
飲 食 店
居酒屋 天狗 二　面
居酒屋 通りゃんせ 二　面
Ｉｔａｌｉａｎ ｂａｒ Ｓａｌｕｔｅ 二　面
海舟 二　面
案山子 二　面
喫茶 愛慕利 二　面
げいひん館 二　面
ＣＯＣＯ 二　面
肴屋かわかみ 二　面
四季旬菜 川甚 二　面
新保屋 二　面
助六 二　面
つみき 二　面
日の出屋 二　面
ＫＡＩ ＬＵＡＮＡ 二　面
麵屋 もみじ 二　面
憩 温　泉
居酒屋 まつぼっくり 温　泉
いちりん 温　泉
イロトリ鶏 温　泉
Wｏｏ ｋＹｏｎ’ｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ 温　泉
お食事処 桂馬 温　泉
割烹 活 温　泉
ｃａｆｅ＆Bａｒ ＲＥＤ ＳＨＯＥＳ 温　泉
喫茶室ベル・カフェ 温　泉
くいしん坊 温　泉
スナック茜 温　泉
つくし 温　泉
つまみ菜 温　泉
とだや 温　泉
とも 温　泉
農家カフェ 温　泉
ひーちゃん 温　泉
平野屋 温　泉
福乃家 温　泉
まる駒 温　泉
Ｐasta&Ｗｉｎｅ 1803 温　泉
屋台村／おでん酒Ｂａｒ ＩＰＰＯ 温　泉
屋台村／おやじのフレンチてつ 温　泉
屋台村／肴家 奏 温　泉
屋台村／スパイス 温　泉
屋台村／炭小屋ＢＯＮ 温　泉
屋台村／鉄板焼 海月 温　泉
屋台村／鳥ひろ 温　泉
屋台村／屋台中華 まる 温　泉
ようしょく 源の屋 温　泉
よっちゃん 温　泉
居酒屋 味処 八八  舟　津
牛若丸 舟　津
寿司 魚新 舟　津
スナック愛美 舟　津
なん・なん亭 舟　津
Ｌｕｓｈ 舟　津
あらいえ 井江葭
Ｑooooo！ 国　影
わだつみ 横　垣
カラオケ喫茶クロスピース 横　垣
楊々餃子 田中々
カリーブ 堀江十楽
バーガラジ 堀江十楽
やせなわ食堂 上　番
Ｃａｆｅ ぶらっと 河　間
のんきや 北　潟
なみまちＣＡＦＥ 波　松
香すみ 市　姫
角惣・司 市　姫
椎乃木 市　姫
松代屋 市　姫
吉村食堂 市　姫
らーめん福の神 市　姫
秋吉 金津店 大　溝
居酒屋コップ酒 大　溝
カフェレストラン オレンジ 大　溝
喫茶スナック カリヨン 大　溝
8番らーめん 金津店 大　溝
ギャルリーラコンテ 大　溝
彦亭 大　溝
やきやき山 大　溝
いしや食堂 春　宮
ａキューブカフェ 春　宮
おおまきや 春　宮
小絹屋 春　宮
小西食堂 春　宮
しのぶ庭 春　宮
高木商店 春　宮
玉寿司 春　宮
ＮＯＢＵ ｍｏｒｉｍｏｔｏ 春　宮

① 「あわらサマープレミアム付商品券」は、この「取扱店一覧」に掲載されている事業所でご利用いただけます。 
② 有効期限は、令和3年10月31日（日）までとなっていますので、期日までにご利用ください。
③ ご利用に際してのつり銭は出ませんので、額面以上の商品・サービスにご利用ください。
④ 現金・新券・他の券種とのお引換えはしておりません。
⑤ 盗難、紛失または滅失に対しては、発行者はその責任を負いませんので、保管には十分にご注意ください。
⑥ 事業所によりご利用になれないサービス・商品がありますので、ご利用に際してはあらかじめお店の方にご確認ください。
⑦ 掲載された事業所は、都合により予告なくご利用いただけなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

あわらサマー
プレミアム付商品券

「あわらサマープレミアム付商品券」ご利用の手引き

前田食堂 春　宮
三谷屋・風 春　宮
吉田焼肉店 春　宮
若桜 春　宮
焼肉ＢＥＥＲ苑 なかや 自由ケ丘
村カフェ とき 菅　野
NPO法人 細呂木地区創成会 青ノ木
金津創作の森 アンビション 宮　谷
瑞香園 山十楽
あわら温泉フルーツパークＯＫＡＹＵ 山十楽
餐坊食堂 吉　崎
吉崎御坊プロジェクト 吉　崎

