノハラ 　野うさぎ 【衣料】 　㈲ニコニコ自動車 　味処　まる嘉

　㈱杓子屋　福光観光 　㈱ヨネダ 　ふくみつでんき㈱ 　飲み食い処さかえ 　赤いりんご 　㈲晩田モータース 　一會 夢千代

　㈱第一ツアーズ 　リカーＢＯＳＳ福光店 　森電器商会 　呑処　Ｇｅｎｂａ 　㈱ビックモーター石崎 　19ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ　ア・ミュー店

　福光タクシー㈱ 　㈱バロー福光店 　ヤマダ電機テックランド南砺店 　ハンター 　アン・クレジュ 　㈲日之出鈑金塗装 　居酒屋　すい正

【衣料】 　田辺鮮魚店 【薬局･化粧品】 　ぴーこっく 　井野貸衣裳店 　㈲福野自工 　円　城

　井沢呉服店 【宝飾・時計】 　クスリのアオキ福光店 　ひょうたん村 　ウイングかわい 　㈲豊栄自動車工業 　カフェ　一福

　呉服　安谷 　カワベ時計店 　㈲松村懸壺堂薬局 　ブラッセリー たか炎 　 　内山衣料品店 　Masa Garage（マサ ガレージ） 　喜久

　男子専科　舟岡 　髙道万石堂 　マツモトキヨシ福光店 　法林寺温泉 　かにや 　ミスタータイヤマン福野店 　喫茶壱番館

　テーラーモリタ 　ハヤシ時計店 　㈲みぞぐち元気堂 　ホテル割烹ときわ 　ＫとＫ 【家具･金物】 　串乃家

　布の店にしむら 　水口青玉堂 　ヤマモト 　麺福食堂 　林帽子店 　河合金物店 　Cucina Nobu（クチーナ ノブ）

　Ｈｅａｒｔヘブン 【雑貨･日用品】 　ワタナベ薬局 　ゆめうさぎ 　メンズショップ　ステラ 　㈱クリヤマ 　蔵ギャラリー喫茶おちゃやれ堂

　ひろせ衣料店 　ａｍｅａｇｕａ（あめあぐあ） 　 ドラッグコスモス福光店 　ﾗｲﾌﾞﾗｳﾝｼﾞ ムクムク 　守山洋品店 【家電･電気工事】 　軽食喫茶トレミー

　ファッションギャラリーあさのや 　イケダスポーツ 　旅亭みや川 【食料品】 　エル・プライムなかだ 　㈱元気工房　らーめん真太

　まえ田 　㈱ウイングマルワ　(ロコ２１，サラダ館福光店) 【理容･美容】 　レストランたんぽぽ 　朝山精華堂 　㈲かたやまでんき 　口福食彩　花＊華

　洋装カワイ 　上田写真館 　アートキューブ 　レストラン　花月 　味のきらく 　河合電機 　さい彩

　㈲和多屋呉服店 　桶谷仏具店 　髪結いたけだ 　万福 　㈱御菓蔵 ア・ミュー店 　田島電気 　㈲サッポロラーメン　マリモ

　小俣手芸店 　丹羽理容店 　情熱麺処らーめん前高家 　㈲片山酒舗 　ニューイングランドいしだ 　自由ELE（ジュエル）

【食料品】 　おもちゃの店　かっぱ 　ヘアーサロンひだ 　ママのチーズケーキ本店 　喜代東酒店 　㈱丸栄電機商会 　すし縁

　アニバーサリー．ハバ．ワールド 　片村書店 　マエカワ美容室 　カラオケまんぷく 　斉藤栄甘堂 　㈲山口商事 　スナック真弓

