
「ごせんにこにこ商品券」はこちらの取扱店でご利用ください。 ※7月20日現在の取扱店です。
（五十音順）

共通券は、 下記全店舗でご利用になれます。 ●印がついている店舗は、 専用券は使えません。 ご確認のうえ、 ご利用ください。

ごせんにこにこ商品券ごせんにこにこ商品券

実行委員会：五泉商工会議所・村松商工会・（一社）五泉市観光協会・五泉商業協同組合・村松さくらカード会

事業主体：ごせんにこにこ商品券実行委員会

令和4年11月30日まで使用期限

― 取扱店一覧 ―

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ア ㈱アークリード 緑町
㈲アートフラワーズせきや 水島町
㈲アートフラワーズせきや　キューピット三本木店 三本木
阿賀のめぐみ　望川閣 佐取
アドレ　hair&spa 三本木3
あべ美容室 駅前1
アムール美容室 東本町2
アラモード・キムラ 本町1
あんしんタクシー 赤海
＆SOL 北五泉駅前

イ ㈲五十嵐吉平商店 本町2
五十嵐療法院 土堀
いざか屋　桂 本町2
居酒屋　旬 太田
居酒屋　仁 本町2
居酒屋＆スナック　来夢 宮町
居酒屋　すみえ 本町2
居酒屋　当満斗 駅前1
石窯ピザ　グッドデイ 旭町
イシダ住設 猿和田
泉理容店 橋田
㈲板井木材住設 太田
㈱板谷電機商会 旭町
壱。 馬場町2
㈱市川たね店　五泉出張所 吉沢2
一平 馬場町1
一包一心　はまや 本町3
伊藤ビューティサロン 本町2
今川屋呉服店 本町6
㈲岩村住設 大川前
㈱インテリアかのう 船越

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ウ ウェルネスサロン　陽葵楽 本町2
創業68年　仕出し・弁当　魚順 三本木1
ウオロク　五泉店 今泉 ●
㈱浦木屋 本町2

エ エスプリ 本町5
エスマート 橋田
㈱越配 東本町2 ●
ENEOS五泉曙SS 五十嵐新田
ゑびす屋 吉沢1
エル・ホンマ 駅前1
エンドウ酒店 吉沢8

オ 大阪屋　五泉店 旭町
大嶋屋呉服店 吉沢1
オートバックス五泉店 太田 ●
大原輪店 丸田
大湊直売所 論瀬
おかず屋 吉沢2
オグロスポーツ 本町2
おざわフォート 船越
落合洋装店 吉沢1
お茶の紫香園　キューピット店 郷屋川2 ●
おばあちゃんのとりかん　五泉駅前本店 駅前1
尾張屋金物店 本町1

カ ガーデンホテル　マリエール 赤海
カイロプラクティックSunny 木越
㈲下越自動車工業 二ツ柳
かくだ 本町6
隠れ家ビストロ　GASSO 馬場町
はんこ・ゴム印　可月堂 本町４
ギフト＆プレゼント　かじふく 本町3
おしゃれ.雑貨　加治福 本町3
風の丘接骨院 三本木
かたぎり美容室 駅前2

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

カ ㈱カツデン 土深
カットハウス　サクマ 太田2
割烹　神田川 本町1
割烹　清水 馬場町1
割烹　文福 馬場町1
割烹　山福 北五泉駅前
割烹そば処　にのみや 本町3
加藤呉服店 赤海1
カトウ自動車 赤羽
加藤整骨院 赤海1
リカーズ・ファクトリー　かどや五泉店 太田 ●
かねこ 大川前
割烹・仕出し・御食事処　金ふじ 三本木3

　のぐち 宮町
カフェテリア林檎 駅前1
CAFE BOX BASE 駅前1
㈱川島 駅前２

キ ギフトSHOP　金津屋 太田1
木村清理容院 本町3
木村建設㈱ 五泉
キムラファーム 論瀬
キャラバン 太田2
ギャラリー泉地 本町4
ギャラリー珈琲館　夢 南本町3
キューピット　五泉店 郷屋川2 ●
キューピット　三本木店 三本木 ●
行政書士　遠藤亮法務事務所 川瀬
筋膜ケアエステ　Mie美戻 赤羽

ク くいどころ里味　五泉店 太田 ●
串ひろ　五泉店 郷屋川2
㈱クスミ　五泉店 荻曽根 ●
くにちゃん酒場 馬場町1
首肩コリケアサロン　SOFRA（ソフラ） 木越
くまくら美容室 猿和田
暮しの衣料　ふくや　五泉店 三本木 ●
Grandpa & Grandma’s house 馬下
GREEN-BASE gs 駅前1
GRACY HAIR DESIGN 三本木2
curoco brilliant life 本町6

ケ ケーズデンキ　五泉店 太田 ●
ゲーム館ビート 吉沢1

コ ご縁まんかい屋　五泉店 駅前1 ●
コーヒーハウス　オールドペール 南本町3
㈲五泉オート 太田2
ごせん介護タクシー 四ツ屋新
ごせんカイロプラクティック 船越
㈲五泉自動車 赤海2
五泉三菱自動車販売㈱ 太田
五泉メナード化粧品㈱ 太田2
五泉もんじゃ村 木越
cohaku hair 中川新
コメリ　ハード＆グリーン　五泉店 太田 ●
コメリ書房　五泉店 旭町 ●
コング五泉店 木越 ●
㈱近藤建設 赤海2
㈲近藤鮮魚店 馬場町1

サ サイクルショップ　よこ山 論瀬
㈲斉藤酒店 本町2
斎藤屋百貨店　郷屋川店 郷屋川2
齋藤ラジオ店 本町2
栄軒ベーカリー 本町3

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

チ 中国料理　藤十飯店 寺沢3
直売所　オアシス 木越

ツ つたや商店 本町4
土田石油㈱　五泉駅前店 吉沢2 ●
ツルハドラッグ　五泉駅前店 吉沢1 ●
ツルハドラッグ　五泉寺沢店 寺沢3 ●
ツルハドラッグ　五泉店 太田2 ●

テ でんきらんど　中村屋 太田
ト 東京靴流通センター　五泉店 三本木1 ●

栃尾屋 駅前1
TOM'N CHI とむんち 三本木3
ドラッグトップス　五泉店 太田 ●
ドラッグトップス　寺沢店 吉沢 ●
トラットリア　ダ・ポッピ 吉沢1
ドリーム美容室 三本木3
ドリームファクトリー 中川新
とりかん 旭町
とり喜 馬場町1
とんとん　五泉店 三本木 ●

ナ 中田製作所 三本木
中丸酒店 本町6

ニ ㈲新潟ライスサービス 本町5
にいつフードセンター　五泉店 赤海 ●
ニコニコOZZY 馬場町1

ノ ノジマ五泉店 三本木 ●
ハ Bar 紬 馬場町1

BAR ルーク 本町1
Bar Ber 馬場 本町3
盃一 馬場町1
POWDER 吉沢1
㈱芳賀五一郎商店 駅前1
五泉市の地酒専門店　羽下酒店 三本木1
羽下精肉鮮魚店 吉沢3
博榮堂 郷屋川2
パスタ＆ピッツァ　ペペローニ 木越
㈱波多野工務店 論瀬
博金堂 本町2
ハッピー 馬場町2
HappyKitchenおこわ友吉 本町２
Patisserie ＰＲＡＲＩ 五十嵐新田
花清本店 本町2
花清分店 本町4
ハニーズ　ウオロク五泉店 今泉 ●
ハニーズ　五泉店 太田 ●
原信　五泉店 太田 ●
原信　寺沢店 吉沢 ●
ハンバーグレストラン　ミートドラゴン 太田

ヒ ピアレＭａｒｔ　プチ五泉店 荻曽根
beans 郷屋川2
㈱樋口新聞舗 駅前1
樋口時計店 本町6
日の出食堂 駅前1
ビューティ　スズキ 宮町6
ビューティー　さとう 郷屋川2
美容室　アクア・クア 旭町
美容室 伊香蘭師 本町1
美容室　えむ 緑町
美容室　クモムラ 吉沢2
美容室　クリップ 郷屋川2
美容室　switch 駅前2
美容室　B-STOP 本町3

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

サ 佐久間石油　五泉北給油所 船越
佐久間石油　五泉東給油所 東本町2
酒のやまや　五泉店 東本町2 ●
ササデン 本町5
佐取館 佐取
サブ・ステージ　バーンズ 駅前1
さらい 太田2
サロン・ド・ユリ 郷屋川2
サロン・ド・アルファ 吉沢2
㈱サンクミル 赤海3
三代目　枡屋 東本町2
㈱サンファーム泉 赤海1
さんぽう亭　五泉店 太田 ●
㈲三洋モータース 寺沢5