食料品・酒
㈲今井精肉店 二　面
㈱三丹本店 二　面
野村茶舗 二　面
特定非営利活動法人 ピアファーム 二　面
ゆけむり珈琲店 二　面
㈲沖田水産 温　泉
㈲酒のまるこ 温　泉
地酒蔵 近藤 温　泉
八木食料品店 温　泉
Ｙショップ源野屋 温　泉
㈱真洋水産 舟　津
鮨舟 あわら店 舟　津
㈲スズムラ 舟　津
ＢｉｇＢｅｌｌｙ Marｋｅｔ 芦原店 舟　津
㈲三ツ星(あわらハロータウン内) 舟　津
今井酒店 横　垣
㈲福田商店 横　垣
セブン－イレブン あわら国影店 国　影
田嶋牧場 国　影
谷川牛乳店 国　影
谷川商店 国　影
㈲下出商店 田中々
㈲藤田かまぼこ店 田中々
㈲竹内農園 重　義
㈱美・ＳＯＩＬ 布　目
渡辺与平商店 中　番
北嶋鶏肉店 下　番
森商店 中　浜
㈱小店 浜　坂
山本商店 浜　坂
かつき酒店 北　潟
竹田売店(あわら病院内） 北　潟
リカーショップまるたつ 北　潟
佐定食料品店 市　姫
セブン－イレブン あわら市姫店 市　姫
ハスの実 パン工房 市　姫
ウチダ酒店 大　溝
㈲シャトー 大　溝
バロー金津店 大　溝
フレッシュミートあかさき 大　溝
森永牛乳金津販売所 大　溝
吉田食料品店 大　溝
魚幸（BigMart 高塚店内） 春　宮
金津食糧共販企業組合 春　宮
小泉食料品店 春　宮
林亀吉商店 春　宮
BigMart 高塚店 春　宮
㈲平田酒店 春　宮
ほがらか寿し 金津店 春　宮
毎日牛乳金津販売店 春　宮
青柳清治郎商店 花乃杜
BigMart　金津店 花乃杜
こなかや 自由ケ丘
古南商店 桑　原
境井食料品店 中　川
高田鮮魚店 中　川
谷口食料品店 中　川
セブン－イレブン 金津インター店 熊　坂
農事組合法人 剱岳ファーム 東　山
㈱東山グリーンツーリズム 東　山
谷本酒店 青ノ木
あわら農楽ファーム 山　室
上坂酒店 細呂木
巻田食料品店 細呂木
石塚醤油店 吉　崎
金房食料品店 吉　崎
古鍛冶屋 岡田酒店 吉　崎

生活用品・薬
クスリのキューピー 二　面
コメリ ハードアンドグリーン芦原店 二　面
寝具の山形屋 二　面
大信金物 二　面
フラワーサービスハナヤ 二　面
足立時計店 温　泉
㈲阪田薬局 温　泉

クスリのアオキ 芦原店 舟　津
ゲンキー 舟津店 舟　津
みなみ園芸 堀江十楽
㈱ダスキン福井 坂井支店 下　番
Felice Rosa 北本堂
㈱堂下園芸 　城
㈱いがらし 市　姫
圓道時計・宝石・メガネ店 市　姫
賛陽堂薬品 市　姫
ゲンキー あわら市姫店 市　姫
Ｖドラッグ金津店 市　姫
㈲カナヅスポーツ 大　溝
クスリのアオキ 金津店 大　溝
ホームセンターヤマキシ金津店 大　溝
アイリス薬局 春　宮
金津新話。ニシタ 春　宮
桜井タバコ荒物店 春　宮
スガハラ洋傘店 春　宮
坪田ふとん店 春　宮
陶器のひさすえ 春　宮
㈲林厚生堂薬局 春　宮
ゲンキー 金津店 北金津