　荒吉商店 　㈱久恵 　理容すずき 福野地区（150店） 　佐波かばやき店 【薬局･化粧品】 　相撲茶屋　ちゃんこ亭

　アルビス㈱福光店 　靴のタルミ 　理容なかむら 【住宅･建設】 　沢崎茶舗 　ウエルシア南砺福野店 　チェリーズ・バー

　㈲石黒種麹店 　高文堂書店 【サービス･その他】 　㈲新井瓦店 　サンキュー　ア・ミュー店 　クスリのアオキ福野店 　蔦

　石崎製麺所 　ジョアンナ　靴・カバン店 　医王アローザ㈱ 　㈲石黒工業所 　シーフード魚河岸 　コスメティック　ミキ 　中川食堂

　伊藤昆布店 　 　せがわ種苗中央店 　㈱インターウェブ 　㈱北川電機商会 　㈲仕出しセンターあらやま 　シメノドラッグ福野店 　肉処　はな牛

　㈱上坂米穀 　花友生花店 　㈱オカベ 　キタムラ住設 　旬菜市場「ふくの里」 　鶴居薬品工業㈱ 　Funny's　Kitchen（ファニーズ キッチン）

　雲龍商店 　溝口畳店 　ビーナスエステティックアカデミー 　笹嶋工業㈱ 　平ら寿し本舗 　春の屋 　ふうふう亭

　大西屋菓子店 　山武道具店 　(協)福光商業会 　㈱柴田瓦工事 　塚本食料品店 【理容･美容】 　福野タウンホテル㈱

　お菓子の小西 　山本紙茶店 　福光農業協同組合 　㈲嶋田鉄工 　長田弘菓堂 　ＡｉｒＬａｐｏａ (エールラポア) 　三千代

　㈲かじわ屋 　フラワークリーニング吉崎 　㈲新樹造園 　肉の花島　ア･ミュー店 　焼きとり・居酒屋　かなや

　栗山鮮魚店 【自動車･自転車】 　溝口農機㈱ 　第一交易㈱ 　パティスリー・ブーケ 　ごとう・とこやさん 　焼肉　〆奴

　神戸屋精肉店 　㈱岩城自動車工業所 　前村クリーニング 　竹原文林堂 　古瀬商店(鮮魚店） 　トキワ美容室 　やきやき亭　竹生

　坂上松華堂 　ウノサイクル 【飲食･宿泊】 　砺波住設㈱ 　ベーカリーポコアポコ 　ＴＯＰへアーサロンうめしま 　ラーメンじゅんちゃん

　ささら屋新町店 　㈱オヤマ自動車 　ageha（アゲハ） 　㈲苗加インテリア 　ミッシュローゼ 　ｴｽﾃﾃｨｯｸｼﾞｭﾋﾞﾗﾝ 　ブルーミン 　レストラン　メルシー

　㈱協栄モータース 　居酒屋　志津 　㈱福光石工 　錦龍アミュー店 　美容室　Sun・Flower（サン・フラワー） 　和伊之介

※最新取扱店は商品券QRｺｰﾄﾞから見られますなんと共通商品券取扱所名簿

　AKAIRINGO partⅡ（あかいりんごﾊﾟｰﾄ2）

　ｴｽﾃﾃｨｯｸｼﾞｭﾋﾞﾗﾝ Aimer chance(ｴﾒｼｬﾝｽ)
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井波地区（１０6店） 　デリカショップツカダ 　㈲プランニングオフィス　グローブ 　ふじさわ呉服店 【自動車･自転車】 　なごみ 　五箇山旬菜工房　いわな

