
商品券はすべてのお店で使用できます

応援券は「応援」欄に★があるお店のみ使用できます

応援 応援 応援

★ (株)長岡酒店 三田 ★ (株)太陽スポーツ　魚津店 上村木 Ｖ・ｄｒｕｇ 魚津南店 大光寺

★ 立山酒店　北鬼江店 北鬼江 ★ ハリカ魚津店 上村木 クスリのアオキ 魚津店 上村木

★ 立山酒店　中央店 釈迦堂 ★ (有)荒木印房 上村木 クスリのアオキ 吉島店 吉島

★ (有)木下酒店 中央通り 飛世印房 中央通り クスリのアオキ 新宿店 新宿

★ 横田酒店 東町 ワールドフレンド 新角川 ウエルシア 魚津吉島店 吉島

湯上酒店 大海寺野 キルト　ハウス　タカギシ 中央通り ウエルシア 魚津吉島西店 吉島

宮本みそ店 宮津 ギャラリーＫＡＫＩ 中央通り ウエルシア 魚津住吉店 住吉

寺林釣具・氷店 駅前新町 シメノドラッグ 魚津店 北鬼江

応援 新川森林組合 東尾崎 たんぽぽ薬局　魚津店 相木

★ 石崎青果店 新角川 クスリのいでや 中央通り

★ 鮮魚の山﨑 中央通り 応援 薬の五十嵐 本江

★ 忠鮮魚店 村木定坊割 ★ イシサキデンキ 文化町 大﨑クリニック 寿町

センマ鮮魚店 中央通り ★ 北陸家電センター 上村木 医)吉島内科クリニック 吉島

鮮魚うらやま 新宿 ★ (株)竹田電器商会 中央通り

★ (有)肉の松川 新宿 ★ ニューイングランドたかしま 新金屋 応援

棚橋商店 中央通り (株)ヤマダ電機　テックランド魚津店 吉島 セブンイレブン 魚津インター店 本江

ジョーシン　魚津店 吉島 セブンイレブン 魚津吉島２丁目店 吉島

応援 セブンイレブン 魚津上村木店 上村木

(有)稲盛ファーム 石垣新 応援 セブンイレブン 魚津江口店 吉島

(株)ハマオカ海の幸 港町 ★ ブティック　ナカキ 上村木 セブンイレブン 魚津釈迦堂１丁目店 釈迦堂

朝野商店 東町 ★ スクールショップ銀座屋 中央通り セブンイレブン 魚津持光寺店 持光寺

(株)かねみつ 大光寺 ★ ＫＬＥＵＲ （クルール） 上村木 ファミリーマート 魚津シーサイド店 港町

尾崎かまぼこ館 友道 ★ パークス　ウオヅ 上村木 ファミリーマート 魚津北鬼江西店 北中

★ (株)河内屋 駅前新町 ★ アメリカンスクエア　マツヤ魚津店 江口 ファミリーマート 魚津吉島店 吉島

★ 魚卸問屋はりたや 港町 ★ クボタドレス　ユニフォーム 中央通り ファミリーマート 魚津住吉店 住吉

★ ケイソン冷蔵 北中 ★ ＤＩＶＡ （ディーバ） 中央通り

★ ケイソン冷蔵 北鬼江店 北鬼江 ★ ＦＬＡＧＳＨＩＰ 江口 応援

★ 魚づ鱒寿し店 駅前新町 ★ モードイダ 東尾崎 ★ ヘアーサロンポポラス 仏田

★ (有)大野商店 真成寺町 ★ ＧＩＴＡ （ジータ） 吉島 美容室ＩＴＡＫＵＲＡ 上村木

★ スコールプラス 本江 ＡＯＫＩ 魚津店 本江 ヴォーグ美容室 本新町

(株)大阪屋ショップ 魚津本江店 本江 ＴＡＫＥ　ＦＩＶＥ 新金屋 ヘアサロンまえだ 双葉町

(株)大阪屋ショップ 魚津釈迦堂店 釈迦堂 ルシェルシュ 本江 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ 本新町