シ ㈲塩原輪業 本町4
自転車オートバイ　ハセツネ 駅前1
手芸とコットンの店　たしろ 本町2
酒菜食堂　獏　by寿司．割烹さくま 馬場町1
ジュネス五泉SS 荻曽根 ●
食堂　たつみ 吉沢3
食堂　三日月 水島町
食堂　みちくさ 馬場町1
㈱新越工業 町屋

ス 寿し加津 土堀
鮨と海鮮　すずくら 郷屋川2
寿しとよ 駅前1
鈴木印房 本町3
鈴木仏壇　五泉店 粟島 ●
鈴木薬品 太田2
スタジオ　せきづか 東本町1
STANCE 太田2
スナック Pino 馬場町1
スナック　螢 馬場町2
スナック　ミカド 馬場町1
Snack Ray 吉沢1
スプリングス 南本町3
炭屋　五ゑ門 吉沢1
㈲巣本自動車 論瀬

セ せいの屋 論瀬
セブンイレブン　五泉泉町店 泉町 ●
セブンイレブン　五泉三本木 三本木 ●
セブンイレブン　五泉寺沢店 寺沢3 ●
セブンイレブン　五泉東本町店 東本町2 ●
セブンイレブン　五泉船越店 船越 ●
セブンイレブン　五泉下町歩店 五十嵐新田 ●
セブンイレブン　五泉論瀬店 論瀬 ●
㈲芹沢ミシン商会 木越

タ ダイソー　五泉ビッグロール店 三本木 ●
㈱大隆工業 山崎
食堂　大和苑 吉沢3
㈱タカトニット 赤海1
㈱高野浄化槽管理サービス 今泉
高橋電気商会 横町2
竹ぞう 馬場町1
たこ焼　たこちゃん 旭町
タテ理容所 土深
たなか鍼灸整骨院 郷屋川2
㈲田中利三郎商店 本町3

チ TEAMたんぽぽ 赤海1
ちどり食堂（五泉市役所内） 太田
中国飯店　南龍 本町4

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ヒ 美容脱毛ルーム　coco 旭町
びよう堂 三本木
ひらせいホームセンター　五泉ビッグロール店 三本木 ●
ひらせいホームセンター　五泉ビッグロール店　食良品館 三本木 ●
HIRASEI遊　ダイソー五泉店 木越 ●
HIRASEI遊TSUTAYA　五泉ビッグロール店 三本木 ●
宏 ～hiro～ 美容室 赤海2
ひろせ美容室 本町4

フ ファッション　みのりや 駅前1
ファミリーマート　五泉あこみ店 赤海2 ●
ファミリーマート　五泉木越店 木越 ●
ファミリーマート五泉本町店 本町4 ●
ブーケ 本町2
㈱福宝　五泉店 水島町 ●
ふりあん 赤海2
プレア 吉沢
フレッシュやさい　小川 論瀬
フローリスト　カネコ　五泉駅前店 駅前1
プロSHOP　金津屋 太田1
文松堂 本町1
美容室　フォルム 赤海2

ヘ ヘアーサロン　せきや 本町1
ヘアーサロン　ふじさき 吉沢1
ヘアーサロン　ヨシノ 赤羽
ヘアーサロン　ラ・マーノ 吉沢2
ベアーズ 郷屋川2
ヘアーメイク　アージュ 駅前1
Hair-Make Ha.Lu 吉沢2
ヘアスタジオ　アコミ 赤海2
北京食堂 吉沢1

ホ 鳳龍飯店 本町3
ほぐしNEXT 旭町
ほぐしの名人　五泉店 郷屋川2 ●
ほそかわ鍼灸院接骨院 旭町
ぼたん食堂 本町4
ホテル平左エ門 佐取
ホテル丸松 佐取
ボブハウス 吉沢1
堀内カメラ 本町3
堀内しみぬき店 本町3
㈲堀孫畳店 吉沢1
ホルモン焼　柾屋 駅前1
㈲本間葬祭 吉沢1

マ マーセル　カットスペース 郷屋川1
Milestone 泉町2
ますみ美容室 旭町
銘菓処　まつとく 本町2
松葉鮨 宮町
㈱マツモトキヨシ甲信越販売　ファミリードラッグ五泉店 太田新田 ●
㈱松本商会 本町5
マドSHOP　金津屋 太田1
マルニラジオ店 寺沢1
丸福食堂 馬場町1
丸松園 郷屋川1
マルムラ 駅前1

ミ ミート＆フード　せいの 土堀
㈲水谷モータース 南本町3
みどりハイヤー㈱ 木越
㈲三根山商会 伊勢の川
みみ美容室 馬場町1
みやパン 南本町2

※裏面もご覧ください。

五 泉 エ リ ア

共通券 登録店舗すべてで使用可能です。 専用券 市内に本店のある店舗 ・ 事業所のみで使用可能です。 （コンビニ等では使用できません）
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― 取扱店一覧 ―

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ア ㈱アークリード 緑町
㈲アートフラワーズせきや 水島町
㈲アートフラワーズせきや　キューピット三本木店 三本木
阿賀のめぐみ　望川閣 佐取
アドレ　hair&spa 三本木3
あべ美容室 駅前1
アムール美容室 東本町2
アラモード・キムラ 本町1
あんしんタクシー 赤海
＆SOL 北五泉駅前

イ ㈲五十嵐吉平商店 本町2
五十嵐療法院 土堀
いざか屋　桂 本町2
居酒屋　旬 太田
居酒屋　仁 本町2
居酒屋＆スナック　来夢 宮町
居酒屋　すみえ 本町2
居酒屋　当満斗 駅前1
石窯ピザ　グッドデイ 旭町
イシダ住設 猿和田
泉理容店 橋田
㈲板井木材住設 太田
㈱板谷電機商会 旭町
壱。 馬場町2
㈱市川たね店　五泉出張所 吉沢2
一平 馬場町1
一包一心　はまや 本町3
伊藤ビューティサロン 本町2
今川屋呉服店 本町6
㈲岩村住設 大川前
㈱インテリアかのう 船越

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ウ ウェルネスサロン　陽葵楽 本町2
創業68年　仕出し・弁当　魚順 三本木1
ウオロク　五泉店 今泉 ●
㈱浦木屋 本町2

エ エスプリ 本町5
エスマート 橋田
㈱越配 東本町2 ●
ENEOS五泉曙SS 五十嵐新田
ゑびす屋 吉沢1
エル・ホンマ 駅前1
エンドウ酒店 吉沢8

オ 大阪屋　五泉店 旭町
大嶋屋呉服店 吉沢1
オートバックス五泉店 太田 ●
大原輪店 丸田
大湊直売所 論瀬
おかず屋 吉沢2
オグロスポーツ 本町2
おざわフォート 船越
落合洋装店 吉沢1
お茶の紫香園　キューピット店 郷屋川2 ●
おばあちゃんのとりかん　五泉駅前本店 駅前1
尾張屋金物店 本町1

カ ガーデンホテル　マリエール 赤海
カイロプラクティックSunny 木越
㈲下越自動車工業 二ツ柳
かくだ 本町6
隠れ家ビストロ　GASSO 馬場町
はんこ・ゴム印　可月堂 本町４
ギフト＆プレゼント　かじふく 本町3
おしゃれ.雑貨　加治福 本町3
風の丘接骨院 三本木
かたぎり美容室 駅前2

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

カ ㈱カツデン 土深
カットハウス　サクマ 太田2
割烹　神田川 本町1
割烹　清水 馬場町1
割烹　文福 馬場町1
割烹　山福 北五泉駅前
割烹そば処　にのみや 本町3
加藤呉服店 赤海1
カトウ自動車 赤羽
加藤整骨院 赤海1
リカーズ・ファクトリー　かどや五泉店 太田 ●
かねこ 大川前
割烹・仕出し・御食事処　金ふじ 三本木3

　のぐち 宮町
カフェテリア林檎 駅前1
CAFE BOX BASE 駅前1
㈱川島 駅前２

キ ギフトSHOP　金津屋 太田1
木村清理容院 本町3
木村建設㈱ 五泉
キムラファーム 論瀬
キャラバン 太田2
ギャラリー泉地 本町4
ギャラリー珈琲館　夢 南本町3
キューピット　五泉店 郷屋川2 ●
キューピット　三本木店 三本木 ●
行政書士　遠藤亮法務事務所 川瀬
筋膜ケアエステ　Mie美戻 赤羽