【住宅･建設】 　中川松精堂 　㈲北陸カッティングサービス 　綿々亭 ゆうざき寝装 　㈲村上自動車整備工場 　めん処・あじ処　松屋 　拾遍舎

　㈲久恵建設 　中村屋 　横田クリーニング 　㈲山下呉服店 　森崎モータース 　料理かねしま 　信平

　越山大工 　肉のまるまん 　㈲山根モータース 　ひょうたん

　武田板金 　パティスリーまちなみラパン 【飲食･宿泊】 【旅行･交通･運送】 【施設】

　㈲トータルインテリア内河 　春田酒店 　KEY'S CAFÉ アスモ店 　城端タクシー 【家具･金物】 　じょうはな織館 【施設】

　長田板金 　日吉糀店 　ギャラリー瑞庵 　㈱大岡商店 　トナミロイヤルゴルフ株式会社 　くろば温泉

　広田工務店 　ベーカリーリッチェル 　くいどころ仲喜（なかよし） 【食料品】 　大西仏壇本店 【サービス・その他】 　たいらスキー場

　藤井工業㈱ 　増井食料店 　軽食・喫茶 WOOD 　ＡＮＧＯ安居　㈲安居商店 　㈲金田金物店 　コンパニオン蘭々 　タカンボースキー場

　㈱山秀木材 　松本酒店 　蛇の目寿司 　御菓子処　井波屋 　経田の家具 　ゆ～楽

　㈱横川組 　(合名)若駒酒造場 　旬菜しふく 　大西鮮魚店 　健名商店 　牧印刷㈱ 利賀村地区（18店）

　アットマーク 　志ようず 　蔵田精肉店 　最住仏壇店 【住宅･建設】

　才川造園土木㈲ 【宝飾・時計】 　じんずし井波店 　菜彩や　フジタストア 【家電･電気工事】 五箇山地区（30店） 　越飛建設㈱

【燃料】 　㈲あづちや 　スナック華祥 　鮮魚南幸　秋桜 　いなば電器 【住宅･建設】 　野原建設㈱

　㈲浅田燃料店 　㈲中西時計店 　蕎麦懐石松屋 　谷村みそ・こうじや 　エルプライムイシムラ 　長田建工   上田組（株）

　岩崎金物店 【雑貨･日用品】 　㈱ダイヤカンパニー（やきとり もんど） 　㈲田村萬盛堂 　サンオンヤマネデンキ 【食料品】

　㈱シマサービス 　㈱井波木彫りの里 　だんひる 　㈱なかしま 　杉本電器 【燃料】 　㈲プランタン

　㈲西林石油店 　大野傘提灯店 　東山荘 　なんと農業協同組合・セフレ 　テクノライフＫＯＫＥＮ 　山崎石油店 【理容･美容】

　野村プロパン 　㈲スタジオ天正堂 　七越ラーメン 　はやし食品 　ニューイングランドやまでん 【衣料】 　野原理容院

　山田燃料店 　南部スタジオ 　福光屋食堂 　松島松鶴堂 　㈱藤井電機商会 　坂本衣料店 【飲食･宿泊】

【旅行･交通･運送】 　本と文具のアスモ 　フラットハウス アサダ 　みくにや 　エダ電器 　味茶房とがとが

　チューリップ交通㈱ 　よいとこ井波売店 　 　ぽてとぼーい 　溝口梅華堂 【薬局･化粧品】 【食料品】 　うまいもん館

　㈲ハスヌマ観光旅行社・フォトサロンハスヌマ 　マーシ園 　雅ちゃん 　むらた食品 　いせや化粧品 　江端商店 　北原荘

　㈱ゆうゆうトラベル 【自動車･自転車】 　丸與 　安川商店 　クスリのアオキ城端店 　北口商店 　瑞峯

【衣料】 　石黒自動車工業㈱ 　らいおん 　洋菓子工房イワキ 　笹田薬局 　北村商店 　スターフォレスト利賀　(利賀ふるさと財団)

　大島呉服店 　南部タイヤ商会 　ヨッテカーレ城端 　ヌマグチ　 　喜平商店 　天竺温泉　(利賀ふるさと財団)