原信　魚津店 江口 うおぎし呉服店 本町 理容　カミクラ 新角川

洋装の店 大阪屋 中央通り スティルヘアーササキ 本江

応援 総合衣料　むつみや 新宿 西田理容院 双葉町

(有)北島園 本江 平沢呉服店 中央通り ヘアーテラサキ 六郎丸

朝野東生園 経田 (有)タカギシ 中央通り 美容室キューズ 本江

★ 和洋菓子の店　フジタ 新角川 リサイクル＆ネイル　みんなのはろうぃん 中央通り きくら美容室　魚津店 中央通り

★ キニナル／K I N I N A L 釈迦堂 (有)神保手芸センター 中央通り 美容室ファブリス 吉島

★ お餅屋(有)源七 六郎丸 ＭＣＲ　ＳＴＯＲＥ 中央通り 美容室ファムシック 北鬼江

★ ミラマルシェ 釈迦堂 ＬＡＤＩＥＳ　ＡＳＡＤＡ 中央通り はしもと美容室 新角川

手作りケーキとパンのお店 LA・PAIN 経田西町 富川(株) 新宿 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＺＵＣＣＡ 青島

(有）大崎丸善 吉島 ファッションセンターしまむら 魚津店 本江 Ｈａｉｒ　Ｓｈｏｐ　Ｎｉｓｈｉｚａｗａ 中央通り

(株)昌栄堂　一笑庵 友道 マサ美容室 東町

ココマカロン 釈迦堂 応援 フェイシャル＆リンパ　あいる 中央通り

(有)ぱてぃしえ．のっき 本新町 ★ ＣＯＭＲＡＤＥ ＤＥＳＩＧＮ 中央通り ★ 自然治癒トリートメント　ＺｉＮＥＮ 本江

シャトレーゼ 魚津店 下村木 メガネハウス  魚津店 住吉

コンディトライ キント 上村木 メガネの三城  魚津店 吉島 応援

ｂｅｌ　ｔｅｍｐｏ  どーなつとおやつ 中央通り ｍｅｕ　ｔｅｍｐｏ 東尾崎 ★ 金太郎温泉光風閣・カルナの館　　 天神野新

高谷製パン 金浦町 ★ お宿　いけがみ 北山

とみかわ珈琲 仏又 応援 ★ 元祖　仁右衛門家 北山

セントベリーコーヒー 本江 ＳＡＣＨＩ１０ｉｒｏ （サチトイロ） 釈迦堂 ★ ホテルグランミラージュ 吉島

(有)沢井生花店 中央通り ★ スカイホテル魚津 駅前新町

応援 花処　蔵 本江 ★ スカイホテル魚津　アネックス 駅前新町

★ 鷹休漆器店 中央通り フラワーセンター舘 持光寺 ホテルルートイン魚津 上村木

★ 滝本はきもの店 真成寺町 花まつ 魚津本江店 本江 渚泊魚津丸 港町

美吉屋靴カバン店 新宿 花まつ 魚津釈迦堂店 釈迦堂 ★ (株)旅行企画 釈迦堂

長谷川ふとん店 吉島 江口屋 松田 新金屋 ★ 新富観光サービス(株)魚津店 上村木

アルソア化粧品　アルソア ノーフィ 北鬼江 ★ ふれあい牧場フロンティア 三ケ

★ 吉田屋靴カバン店 中央通り 応援 ★ ミラージュランド 三ケ

守谷八十一商店 新金屋 ★ (株)工房ヤマセン辻佛檀 金浦町 ★ 下田温泉 本町

チャームショップテラサキ 文化町 ★ (有)マーキー建築設計 湯上 ★ 辻わくわくランド 青島

ＤＣＭカーマ 魚津店 上村木 千田建設(株) 大光寺 川城鉱泉 上口

コメリパワー 魚津店 宮津 日本交通興業(株) 三田

魚津市プレミアム商品券「応援券付きじゃんとこい商品券」利用可能店舗　(7月7日時点)