ク くいどころ里味　五泉店 太田 ●
串ひろ　五泉店 郷屋川2
㈱クスミ　五泉店 荻曽根 ●
くにちゃん酒場 馬場町1
首肩コリケアサロン　SOFRA（ソフラ） 木越
くまくら美容室 猿和田
暮しの衣料　ふくや　五泉店 三本木 ●
Grandpa & Grandma’s house 馬下
GREEN-BASE gs 駅前1
GRACY HAIR DESIGN 三本木2
curoco brilliant life 本町6

ケ ケーズデンキ　五泉店 太田 ●
ゲーム館ビート 吉沢1

コ ご縁まんかい屋　五泉店 駅前1 ●
コーヒーハウス　オールドペール 南本町3
㈲五泉オート 太田2
ごせん介護タクシー 四ツ屋新
ごせんカイロプラクティック 船越
㈲五泉自動車 赤海2
五泉三菱自動車販売㈱ 太田
五泉メナード化粧品㈱ 太田2
五泉もんじゃ村 木越
cohaku hair 中川新
コメリ　ハード＆グリーン　五泉店 太田 ●
コメリ書房　五泉店 旭町 ●
コング五泉店 木越 ●
㈱近藤建設 赤海2
㈲近藤鮮魚店 馬場町1

サ サイクルショップ　よこ山 論瀬
㈲斉藤酒店 本町2
斎藤屋百貨店　郷屋川店 郷屋川2
齋藤ラジオ店 本町2
栄軒ベーカリー 本町3

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

チ 中国料理　藤十飯店 寺沢3
直売所　オアシス 木越

ツ つたや商店 本町4
土田石油㈱　五泉駅前店 吉沢2 ●
ツルハドラッグ　五泉駅前店 吉沢1 ●
ツルハドラッグ　五泉寺沢店 寺沢3 ●
ツルハドラッグ　五泉店 太田2 ●

テ でんきらんど　中村屋 太田
ト 東京靴流通センター　五泉店 三本木1 ●

栃尾屋 駅前1
TOM'N CHI とむんち 三本木3
ドラッグトップス　五泉店 太田 ●
ドラッグトップス　寺沢店 吉沢 ●
トラットリア　ダ・ポッピ 吉沢1
ドリーム美容室 三本木3
ドリームファクトリー 中川新
とりかん 旭町
とり喜 馬場町1
とんとん　五泉店 三本木 ●

ナ 中田製作所 三本木
中丸酒店 本町6

ニ ㈲新潟ライスサービス 本町5
にいつフードセンター　五泉店 赤海 ●
ニコニコOZZY 馬場町1

ノ ノジマ五泉店 三本木 ●
ハ Bar 紬 馬場町1

BAR ルーク 本町1
Bar Ber 馬場 本町3
盃一 馬場町1
POWDER 吉沢1
㈱芳賀五一郎商店 駅前1
五泉市の地酒専門店　羽下酒店 三本木1
羽下精肉鮮魚店 吉沢3
博榮堂 郷屋川2
パスタ＆ピッツァ　ペペローニ 木越
㈱波多野工務店 論瀬
博金堂 本町2
ハッピー 馬場町2
HappyKitchenおこわ友吉 本町２
Patisserie ＰＲＡＲＩ 五十嵐新田
花清本店 本町2
花清分店 本町4
ハニーズ　ウオロク五泉店 今泉 ●
ハニーズ　五泉店 太田 ●
原信　五泉店 太田 ●
原信　寺沢店 吉沢 ●
ハンバーグレストラン　ミートドラゴン 太田

ヒ ピアレＭａｒｔ　プチ五泉店 荻曽根
beans 郷屋川2
㈱樋口新聞舗 駅前1
樋口時計店 本町6
日の出食堂 駅前1
ビューティ　スズキ 宮町6
ビューティー　さとう 郷屋川2
美容室　アクア・クア 旭町
美容室 伊香蘭師 本町1
美容室　えむ 緑町
美容室　クモムラ 吉沢2
美容室　クリップ 郷屋川2
美容室　switch 駅前2
美容室　B-STOP 本町3

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

サ 佐久間石油　五泉北給油所 船越
佐久間石油　五泉東給油所 東本町2
酒のやまや　五泉店 東本町2 ●
ササデン 本町5
佐取館 佐取
サブ・ステージ　バーンズ 駅前1
さらい 太田2
サロン・ド・ユリ 郷屋川2
サロン・ド・アルファ 吉沢2
㈱サンクミル 赤海3
三代目　枡屋 東本町2
㈱サンファーム泉 赤海1
さんぽう亭　五泉店 太田 ●
㈲三洋モータース 寺沢5

シ ㈲塩原輪業 本町4
自転車オートバイ　ハセツネ 駅前1
手芸とコットンの店　たしろ 本町2
酒菜食堂　獏　by寿司．割烹さくま 馬場町1
ジュネス五泉SS 荻曽根 ●
食堂　たつみ 吉沢3
食堂　三日月 水島町
食堂　みちくさ 馬場町1
㈱新越工業 町屋

ス 寿し加津 土堀
鮨と海鮮　すずくら 郷屋川2
寿しとよ 駅前1
鈴木印房 本町3
鈴木仏壇　五泉店 粟島 ●
鈴木薬品 太田2
スタジオ　せきづか 東本町1
STANCE 太田2
スナック Pino 馬場町1
スナック　螢 馬場町2
スナック　ミカド 馬場町1
Snack Ray 吉沢1
スプリングス 南本町3
炭屋　五ゑ門 吉沢1
㈲巣本自動車 論瀬

セ せいの屋 論瀬
セブンイレブン　五泉泉町店 泉町 ●
セブンイレブン　五泉三本木 三本木 ●
セブンイレブン　五泉寺沢店 寺沢3 ●
セブンイレブン　五泉東本町店 東本町2 ●
セブンイレブン　五泉船越店 船越 ●
セブンイレブン　五泉下町歩店 五十嵐新田 ●
セブンイレブン　五泉論瀬店 論瀬 ●
㈲芹沢ミシン商会 木越

タ ダイソー　五泉ビッグロール店 三本木 ●
㈱大隆工業 山崎
食堂　大和苑 吉沢3
㈱タカトニット 赤海1
㈱高野浄化槽管理サービス 今泉
高橋電気商会 横町2
竹ぞう 馬場町1
たこ焼　たこちゃん 旭町
タテ理容所 土深
たなか鍼灸整骨院 郷屋川2
㈲田中利三郎商店 本町3

チ TEAMたんぽぽ 赤海1
ちどり食堂（五泉市役所内） 太田
中国飯店　南龍 本町4

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ヒ 美容脱毛ルーム　coco 旭町
びよう堂 三本木
ひらせいホームセンター　五泉ビッグロール店 三本木 ●
ひらせいホームセンター　五泉ビッグロール店　食良品館 三本木 ●
HIRASEI遊　ダイソー五泉店 木越 ●
HIRASEI遊TSUTAYA　五泉ビッグロール店 三本木 ●
宏 ～hiro～ 美容室 赤海2
ひろせ美容室 本町4

フ ファッション　みのりや 駅前1
ファミリーマート　五泉あこみ店 赤海2 ●
ファミリーマート　五泉木越店 木越 ●
ファミリーマート五泉本町店 本町4 ●
ブーケ 本町2
㈱福宝　五泉店 水島町 ●
ふりあん 赤海2
プレア 吉沢
フレッシュやさい　小川 論瀬
フローリスト　カネコ　五泉駅前店 駅前1
プロSHOP　金津屋 太田1
文松堂 本町1
美容室　フォルム 赤海2

ヘ ヘアーサロン　せきや 本町1
ヘアーサロン　ふじさき 吉沢1
ヘアーサロン　ヨシノ 赤羽
ヘアーサロン　ラ・マーノ 吉沢2
ベアーズ 郷屋川2
ヘアーメイク　アージュ 駅前1
Hair-Make Ha.Lu 吉沢2
ヘアスタジオ　アコミ 赤海2
北京食堂 吉沢1

ホ 鳳龍飯店 本町3
ほぐしNEXT 旭町
ほぐしの名人　五泉店 郷屋川2 ●
ほそかわ鍼灸院接骨院 旭町
ぼたん食堂 本町4
ホテル平左エ門 佐取
ホテル丸松 佐取
ボブハウス 吉沢1
堀内カメラ 本町3
堀内しみぬき店 本町3
㈲堀孫畳店 吉沢1
ホルモン焼　柾屋 駅前1
㈲本間葬祭 吉沢1