衣料・雑貨・靴
ブティック実来 二　面
㈲ファｯション専科ふじき 温　泉
ミッシーラウンジのとや 温　泉
ハローおしゃれ館 舟　津
㈲奉仕堂 中　番
絹谷呉服店 北　潟 
ファミリーショップたけしま 北　潟 
墨谷商店 北　潟
おしゃれの店 やまだ 市　姫
たんばく屋洋品店 市　姫
ボンシック三谷 市　姫
UchiLaLa 春　宮
靴のエミー 春　宮
コスメティック ひらり 春　宮
すててこ㈱ 春　宮
ファッションハウス フルハシ 春　宮
レディース ファッション Ｍ 春　宮
㈱姿羽馬忠 花乃杜
水上洋装店 花乃杜

菓　　子
御菓子司なんば屋 二　面
浅野耕月堂 温　泉
だるまや菓舗 温　泉
なべや菓舗 温　泉
㈲おかもと菓舗 堀江十楽
甘党本陣 嵯峨 市　姫
番清 市　姫
藤永福栄堂 市　姫
ｎäｌｋä 大　溝
三上萬国堂 大　溝
㈱馬面昭栄堂 春　宮
菓子工房 茶菓菜 花乃杜

家具・家電
電気専科 ダイデン 二　面
アスカしまさき 堀江十楽
アスカニシダ 市　姫
㈱エーデン 市　姫
㈲カトウデンキ 市　姫
川崎家具㈱ 市　姫
ＴＨＥ カナヅデンカ 春　宮
㈱サカノデンキ 春　宮
サンエス電器 春　宮
ベスト電器ミサワあわら店 春　宮

書籍・文具・新聞
金子新聞店 二　面
㈲高橋尚文堂 二　面 
内田新聞店 北　潟
中日新聞・日刊県民福井・毎日新聞 金津専売店 市　姫
さくらい文具 春　宮
野尻印房 春　宮
㈲福井新聞金津販売店 春　宮
読売センター金津 花乃杜

クリーニング
㈲川上クリーニング 二　面
㈱たまがわ 本社工場 国　影
㈲成瀬クリーニング店 堀江十楽
向島クリーニング 西温泉
㈱たまがわ 金津店 春　宮
理美容・化粧品・エステ等

池田化粧品店 二　面
河野理容所 二　面
コスメティックさかぐち 二　面 
美健百 二　面
大田理容 温　泉
サロン ド エル 温　泉

光美容室 温　泉
矢崎理髪店 温　泉
暁美容室 舟　津
癒し処 なごみ(グランディア芳泉内) 舟　津
麻莉庵 舟　津
INDI 横　垣
ＣＵＴ美ｃｌｕｂ シンゴ― 中　浜
トミタ理美容店 北　潟 
健康カイロプラクティック昂成～こうせい～ 番堂野
あづま理容所 市　姫
稲田理容所 市　姫
佐々木理容所 市　姫
スプリング 市　姫
ｄｏｚｅ 市　姫
ビューティサロン シズ 市　姫
美容室 すぷらっしゅ 市　姫
ヘアーサロン スカット 市　姫
理容タガワ 市　姫
EASEL Hair Desigｎ 大　溝
健心堂整体院 大　溝
ビューティサロン あつみ 大　溝
美容室 Ａｌｉｃｅ ｍｉｅｕｘ 大　溝
美容室 offer 大　溝
美容室 カッサリダ 大　溝
堀口理容 大　溝
ビューティサロン マスミ 春　宮
美容室 柳花 春　宮
ヘアーサロン アサダ 春　宮
ヘアーサロン ミヤシタ 春　宮
無痛整体・心理鑑定ちあふる 春　宮
吉岡理容所 春　宮
理容室 江口 春　宮
理容ホソカワ 春　宮
美容室ｃｏ.ｃｏ 自由ケ丘
美容室 遊 中　川
ＰＲＩＭＥ 下金屋
竹越理容店 東　山
石田理容所 　滝
おかだ美容院 　滝
辻美容院 　滝
理容わたなべ 　滝

印刷・写真
㈲下村写真館 温　泉
フォト・オバタ 温　泉
久野印刷㈱ 舟　津
サハラフォト 春　宮
㈱ハロープリント 春　宮
ヨシカワ写真館㈲ 春　宮
矢地印刷所 矢　地

ギフト・お土産
おしえる座ぁ 湯のまち店 温　泉
だるまや菓舗 温　泉
長谷川みやげ店 温　泉
㈱はまや 温　泉
おしえる座ぁ ＪＲ店 春　宮
ギフト和久 花乃杜
ギフトスター寿 鎌　谷
見谷屋 吉崎観光センター 吉　崎