　快適生活アスモ店 　㈲パブリックオート髙橋 城端地区（１０9店） 　リカーショップイシムラ 　のむら薬局 　なないろはうす宮本 　利賀乃家

　亀田衣料店 　フジイサイクル 【住宅･建設】 　ねこのくら工房 　民宿　おかもと

　ｃａｔｔｌｅ(キャトル) 　㈲松井自動車工業 　㈱加藤建材 【酒造】 【理容･美容】 　羽馬製菓 　民宿　ながさき家

　呉服･洋装　うえむら 【家電･電気工事】 　桜井瓦販売店 　城端麦酒㈲ 　勝川美容院 　みなくち 　茂兵衛

　呉服･洋装　加藤 　㈱デジコム 　さとう美装 　Ｄｏｇｓａｌｏｎ　ｌａｍｐ（ドッグサロン ランプ） 【施設】

　呉服･洋装　くすのき 　ニューイングランドたかた 　実研工業㈱ 【宝飾・時計】 　美髪専門店 ＴＥＲＲＡ （テラ） 【理容･美容】 　利賀国際キャンプ場　(利賀ふるさと財団)

　ジュネかたやま 　㈲松田電機店 　㈱中井工業 　さわだ時計店 　美容室エクリュ 　美容室おさだ 　利賀　そばの館　(利賀ふるさと財団)

　ＴＯＰ 　宮窪電気商会 　野村鉄工所 　すがわ時計店 　美容室 nico nico 【自動車・自転車】 　利賀　瞑想の郷　(利賀ふるさと財団)

　ブティック　クボタ 　㈲森田電気商会 　南建築 　ヘアーサロンタカザワ 　㈲藤井モータース

　ふとんの大井 　㈱北陸装研 【雑貨･日用品】 　美容室airly(エアリー） 井口地区（８店）

【薬局･化粧品】 　㈲松田鉄工 　アサノスポーツ 【飲食･宿泊】 【家具・金物】 【燃料】

【食料品】 　クスリのアオキ井波店 　㈲中井塗装 　㈱エムアンドティ 　居酒屋　蔵 　シマヤ㈱ 　㈱タカサキ

　いとまき本舗㈱ 　桜井薬店 【燃料】 　カワイ書店 　Au milieu de la vie(ｵｰ ﾐﾘｭｰ ﾄﾞｩ ﾗ ｳﾞｨ) 【家電･電気工事】 【衣料】

　田舎まんじゅう本舗　よしむら 【理容･美容】 　㈲大西石油 　靴のはせがわ 　お好み焼　丸福 　ぬままえ電器 　脊戸川商店

　㈲井波食販 　えいこ美容室 　城端石油 　千華園 　カフェトリアン 【薬局･化粧品】 【食料品】

　岩倉酒店 　かさま美容室 　鶴見燃料店 　トミイ写真館 　軽食喫茶ベルボン 　船木商店 　菓子工房ボヌール

　大澤鮮魚店 　辻井美容室 　安居プロパン店 　富田ミシン商会 　幸ずし 【飲食･宿泊】 　なんとポーク

　川合食料品店 　ビューティーハウスナガモリ 　古布あそび妙峰 　湖畔の湯宿　万水閣 　赤尾館 【理容･美容】

　アスモ内　米のとよかわ 　美容室どりーむ 【衣料】 　堀田生花店 　桜ヶ池クアガーデン 　お食事処　坂出 　髪工房 明希（あすき）

　崎田酒店 　みたに美容室 　池田屋 　㈱松井機業場 　里山のオーベルジュ　薪の音 　桂湖オートキャンプ場・コテージ 【家電･電気工事】

　若草美容室 　大塚屋 　㈲マツザキ事務機 　七輪焼肉　徳エ門 　合掌造りの食べ処　吾郎平 　中山電機商会

　鮮魚福光屋 　㈲河合呉服店 　もめん屋 　旬の味まねき 　五箇山温泉　五箇山荘 　タカシマ電化

　武田甘泉堂 【サービス･その他】 　きよべ呉服店　蔵布都　藍 　㈱ワダ楽器 　寿司恵 　喫茶　作助 【施設】

　たなか酒店 　㈱林クリーニング 　塚本洋服店 　和田カメラ 　スナック紅 　ゆ～ゆうランド花椿

なんと共通商品券取扱所名簿

　JEWEL companion(ｼﾞｭｴﾙ ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ)

※最新取扱店は商品券QRｺｰﾄﾞから見られます

　スーパーマーケット　ゆいまーる　（アスモ）