マ マーセル　カットスペース 郷屋川1
Milestone 泉町2
ますみ美容室 旭町
銘菓処　まつとく 本町2
松葉鮨 宮町
㈱マツモトキヨシ甲信越販売　ファミリードラッグ五泉店 太田新田 ●
㈱松本商会 本町5
マドSHOP　金津屋 太田1
マルニラジオ店 寺沢1
丸福食堂 馬場町1
丸松園 郷屋川1
マルムラ 駅前1

ミ ミート＆フード　せいの 土堀
㈲水谷モータース 南本町3
みどりハイヤー㈱ 木越
㈲三根山商会 伊勢の川
みみ美容室 馬場町1
みやパン 南本町2

※裏面もご覧ください。

五 泉 エ リ ア

共通券 登録店舗すべてで使用可能です。 専用券 市内に本店のある店舗 ・ 事業所のみで使用可能です。 （コンビニ等では使用できません）



「ごせんにこにこ商品券」はこちらの取扱店でご利用ください。 ※7月20日現在の取扱店です。
（五十音順）

共通券は、 下記全店舗でご利用になれます。 ●印がついている店舗は、 専用券は使えません。 ご確認のうえ、 ご利用ください。

ごせんにこにこ商品券ごせんにこにこ商品券

実行委員会：五泉商工会議所・村松商工会・（一社）五泉市観光協会・五泉商業協同組合・村松さくらカード会

事業主体：ごせんにこにこ商品券実行委員会

令和4年11月30日まで使用期限

― 取扱店一覧 ―

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ア ㈱アークリード 緑町
㈲アートフラワーズせきや 水島町
㈲アートフラワーズせきや　キューピット三本木店 三本木
阿賀のめぐみ　望川閣 佐取
アドレ　hair&spa 三本木3
あべ美容室 駅前1
アムール美容室 東本町2
アラモード・キムラ 本町1
あんしんタクシー 赤海
＆SOL 北五泉駅前

イ ㈲五十嵐吉平商店 本町2
五十嵐療法院 土堀
いざか屋　桂 本町2
居酒屋　旬 太田
居酒屋　仁 本町2
居酒屋＆スナック　来夢 宮町
居酒屋　すみえ 本町2
居酒屋　当満斗 駅前1
石窯ピザ　グッドデイ 旭町
イシダ住設 猿和田
泉理容店 橋田
㈲板井木材住設 太田
㈱板谷電機商会 旭町
壱。 馬場町2
㈱市川たね店　五泉出張所 吉沢2
一平 馬場町1
一包一心　はまや 本町3
伊藤ビューティサロン 本町2
今川屋呉服店 本町6
㈲岩村住設 大川前
㈱インテリアかのう 船越

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ウ ウェルネスサロン　陽葵楽 本町2
創業68年　仕出し・弁当　魚順 三本木1
ウオロク　五泉店 今泉 ●
㈱浦木屋 本町2

エ エスプリ 本町5
エスマート 橋田
㈱越配 東本町2 ●
ENEOS五泉曙SS 五十嵐新田
ゑびす屋 吉沢1
エル・ホンマ 駅前1
エンドウ酒店 吉沢8

オ 大阪屋　五泉店 旭町
大嶋屋呉服店 吉沢1
オートバックス五泉店 太田 ●
大原輪店 丸田
大湊直売所 論瀬
おかず屋 吉沢2
オグロスポーツ 本町2
おざわフォート 船越
落合洋装店 吉沢1
お茶の紫香園　キューピット店 郷屋川2 ●
おばあちゃんのとりかん　五泉駅前本店 駅前1
尾張屋金物店 本町1

カ ガーデンホテル　マリエール 赤海
カイロプラクティックSunny 木越
㈲下越自動車工業 二ツ柳
かくだ 本町6
隠れ家ビストロ　GASSO 馬場町
はんこ・ゴム印　可月堂 本町４
ギフト＆プレゼント　かじふく 本町3
おしゃれ.雑貨　加治福 本町3
風の丘接骨院 三本木
かたぎり美容室 駅前2

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

カ ㈱カツデン 土深
カットハウス　サクマ 太田2
割烹　神田川 本町1
割烹　清水 馬場町1
割烹　文福 馬場町1
割烹　山福 北五泉駅前
割烹そば処　にのみや 本町3
加藤呉服店 赤海1
カトウ自動車 赤羽
加藤整骨院 赤海1
リカーズ・ファクトリー　かどや五泉店 太田 ●
かねこ 大川前
割烹・仕出し・御食事処　金ふじ 三本木3

　のぐち 宮町
カフェテリア林檎 駅前1
CAFE BOX BASE 駅前1
㈱川島 駅前２

キ ギフトSHOP　金津屋 太田1
木村清理容院 本町3
木村建設㈱ 五泉
キムラファーム 論瀬
キャラバン 太田2
ギャラリー泉地 本町4
ギャラリー珈琲館　夢 南本町3
キューピット　五泉店 郷屋川2 ●
キューピット　三本木店 三本木 ●
行政書士　遠藤亮法務事務所 川瀬
筋膜ケアエステ　Mie美戻 赤羽

ク くいどころ里味　五泉店 太田 ●
串ひろ　五泉店 郷屋川2
㈱クスミ　五泉店 荻曽根 ●
くにちゃん酒場 馬場町1
首肩コリケアサロン　SOFRA（ソフラ） 木越
くまくら美容室 猿和田
暮しの衣料　ふくや　五泉店 三本木 ●
Grandpa & Grandma’s house 馬下
GREEN-BASE gs 駅前1
GRACY HAIR DESIGN 三本木2
curoco brilliant life 本町6

ケ ケーズデンキ　五泉店 太田 ●
ゲーム館ビート 吉沢1

コ ご縁まんかい屋　五泉店 駅前1 ●
コーヒーハウス　オールドペール 南本町3
㈲五泉オート 太田2
ごせん介護タクシー 四ツ屋新
ごせんカイロプラクティック 船越
㈲五泉自動車 赤海2
五泉三菱自動車販売㈱ 太田
五泉メナード化粧品㈱ 太田2
五泉もんじゃ村 木越
cohaku hair 中川新
コメリ　ハード＆グリーン　五泉店 太田 ●
コメリ書房　五泉店 旭町 ●
コング五泉店 木越 ●
㈱近藤建設 赤海2
㈲近藤鮮魚店 馬場町1

サ サイクルショップ　よこ山 論瀬
㈲斉藤酒店 本町2
斎藤屋百貨店　郷屋川店 郷屋川2
齋藤ラジオ店 本町2
栄軒ベーカリー 本町3

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

チ 中国料理　藤十飯店 寺沢3
直売所　オアシス 木越

ツ つたや商店 本町4
土田石油㈱　五泉駅前店 吉沢2 ●
ツルハドラッグ　五泉駅前店 吉沢1 ●
ツルハドラッグ　五泉寺沢店 寺沢3 ●
ツルハドラッグ　五泉店 太田2 ●

テ でんきらんど　中村屋 太田
ト 東京靴流通センター　五泉店 三本木1 ●

栃尾屋 駅前1
TOM'N CHI とむんち 三本木3
ドラッグトップス　五泉店 太田 ●
ドラッグトップス　寺沢店 吉沢 ●
トラットリア　ダ・ポッピ 吉沢1
ドリーム美容室 三本木3
ドリームファクトリー 中川新
とりかん 旭町
とり喜 馬場町1
とんとん　五泉店 三本木 ●

ナ 中田製作所 三本木
中丸酒店 本町6

ニ ㈲新潟ライスサービス 本町5
にいつフードセンター　五泉店 赤海 ●
ニコニコOZZY 馬場町1

ノ ノジマ五泉店 三本木 ●
ハ Bar 紬 馬場町1

BAR ルーク 本町1
Bar Ber 馬場 本町3
盃一 馬場町1
POWDER 吉沢1
㈱芳賀五一郎商店 駅前1
五泉市の地酒専門店　羽下酒店 三本木1
羽下精肉鮮魚店 吉沢3
博榮堂 郷屋川2
パスタ＆ピッツァ　ペペローニ 木越
㈱波多野工務店 論瀬
博金堂 本町2
ハッピー 馬場町2
HappyKitchenおこわ友吉 本町２
Patisserie ＰＲＡＲＩ 五十嵐新田
花清本店 本町2
花清分店 本町4
ハニーズ　ウオロク五泉店 今泉 ●
ハニーズ　五泉店 太田 ●
原信　五泉店 太田 ●
原信　寺沢店 吉沢 ●
ハンバーグレストラン　ミートドラゴン 太田