自動車・自転車
伊藤自転車店 二　面
㈱勝木車体 二　面 
小川モータース 舟　津
㈱グリーンモータース 田中  々
竹屋モータース 田中  々
みちやオート 下　番
ユニオンオート㈱ 下　番
㈲山﨑モータース 北　潟 
㈱浅穂 市　姫
㈲サクライオート 市　姫
㈲嶺北自動車商会 市　姫
㈱栄光自動車工業 大　溝
ＭＫパーツ 大　溝
ＦＩＶＥ５ 大　溝
小嶋サイクル 花乃杜
㈲林車輌工業所 花乃杜
㈲定方モータース 菅　野
㈱北自動車工業 矢　地
大陽自動車㈲ 中　川
深山自動車 中　川
㈲オートサービス上野 　北
坂本車体 蓮ヶ浦

燃料・ガソリン
近藤石油 二　面
はまやプロパン部 温　泉
㈲下出商店 田中  々
藤野燃料店 下　番
金津商事㈱ 市　姫
柿木石油店 中　川

タクシー・バス・運転代行
ケイカン交通㈱ 二　面
あわらＺＥＢＲＡ運転代行 温　泉
㈲温泉タクシー 温　泉
都タクシー㈱ 舟　津
京福バス㈱ 国　影
アワラレンタカー 布　目
㈱金津相互タクシー 市　姫
ピース代行 花乃杜
旭観光バス㈱ 高　塚
ほり運転代行 山十楽

旅 行 業
一般社団法人あわら市観光協会 二　面
あわら観光㈱ 市　姫
㈱トラベルハート 大　溝
金津旅行会 春　宮
㈱トラベル福井 自由ケ丘
芦原旅行観光㈲ 熊　坂

宿泊施設
大江戸温泉物語あわら 二　面
肴屋かわかみ 二　面
旅路 二　面 
長谷川 二　面
夢屋 華筑紫 二　面 
あわらグランドホテル 温　泉
清風荘 温　泉
つるや 温　泉
灰屋 温　泉
白和荘 温　泉
福寿 温　泉
べにや 温　泉
八木 温　泉
龍泉 温　泉
あわら温泉美松 舟　津
グランディア芳泉 舟　津
月香 舟　津
ホテルゆ楽 舟　津 
まつや千千 舟　津
みのや泰平閣 舟　津
民宿 八木 舟　津
政竜閣 西温泉
あわら北潟温泉 ｈａｎａ ゆらり 北　潟
北風旅館 春　宮

医療機関
斉藤歯科医院 舟　津 
ながた接骨院 下　番
かつら歯科クリニック 大　溝
きむら接骨院 大　溝
奥村医院 春　宮
加納病院 花乃杜

そ の 他
後藤たたみ店 二　面
仏壇洗浄修復 信英堂 二　面
セントピアあわら 温　泉
ビデオボーイ 温　泉
㈲あるくカンパニーリミテッド 横　垣
ジャパンルーフ㈱ 上　番
補聴器屋さん．ｃｏｍ 上　番
梨園 よねくら 波　松
㈲あわら看板 市　姫
エンドウ建材店 市　姫
玉木タタミ店 市　姫
㈱土田 市　姫
西島木材㈱ 市　姫
㈱ぼん 市　姫
㈱北島工務店 市　姫
㈱レイホク三協 市　姫
荒木建具製作所 大　溝
㈱江口ガラス店 大　溝
㈱キノシタ住宅 大　溝
ドコモショップ金津店 大　溝
後藤建設㈱ 大　溝
西郡鬼瓦工房 春　宮
森建材 春　宮
山崎建具店 春　宮
ヤギカンバン㈱ 花乃杜
いぬとねこの小さなｓａｌｏｎ こはる 自由ケ丘
㈱ほしはら 自由ケ丘
みらくる 菅　野
㈲ハートブレーン 古屋石塚
坂井森林組合 御簾尾
渡辺防災 笹　岡
金津創作の森 創作工房・ガラス工房 宮　谷
金津創作の森 美術館 宮　谷
岡田看板企画 　滝
中本畳店 樋　山

取扱店の最新版は
ホームページをご覧ください

取扱店一覧（順不同）
R3.8.19現在