酒 ・ 米 ・ みそ

青果 ・ 鮮魚 ・ 精肉

食料品

茶 ・ 菓子 ・ その他食品

ドラックストア ・ 薬局 ・ クリニック

コンビニエンスストア

理容 ・ 美容

宿泊 ・ 観光サービス ・ 銭湯

生活用品 ・ ギフト ・ 趣味

家電製品

時計 ・ メガネ ・ 貴金属

製造 ・ 建設

衣料品

日用品

花 ・ 苗 ・ 種

商品券 応援券



応援 応援 応援

★ 日本料理　かづみ野 駅前新町 ★ わび助 新金屋 (有)山崎石油 住吉

★ 幻魚房 村木定坊割 ★ Ｒｉｇｏｌｅｔｔｏ 上村木 小川建設工業(株)魚津東給油所 吉島

★ 石坂とんかつ店 中央通り ★ ステーキマドンナ 上村木 (株)品川グループ本社　魚津ＳＳ 本江

★ 藤吉　魚津店 中央通り ★ まちかどイタリアンｆｒｏｎｔａｌｅ 上村木 (有)朝日石油　魚津給油所 友道

★ お食事処　柏 双葉町 ★ ＪＩＲＯＫＩＣＨＩ 釈迦堂 富山石油(株)魚津ＳＳ　　　　　 双葉町

★ 中国菜家 天華 新宿 ★ 居酒屋＆カラオケ　え～ちゃん 文化町 富山石油(株)魚津東ＳＳ 吉島

★ コメダ珈琲　魚津店 吉島 ★ 蝶　六 中央通り 株式会社 シミズ 友道

★ ヌードル ハーツ 吉島 ★ ラウンジ紅花 釈迦堂 丸三石油魚津バイパス給油所 吉島

★ ８番ラーメン魚津店 上村木 ★ すなっく四季 釈迦堂 株式会社 丸八 北鬼江

★ ココス魚津アップルヒル店 上村木 ★ 夕　（せ き） 釈迦堂

★ めん処 はまちょう 村木定坊割 ★ ナイトロビー七歩 釈迦堂 応援

★ アンティーク・コーヒー六蔵 北鬼江 ★ のえる 駅前新町

★ ドクターズカフェ　心和 本江 ★ スナック マリア 駅前新町

★ Ｃａｆｅ　Ｒａｙ 北鬼江 ★ ＲＵＦＦＹ　ＴＡＦＦＹ 駅前新町 応援

東京苑 北鬼江 ★ 夏　恋 駅前新町 バロー　魚津店 食料品

炭火焼肉 米沢亭 魚津店 北鬼江 ★ Ｐｏｗｅｒ 駅前新町 マルチョウ神戸屋　アップルヒル店 精肉・お惣菜

ランブレッタカフェ 仏田 ａｂｃバッグ カバン

とんかつや 新宿 応援 ＢＯＯＫＳなかだ魚津店 書籍

はまべそば店 金浦町 ★ タカラ自動車(株) 吉島 オフィス・ヴォックス魚津店 文具

古民家　蔵喜 吉島 ★ (有)魚津鈑金／Ｍｏｂｉｌｅ　Ｙａｒｄ 吉島 Ｖ・ｄｒｕｇ　魚津店 ドラックストア

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 吉島 ★ (有)小西モータース／新車市場　魚津店 相木 Ａｄ　Ｈｏｃ 生活用品・雑貨