ヒ ピアレＭａｒｔ　プチ五泉店 荻曽根
beans 郷屋川2
㈱樋口新聞舗 駅前1
樋口時計店 本町6
日の出食堂 駅前1
ビューティ　スズキ 宮町6
ビューティー　さとう 郷屋川2
美容室　アクア・クア 旭町
美容室 伊香蘭師 本町1
美容室　えむ 緑町
美容室　クモムラ 吉沢2
美容室　クリップ 郷屋川2
美容室　switch 駅前2
美容室　B-STOP 本町3

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

サ 佐久間石油　五泉北給油所 船越
佐久間石油　五泉東給油所 東本町2
酒のやまや　五泉店 東本町2 ●
ササデン 本町5
佐取館 佐取
サブ・ステージ　バーンズ 駅前1
さらい 太田2
サロン・ド・ユリ 郷屋川2
サロン・ド・アルファ 吉沢2
㈱サンクミル 赤海3
三代目　枡屋 東本町2
㈱サンファーム泉 赤海1
さんぽう亭　五泉店 太田 ●
㈲三洋モータース 寺沢5

シ ㈲塩原輪業 本町4
自転車オートバイ　ハセツネ 駅前1
手芸とコットンの店　たしろ 本町2
酒菜食堂　獏　by寿司．割烹さくま 馬場町1
ジュネス五泉SS 荻曽根 ●
食堂　たつみ 吉沢3
食堂　三日月 水島町
食堂　みちくさ 馬場町1
㈱新越工業 町屋

ス 寿し加津 土堀
鮨と海鮮　すずくら 郷屋川2
寿しとよ 駅前1
鈴木印房 本町3
鈴木仏壇　五泉店 粟島 ●
鈴木薬品 太田2
スタジオ　せきづか 東本町1
STANCE 太田2
スナック Pino 馬場町1
スナック　螢 馬場町2
スナック　ミカド 馬場町1
Snack Ray 吉沢1
スプリングス 南本町3
炭屋　五ゑ門 吉沢1
㈲巣本自動車 論瀬

セ せいの屋 論瀬
セブンイレブン　五泉泉町店 泉町 ●
セブンイレブン　五泉三本木 三本木 ●
セブンイレブン　五泉寺沢店 寺沢3 ●
セブンイレブン　五泉東本町店 東本町2 ●
セブンイレブン　五泉船越店 船越 ●
セブンイレブン　五泉下町歩店 五十嵐新田 ●
セブンイレブン　五泉論瀬店 論瀬 ●
㈲芹沢ミシン商会 木越

タ ダイソー　五泉ビッグロール店 三本木 ●
㈱大隆工業 山崎
食堂　大和苑 吉沢3
㈱タカトニット 赤海1
㈱高野浄化槽管理サービス 今泉
高橋電気商会 横町2
竹ぞう 馬場町1
たこ焼　たこちゃん 旭町
タテ理容所 土深
たなか鍼灸整骨院 郷屋川2
㈲田中利三郎商店 本町3

チ TEAMたんぽぽ 赤海1
ちどり食堂（五泉市役所内） 太田
中国飯店　南龍 本町4

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ヒ 美容脱毛ルーム　coco 旭町
びよう堂 三本木
ひらせいホームセンター　五泉ビッグロール店 三本木 ●
ひらせいホームセンター　五泉ビッグロール店　食良品館 三本木 ●
HIRASEI遊　ダイソー五泉店 木越 ●
HIRASEI遊TSUTAYA　五泉ビッグロール店 三本木 ●
宏 ～hiro～ 美容室 赤海2
ひろせ美容室 本町4

フ ファッション　みのりや 駅前1
ファミリーマート　五泉あこみ店 赤海2 ●
ファミリーマート　五泉木越店 木越 ●
ファミリーマート五泉本町店 本町4 ●
ブーケ 本町2
㈱福宝　五泉店 水島町 ●
ふりあん 赤海2
プレア 吉沢
フレッシュやさい　小川 論瀬
フローリスト　カネコ　五泉駅前店 駅前1
プロSHOP　金津屋 太田1
文松堂 本町1
美容室　フォルム 赤海2

ヘ ヘアーサロン　せきや 本町1
ヘアーサロン　ふじさき 吉沢1
ヘアーサロン　ヨシノ 赤羽
ヘアーサロン　ラ・マーノ 吉沢2
ベアーズ 郷屋川2
ヘアーメイク　アージュ 駅前1
Hair-Make Ha.Lu 吉沢2
ヘアスタジオ　アコミ 赤海2
北京食堂 吉沢1

ホ 鳳龍飯店 本町3
ほぐしNEXT 旭町
ほぐしの名人　五泉店 郷屋川2 ●
ほそかわ鍼灸院接骨院 旭町
ぼたん食堂 本町4
ホテル平左エ門 佐取
ホテル丸松 佐取
ボブハウス 吉沢1
堀内カメラ 本町3
堀内しみぬき店 本町3
㈲堀孫畳店 吉沢1
ホルモン焼　柾屋 駅前1
㈲本間葬祭 吉沢1

マ マーセル　カットスペース 郷屋川1
Milestone 泉町2
ますみ美容室 旭町
銘菓処　まつとく 本町2
松葉鮨 宮町
㈱マツモトキヨシ甲信越販売　ファミリードラッグ五泉店 太田新田 ●
㈱松本商会 本町5
マドSHOP　金津屋 太田1
マルニラジオ店 寺沢1
丸福食堂 馬場町1
丸松園 郷屋川1
マルムラ 駅前1

ミ ミート＆フード　せいの 土堀
㈲水谷モータース 南本町3
みどりハイヤー㈱ 木越
㈲三根山商会 伊勢の川
みみ美容室 馬場町1
みやパン 南本町2

※裏面もご覧ください。

五 泉 エ リ ア

共通券 登録店舗すべてで使用可能です。 専用券 市内に本店のある店舗 ・ 事業所のみで使用可能です。 （コンビニ等では使用できません）



五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ミ 宮本屋 泉町2
ム ㈲向呉服店 本町5

無尽蔵　ごせん家 郷屋川2 ●
メ 名曲堂 駅前1

メイクハウスタナベ 駅前1
メイプル薬局　五泉本町店 本町3
眼鏡市場　五泉店 太田 ●
めがね堂 三本木
message one 吉沢2
メンズわたなべ 本町3

モ レディースファッション　ハタ 吉沢1
moco hair room 横町

ヤ やきとり　大吉　五泉店 駅前1
焼肉　山東園 本町4
焼肉串ひろ本舗 太田
ヤマダ：シューズ＆バッグ 本町2
ヤマダ：ワーク＆カジュアル 吉沢1
山田自転車店 東本町2
ヤマダデンキ　五泉店 三本木 ●
やまちょう 本町3

ユ ゆう美容室　オリーブヘアー 吉沢1
ヨ 洋服の青山　五泉店 三本木 ●

よつば堂 本町2
ラ Ramen DAISENMON 馬場町2

ラーメン　砦　木津城 木越
ラーメン　安兵衛 赤海3
らーめん　ゆず 水島町
ラーメン店　恵比寿 石倉
ラーメンハウス　きなせ亭 船越
らうんじ裕 馬場町1
ラポルテ五泉 赤海

リ リカーショップ　ツルヤ 南本町1
利久堂 駅前1
リザ美容室 郷屋川1
クライミング＆ボルダリング　リトルフォレスト 寺沢3
リフォームSHOP　金津屋 太田1
龍園 駅前1
理容　タナカ 白山
理容室 伊香蘭師 本町1
ReRi Bagel 旭町

ル Loop＆Loop 吉沢1
レ レストラン　ブレス 赤海

レディスわたなべ 本町3
ロ ローソン　五泉丸田店 丸田 ●

ローソン五泉南本町店 南本町3 ●
炉ばた焼　杉 馬場町1

ワ わくわく農場 論瀬
渡邊井戸工事 本町5
渡邊書道教室 南本町3
渡部建築 石倉
渡六菓子店 伊勢の川

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

コ ㈱五泉屋金物店 仲町
五人張酒店 山王
コメリH&G村松店 本田屋 ●
㈱小芳屋 仲町
五ろり 別所
㈲近藤菓子店 本町１
コンドウ写真舘 下根木町

サ 斎藤金物店 上町
斎藤薬局 仲町
斎藤屋百貨店 本町１
栄寿し 栄町
坂田酒店 学校町１
㈲さかた時計店 学校町３
さかた美容院 学校町３
魚さいとう　調理部 寺町
さくらんど温泉 上木越
ササキカデン 桐林
㈲佐々木電機店 仲町
佐藤自転車店 城町
㈲佐藤自動車工業 石曽根
佐藤りんご園 石曽根
さぬきうどん拳 スイングパーク
サロンたかはし 下宝町
沢田屋商店 本町１

シ 舎川日盛堂 上町
㈱舎川本舗 春日
上海 大手通り
酒肴　城の里 城下
割烹 新瀧 城町
㈲新保建築 石曽根
進来軒 栄町

ス すが種苗店 中央通り
寿し和可奈 馬場丁
㈱鈴木石油店 学校町３
スズプロ塾　村松校 城町
鈴むら電器 新屋

セ ㈱関塚商事　三の宮SS 三の宮
セブンイレブン　五泉石曽根店 石曽根 ●
㈱三幸　セブンイレブン　五泉城下 城下 ●
セブンイレブン　五泉本田屋店 本田屋 ●
セブンイレブン五泉村松店 春日 ●

ソ そば処　阿弥陀瀬 阿弥陀瀬
タ 大三酒店 上町

田代スポーツ店 大手通り
㈲建石畳店 駅前通り
田中いけ花店 新田町
田辺電機商会 仲町
タネコウ市川種苗店 石曽根
玉寿司 秋葉町
TAMARIBA 寺町
田村鮮魚店 本町１

チ チャイナハウス古丹 宮野下
茶の石川園 城町

ツ ㈱ツチダオート・サービス 本田屋

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

マ 化粧品の マルフジ 学校町１
まんまや村松店 駅前通

ミ 水戸商店 馬場丁
ム ㈲村松自動車 本田屋
メ メガネ90KUWA 五泉中央店内

メンズショップタナカ 上町
ヤ やぎ調剤薬局 上根木町

㈲八木薬局 学校町１
矢久保モータース 石曽根
やまこし寝具店 桐林
山田自転車店 学校町１

ユ ゆき美容室 学校町１
ヨ よりね家 上木越

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ア 洋品のあかぎ 学校町１
アサダデンキ 学校町２
東屋クリーニング 馬場丁
あわね接骨院 本町１

イ 石山酒店 南田中
板垣酒店 日の出町
板垣商店 城町
㈱市川 本町１
㈱市川たね店 上町
伊藤瓦工業㈱ 石曽根
イトウデンキ 泉町
今井観光栗園 刈羽
イマイフォート 学校町２
岩渕商店 仲町

ウ うまか亭　村松店 学校町１
エ ㈱エコーオートサービス 千原

Ｘモバイル　五泉店 上町
オ 大阪屋　村松店 駅前通り

靴＆バッグ 大嶋 学校町１
鮮魚仕出し 大橋 搦手
おざわドライ 学校町３
落合輪業 学校町３
お花とお庭　はなんぼ 中野橋
おもちゃのはた 石曽根
㈱温建 宮野下

カ 加新商店 上町
カットサロン・イカラシ 駅前通り
カットプラザ・ツルマキ 春日
割烹仕出し　伊藤屋 栄町
金国屋 学校町１
亀山時計店・新潟華眼鏡 本町２
カメラエース 学校町２
川上農園 刈羽
川上農園　カフェ木の香 刈羽
川村酒店 春日
蒲鉄トラベル村松店（航空券・ＪＲ乗車券・旅行商品券は不可） 駅前通り

キ ㈱木曽屋酒店 仲町
喫茶　pearl 上町
亀徳泉 刈羽
木村菓子店 本町２
きもの専門店　いしかわや 新道

ク 靴のキャプテン 五泉中央店内
靴＆バッグ いとう 学校町１
クマクラ靴店 仲町
クローバ美容院 大手通り
㈲桑原宝石店 学校町１

ケ ENEOS村松SS ㈱慶八 城町
コ ㈱小池設備工業 青橋

こすどや 本町１
ごせん桜アロマ工房 愛宕
五泉市村松黄金の里会館 蛭野
五泉市村松観光開発会館 公園通り

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ツ つばめや 城町
テ 手作りクレープの店　トリコロール 学校町１

名物こうじ漬の店　かさはら 学校町１
ト ㈱徳橋商店 本町２

どう夢 番坂
富井美容室 上町
とも美容室 学校町１
ドラッグトップス　村松店 スイングパーク ●

ナ ㈱中山自動車修理工場 春日
㈱ナンバ自動車 上野

ニ 西屋商店 学校町２
ネ ねりまだいこん代行 学校町２
ハ バー　なる 栄町

㈲羽田電器 学校町１
Patisserie ありがとう 城町
㈱花のマリヤ 学校町１
花のマリヤ　ピアレMart五泉中央店 五泉中央店内

ヒ ピアレＭａｒｔ　五泉中央店 スイングパーク
Be-sun 駅前通り
ビーノ・ビーノ 小新保
㈲樋口　ENEOS村松ＳＳ 新丁
ひまわり 仲町
ビューティーサロン　多美 石曽根
美容室ジョゼ 城町
ひらせいホームセンター　村松店 スイングパーク ●

フ ファミリーマート　五泉中野橋 中野橋 ●
㈱深井商店 笹野町
藤井釣具店 学校町３
ふじうし 上町
 ト　藤木園 下浦町
フジタ 仲町
ファミリーファッション フジヤ 本町１
布施建具店 学校町１
ふたごや 仲町
フラワーショップ　liebe. 宮野下
フローリスト　カネコ　本町店 仲町
フローリスト　カネコ　本店 仲町

ヘ ヘアーサロン　スズキ 学校町２
ヘアーサロン　タキザワ 城町
hair salon brooch 駅前通り
ヘアーサロン　ポノポノ 愛宕
ヘアースタジオ　La・chic 石曽根

ホ 星野表具内装 大手通り
ほしヘアーサロン 学校町３

マ 町の定食屋さん　壽亭 学校町２
松尾ガラス 学校町３
まつお呉服店 本町１
松尾自動車整備工場 宮野下
松澤畳店 搦手
マツダスポーツ 学校町２
割烹 松の家 学校町２
丸石食堂 公園通り
マルエ輪店 本町２
マルト商店 学校町２

共通券 登録店舗すべてで使用可能です。

共通券 登録店舗すべてで使用可能です。

専用券 市内に本店のある店舗 ・ 事業所のみで使用可能です。 （コンビニ等では使用できません）

専用券
市内に本店のある店舗 ・ 事業所のみで
使用可能です。
（コンビニ等では使用できません）

共通券は、 下記全店舗でご利用になれます。 ●印がついている店舗は、 専用券は使えません。 ご確認のうえ、 ご利用ください。

「ごせんにこにこ商品券」 はこちらの取扱店でご利用ください。 ※7月20日現在の取扱店です。（五十音順）

村 松 エ リ ア五 泉 エ リ ア 五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

リ 竜神居酒屋 栄町
理容かいぬま 馬場丁
理容　サカイ 駅前通り
理容　もり 本町２

ロ ローソン村松石曽根店 石曽根 ●
ローソン村松駅前通店 駅前通り ●
炉端　廣 愛宕

ワ ㈱渡倉商会 駅前通り
渡邉菓子店 学校町３
渡辺青果 本町２
㈲渡辺石油店 駅前通り
わたなべ美容院 学校町２

※裏面もご覧ください。

◆この商品券は 「ごせんにこにこ商品券」 取扱店で使用できます。
◆この商品券は現金とお引き換えいたしません。 また、 つり銭は出ません。
◆この商品券に発行者印、 番号のないものは無効です。
◆この商品券に受付表示のあるものは無効です。
◆使用期限を経過した商品券は無効です。
◆この商品券の盗難、 紛失または滅失等に対しては、 発行者はその責を負いません。

●ごせんにこにこ商品券発行事業は、 五泉市の支援を受けて実施しています。

事業主体 ： ごせんにこにこ商品券実行委員会
実行委員会 ：五泉商工会議所 ・村松商工会 ・ （一社） 五泉市観光協会 ・五泉商業協同組合 ・村松さくらカード会



五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ミ 宮本屋 泉町2
ム ㈲向呉服店 本町5

無尽蔵　ごせん家 郷屋川2 ●
メ 名曲堂 駅前1

メイクハウスタナベ 駅前1
メイプル薬局　五泉本町店 本町3
眼鏡市場　五泉店 太田 ●
めがね堂 三本木
message one 吉沢2
メンズわたなべ 本町3

モ レディースファッション　ハタ 吉沢1
moco hair room 横町

ヤ やきとり　大吉　五泉店 駅前1
焼肉　山東園 本町4
焼肉串ひろ本舗 太田
ヤマダ：シューズ＆バッグ 本町2
ヤマダ：ワーク＆カジュアル 吉沢1
山田自転車店 東本町2
ヤマダデンキ　五泉店 三本木 ●
やまちょう 本町3