魚津丸食堂 港町 (株)吉野自動車 大光寺 ｉｍ－ｐｒｅｓｓｉｏｎ 衣料品

魚津丸キッチン 三ケ 山田自動車整備工場 上村木 ★ Ｔａｔｓｕｍｉｙａ （タツミヤ） 衣料品

ピザ　テンフォー　富山魚津店 上村木 (株)金三津自動車 大光寺 昌栄堂　アップルヒル店 菓子

銀河食堂　掛 上村木 (有)高縁自動車 宮津 おしゃれ工房　アップルヒル店 クリーニング

ラーメンの店 上村木 (有)木内自動車 仏田 眼鏡市場　アップルヒル魚津店 メガネ

やまや食堂 真成寺町 コクピット魚津 吉島 そば屋　魚津店 飲食

城寿し 並木町 オートバックス 魚津店 吉島 ★ 麺飯店　天地人 飲食

★ 大黒屋寿司店 中央通り タイヤプロショップさとう 上村木 ★ イタリアン・トマト Ｃａｆｅ Ｊｒ． 飲食

★ 小政寿司 上村木 '超' 寝具店　ヌノヤ魚津店 寝具

★ 寿し　次郎長 文化町 応援

★ 寿司栄 文化町 ★ (株)金閣自動車商会 本町

★ 太鼓判 文化町 ★ 魚津交通(株) 本江 応援

★ 炉ばた山海 文化町 ★ (株)佐々井タクシー 大光寺 ★ お茶の藤岡園 茶

★ 喜　楽 火の宮 ★ あっぷる代行 仏田 ★ 宝飾・時計　エルサカエ 宝飾・時計

★ 浜多屋 本店 末広町 ★ 介護タクシー あっぷる 仏田 ★ ＴＯＯＬ　（ツール） 衣料品

★ 浜多屋 魚津駅前店 釈迦堂 介護タクシー えんらく 友道 ケンタッキーフライドチキン 飲食

★ 魚津ダイニング 三三五五 釈迦堂 ラフィネ その他

★ 八っ寸亭 釈迦堂 応援 ＰＥＡＲＬ　ＴＥＡ 飲食

★ 月の華 釈迦堂 ★ 海の駅蜃気楼　売店「じゃんとこい市」 村木 ラパックス ワールド バッグ、トラベル他

★ 酒場みやっち食堂 釈迦堂 ★ スタジオｂｅ魚津インター店 本江 スタジオマリオ 写真

★ 海風亭 釈迦堂 ★ ハッピー・カンパニー 中央通り さが美 呉服

★ 串焼あっちゃん(仮) 釈迦堂 ★ (株)ＮＳＰいづみミュージックスクール 仏田 フルールリブラン 菓子

★ 十々亭 釈迦堂 ★ Ｒｅ：Ｂｏｄｙ 青島 ベルナール パン

★ 和食処えん 釈迦堂 ★ 香のん 北鬼江 おやつ村 飲食

★ 居酒屋越中五色ふうぶつし 釈迦堂 ★ 学び舎プラット 双葉町 ヤングドライ クリーニング

★ 越中  上原屋 釈迦堂 ★ (有)石﨑家具店 吉島 ミスタードーナツ 菓子

★ 和創作　五十嵐 釈迦堂 ★ 美谷珠算教室 中央通り ＬａＳｃｏｌｉｎａＳ　（ラスコリナス） 衣料品

★ 花いちもんめ 釈迦堂 (株)秋山クリーニング魚津店 上村木 シューズピット 靴

★ 古民家居酒屋ＮＡＧＯＭＩ 釈迦堂 ビースリム魚津 吉島 Ａｐｒｉｃｏｔ 衣料品

★ 串揚げ　ぜんろく 釈迦堂 五十井商店 本江 きくら美容室 美容

★ 旬菜　円陣 釈迦堂 JAうおづ　アグリショップうおづ 吉島

★ 炭火焼肉・中華料理　食道園 釈迦堂 (有)新川グリーン興産 東尾崎

★ 地中海料理  BOQUERIA 駅前新町 (有)林カメラ 中央通り

★ 増　重 駅前新町 ＭＹ　ＣＬＯＳＥＴ 中央通り

★ 和の膳うらら 駅前新町 魚津漁業協同組合購買部 漁港定坊割

★ 日本料理　三玄 駅前新町 富山第一ドライ　本社工場店 三ケ

★ 居酒屋いっぺい 駅前新町 富山第一ドライ　原信魚津店 江口

★ 魚民　魚津スカイホテル店 駅前新町 富山第一ドライ　大阪屋ショップ魚津釈迦堂店 釈迦堂

★ 山内農場　魚津スカイホテル店 駅前新町 富山第一ドライ　大阪屋ショップ魚津本江店 本江

その他

タクシー ・ 代行

魚津市プレミアム商品券「応援券付きじゃんとこい商品券」利用可能店舗　(7月7日時点)

魚津ショッピングスクエア　サンプラザ

燃　料飲　食

ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ魚津店

飲　食

サンプラザ全館　　　(一部店舗使用不可)

車 ・ 自転車 ・ カー用品

アップルヒル

この一覧は7月7日時点のものです。

最新の取扱店はQRからご確認下

商品券の利用期間 ８月 ３日 ㊊ ～ １１月 ３０日 ㊊

【お問合せ先】 ■魚津市商工観光課 TEL 0765-23-6195 ■魚津商工会議所 TEL 0765-22-1200