ユ ゆう美容室　オリーブヘアー 吉沢1
ヨ 洋服の青山　五泉店 三本木 ●

よつば堂 本町2
ラ Ramen DAISENMON 馬場町2

ラーメン　砦　木津城 木越
ラーメン　安兵衛 赤海3
らーめん　ゆず 水島町
ラーメン店　恵比寿 石倉
ラーメンハウス　きなせ亭 船越
らうんじ裕 馬場町1
ラポルテ五泉 赤海

リ リカーショップ　ツルヤ 南本町1
利久堂 駅前1
リザ美容室 郷屋川1
クライミング＆ボルダリング　リトルフォレスト 寺沢3
リフォームSHOP　金津屋 太田1
龍園 駅前1
理容　タナカ 白山
理容室 伊香蘭師 本町1
ReRi Bagel 旭町

ル Loop＆Loop 吉沢1
レ レストラン　ブレス 赤海

レディスわたなべ 本町3
ロ ローソン　五泉丸田店 丸田 ●

ローソン五泉南本町店 南本町3 ●
炉ばた焼　杉 馬場町1

ワ わくわく農場 論瀬
渡邊井戸工事 本町5
渡邊書道教室 南本町3
渡部建築 石倉
渡六菓子店 伊勢の川

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

コ ㈱五泉屋金物店 仲町
五人張酒店 山王
コメリH&G村松店 本田屋 ●
㈱小芳屋 仲町
五ろり 別所
㈲近藤菓子店 本町１
コンドウ写真舘 下根木町

サ 斎藤金物店 上町
斎藤薬局 仲町
斎藤屋百貨店 本町１
栄寿し 栄町
坂田酒店 学校町１
㈲さかた時計店 学校町３
さかた美容院 学校町３
魚さいとう　調理部 寺町
さくらんど温泉 上木越
ササキカデン 桐林
㈲佐々木電機店 仲町
佐藤自転車店 城町
㈲佐藤自動車工業 石曽根
佐藤りんご園 石曽根
さぬきうどん拳 スイングパーク
サロンたかはし 下宝町
沢田屋商店 本町１

シ 舎川日盛堂 上町
㈱舎川本舗 春日
上海 大手通り
酒肴　城の里 城下
割烹 新瀧 城町
㈲新保建築 石曽根
進来軒 栄町

ス すが種苗店 中央通り
寿し和可奈 馬場丁
㈱鈴木石油店 学校町３
スズプロ塾　村松校 城町
鈴むら電器 新屋

セ ㈱関塚商事　三の宮SS 三の宮
セブンイレブン　五泉石曽根店 石曽根 ●
㈱三幸　セブンイレブン　五泉城下 城下 ●
セブンイレブン　五泉本田屋店 本田屋 ●
セブンイレブン五泉村松店 春日 ●

ソ そば処　阿弥陀瀬 阿弥陀瀬
タ 大三酒店 上町

田代スポーツ店 大手通り
㈲建石畳店 駅前通り
田中いけ花店 新田町
田辺電機商会 仲町
タネコウ市川種苗店 石曽根
玉寿司 秋葉町
TAMARIBA 寺町
田村鮮魚店 本町１

チ チャイナハウス古丹 宮野下
茶の石川園 城町

ツ ㈱ツチダオート・サービス 本田屋

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

マ 化粧品の マルフジ 学校町１
まんまや村松店 駅前通

ミ 水戸商店 馬場丁
ム ㈲村松自動車 本田屋
メ メガネ90KUWA 五泉中央店内

メンズショップタナカ 上町
ヤ やぎ調剤薬局 上根木町

㈲八木薬局 学校町１
矢久保モータース 石曽根
やまこし寝具店 桐林
山田自転車店 学校町１

ユ ゆき美容室 学校町１
ヨ よりね家 上木越

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ア 洋品のあかぎ 学校町１
アサダデンキ 学校町２
東屋クリーニング 馬場丁
あわね接骨院 本町１

イ 石山酒店 南田中
板垣酒店 日の出町
板垣商店 城町
㈱市川 本町１
㈱市川たね店 上町
伊藤瓦工業㈱ 石曽根
イトウデンキ 泉町
今井観光栗園 刈羽
イマイフォート 学校町２
岩渕商店 仲町

ウ うまか亭　村松店 学校町１
エ ㈱エコーオートサービス 千原

Ｘモバイル　五泉店 上町
オ 大阪屋　村松店 駅前通り

靴＆バッグ 大嶋 学校町１
鮮魚仕出し 大橋 搦手
おざわドライ 学校町３
落合輪業 学校町３
お花とお庭　はなんぼ 中野橋
おもちゃのはた 石曽根
㈱温建 宮野下

カ 加新商店 上町
カットサロン・イカラシ 駅前通り
カットプラザ・ツルマキ 春日
割烹仕出し　伊藤屋 栄町
金国屋 学校町１
亀山時計店・新潟華眼鏡 本町２
カメラエース 学校町２
川上農園 刈羽
川上農園　カフェ木の香 刈羽
川村酒店 春日
蒲鉄トラベル村松店（航空券・ＪＲ乗車券・旅行商品券は不可） 駅前通り

キ ㈱木曽屋酒店 仲町
喫茶　pearl 上町
亀徳泉 刈羽
木村菓子店 本町２
きもの専門店　いしかわや 新道

ク 靴のキャプテン 五泉中央店内
靴＆バッグ いとう 学校町１
クマクラ靴店 仲町
クローバ美容院 大手通り
㈲桑原宝石店 学校町１

ケ ENEOS村松SS ㈱慶八 城町
コ ㈱小池設備工業 青橋

こすどや 本町１
ごせん桜アロマ工房 愛宕
五泉市村松黄金の里会館 蛭野
五泉市村松観光開発会館 公園通り

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ツ つばめや 城町
テ 手作りクレープの店　トリコロール 学校町１

名物こうじ漬の店　かさはら 学校町１
ト ㈱徳橋商店 本町２

どう夢 番坂
富井美容室 上町
とも美容室 学校町１
ドラッグトップス　村松店 スイングパーク ●

ナ ㈱中山自動車修理工場 春日
㈱ナンバ自動車 上野

ニ 西屋商店 学校町２
ネ ねりまだいこん代行 学校町２
ハ バー　なる 栄町

㈲羽田電器 学校町１
Patisserie ありがとう 城町
㈱花のマリヤ 学校町１
花のマリヤ　ピアレMart五泉中央店 五泉中央店内

ヒ ピアレＭａｒｔ　五泉中央店 スイングパーク
Be-sun 駅前通り
ビーノ・ビーノ 小新保
㈲樋口　ENEOS村松ＳＳ 新丁
ひまわり 仲町
ビューティーサロン　多美 石曽根
美容室ジョゼ 城町
ひらせいホームセンター　村松店 スイングパーク ●

フ ファミリーマート　五泉中野橋 中野橋 ●
㈱深井商店 笹野町
藤井釣具店 学校町３
ふじうし 上町
 ト　藤木園 下浦町
フジタ 仲町
ファミリーファッション フジヤ 本町１
布施建具店 学校町１
ふたごや 仲町
フラワーショップ　liebe. 宮野下
フローリスト　カネコ　本町店 仲町
フローリスト　カネコ　本店 仲町

ヘ ヘアーサロン　スズキ 学校町２
ヘアーサロン　タキザワ 城町
hair salon brooch 駅前通り
ヘアーサロン　ポノポノ 愛宕
ヘアースタジオ　La・chic 石曽根

ホ 星野表具内装 大手通り
ほしヘアーサロン 学校町３

マ 町の定食屋さん　壽亭 学校町２
松尾ガラス 学校町３
まつお呉服店 本町１
松尾自動車整備工場 宮野下
松澤畳店 搦手
マツダスポーツ 学校町２
割烹 松の家 学校町２
丸石食堂 公園通り
マルエ輪店 本町２
マルト商店 学校町２

共通券 登録店舗すべてで使用可能です。

共通券 登録店舗すべてで使用可能です。

専用券 市内に本店のある店舗 ・ 事業所のみで使用可能です。 （コンビニ等では使用できません）

専用券
市内に本店のある店舗 ・ 事業所のみで
使用可能です。
（コンビニ等では使用できません）

共通券は、 下記全店舗でご利用になれます。 ●印がついている店舗は、 専用券は使えません。 ご確認のうえ、 ご利用ください。

「ごせんにこにこ商品券」 はこちらの取扱店でご利用ください。 ※7月20日現在の取扱店です。（五十音順）

村 松 エ リ ア五 泉 エ リ ア 五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

リ 竜神居酒屋 栄町
理容かいぬま 馬場丁
理容　サカイ 駅前通り
理容　もり 本町２

ロ ローソン村松石曽根店 石曽根 ●
ローソン村松駅前通店 駅前通り ●
炉端　廣 愛宕

ワ ㈱渡倉商会 駅前通り
渡邉菓子店 学校町３
渡辺青果 本町２
㈲渡辺石油店 駅前通り
わたなべ美容院 学校町２

※裏面もご覧ください。

◆この商品券は 「ごせんにこにこ商品券」 取扱店で使用できます。
◆この商品券は現金とお引き換えいたしません。 また、 つり銭は出ません。
◆この商品券に発行者印、 番号のないものは無効です。
◆この商品券に受付表示のあるものは無効です。
◆使用期限を経過した商品券は無効です。
◆この商品券の盗難、 紛失または滅失等に対しては、 発行者はその責を負いません。

●ごせんにこにこ商品券発行事業は、 五泉市の支援を受けて実施しています。

事業主体 ： ごせんにこにこ商品券実行委員会
実行委員会 ：五泉商工会議所 ・村松商工会 ・ （一社） 五泉市観光協会 ・五泉商業協同組合 ・村松さくらカード会



五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ミ 宮本屋 泉町2
ム ㈲向呉服店 本町5

無尽蔵　ごせん家 郷屋川2 ●
メ 名曲堂 駅前1

メイクハウスタナベ 駅前1
メイプル薬局　五泉本町店 本町3
眼鏡市場　五泉店 太田 ●
めがね堂 三本木
message one 吉沢2
メンズわたなべ 本町3

モ レディースファッション　ハタ 吉沢1
moco hair room 横町

ヤ やきとり　大吉　五泉店 駅前1
焼肉　山東園 本町4
焼肉串ひろ本舗 太田
ヤマダ：シューズ＆バッグ 本町2
ヤマダ：ワーク＆カジュアル 吉沢1
山田自転車店 東本町2
ヤマダデンキ　五泉店 三本木 ●
やまちょう 本町3

ユ ゆう美容室　オリーブヘアー 吉沢1
ヨ 洋服の青山　五泉店 三本木 ●

よつば堂 本町2
ラ Ramen DAISENMON 馬場町2

ラーメン　砦　木津城 木越
ラーメン　安兵衛 赤海3
らーめん　ゆず 水島町
ラーメン店　恵比寿 石倉
ラーメンハウス　きなせ亭 船越
らうんじ裕 馬場町1
ラポルテ五泉 赤海

リ リカーショップ　ツルヤ 南本町1
利久堂 駅前1
リザ美容室 郷屋川1
クライミング＆ボルダリング　リトルフォレスト 寺沢3
リフォームSHOP　金津屋 太田1
龍園 駅前1
理容　タナカ 白山
理容室 伊香蘭師 本町1
ReRi Bagel 旭町

ル Loop＆Loop 吉沢1
レ レストラン　ブレス 赤海

レディスわたなべ 本町3
ロ ローソン　五泉丸田店 丸田 ●

ローソン五泉南本町店 南本町3 ●
炉ばた焼　杉 馬場町1

ワ わくわく農場 論瀬
渡邊井戸工事 本町5
渡邊書道教室 南本町3
渡部建築 石倉
渡六菓子店 伊勢の川

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

コ ㈱五泉屋金物店 仲町
五人張酒店 山王
コメリH&G村松店 本田屋 ●
㈱小芳屋 仲町
五ろり 別所
㈲近藤菓子店 本町１
コンドウ写真舘 下根木町

サ 斎藤金物店 上町
斎藤薬局 仲町
斎藤屋百貨店 本町１
栄寿し 栄町
坂田酒店 学校町１
㈲さかた時計店 学校町３
さかた美容院 学校町３
魚さいとう　調理部 寺町
さくらんど温泉 上木越
ササキカデン 桐林
㈲佐々木電機店 仲町
佐藤自転車店 城町
㈲佐藤自動車工業 石曽根
佐藤りんご園 石曽根
さぬきうどん拳 スイングパーク
サロンたかはし 下宝町
沢田屋商店 本町１

シ 舎川日盛堂 上町
㈱舎川本舗 春日
上海 大手通り
酒肴　城の里 城下
割烹 新瀧 城町
㈲新保建築 石曽根
進来軒 栄町

ス すが種苗店 中央通り
寿し和可奈 馬場丁
㈱鈴木石油店 学校町３
スズプロ塾　村松校 城町
鈴むら電器 新屋

セ ㈱関塚商事　三の宮SS 三の宮
セブンイレブン　五泉石曽根店 石曽根 ●
㈱三幸　セブンイレブン　五泉城下 城下 ●
セブンイレブン　五泉本田屋店 本田屋 ●
セブンイレブン五泉村松店 春日 ●

ソ そば処　阿弥陀瀬 阿弥陀瀬
タ 大三酒店 上町

田代スポーツ店 大手通り
㈲建石畳店 駅前通り
田中いけ花店 新田町
田辺電機商会 仲町
タネコウ市川種苗店 石曽根
玉寿司 秋葉町
TAMARIBA 寺町
田村鮮魚店 本町１

チ チャイナハウス古丹 宮野下
茶の石川園 城町

ツ ㈱ツチダオート・サービス 本田屋

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

マ 化粧品の マルフジ 学校町１
まんまや村松店 駅前通

ミ 水戸商店 馬場丁
ム ㈲村松自動車 本田屋
メ メガネ90KUWA 五泉中央店内

メンズショップタナカ 上町
ヤ やぎ調剤薬局 上根木町

㈲八木薬局 学校町１
矢久保モータース 石曽根
やまこし寝具店 桐林
山田自転車店 学校町１

ユ ゆき美容室 学校町１
ヨ よりね家 上木越

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ア 洋品のあかぎ 学校町１
アサダデンキ 学校町２
東屋クリーニング 馬場丁
あわね接骨院 本町１

イ 石山酒店 南田中
板垣酒店 日の出町
板垣商店 城町
㈱市川 本町１
㈱市川たね店 上町
伊藤瓦工業㈱ 石曽根
イトウデンキ 泉町
今井観光栗園 刈羽
イマイフォート 学校町２
岩渕商店 仲町

ウ うまか亭　村松店 学校町１
エ ㈱エコーオートサービス 千原

Ｘモバイル　五泉店 上町
オ 大阪屋　村松店 駅前通り

靴＆バッグ 大嶋 学校町１
鮮魚仕出し 大橋 搦手
おざわドライ 学校町３
落合輪業 学校町３
お花とお庭　はなんぼ 中野橋
おもちゃのはた 石曽根
㈱温建 宮野下

カ 加新商店 上町
カットサロン・イカラシ 駅前通り
カットプラザ・ツルマキ 春日
割烹仕出し　伊藤屋 栄町
金国屋 学校町１
亀山時計店・新潟華眼鏡 本町２
カメラエース 学校町２
川上農園 刈羽
川上農園　カフェ木の香 刈羽
川村酒店 春日
蒲鉄トラベル村松店（航空券・ＪＲ乗車券・旅行商品券は不可） 駅前通り

キ ㈱木曽屋酒店 仲町
喫茶　pearl 上町
亀徳泉 刈羽
木村菓子店 本町２
きもの専門店　いしかわや 新道

ク 靴のキャプテン 五泉中央店内
靴＆バッグ いとう 学校町１
クマクラ靴店 仲町
クローバ美容院 大手通り
㈲桑原宝石店 学校町１

ケ ENEOS村松SS ㈱慶八 城町
コ ㈱小池設備工業 青橋

こすどや 本町１
ごせん桜アロマ工房 愛宕
五泉市村松黄金の里会館 蛭野
五泉市村松観光開発会館 公園通り

五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

ツ つばめや 城町
テ 手作りクレープの店　トリコロール 学校町１

名物こうじ漬の店　かさはら 学校町１
ト ㈱徳橋商店 本町２

どう夢 番坂
富井美容室 上町
とも美容室 学校町１
ドラッグトップス　村松店 スイングパーク ●

ナ ㈱中山自動車修理工場 春日
㈱ナンバ自動車 上野

ニ 西屋商店 学校町２
ネ ねりまだいこん代行 学校町２
ハ バー　なる 栄町

㈲羽田電器 学校町１
Patisserie ありがとう 城町
㈱花のマリヤ 学校町１
花のマリヤ　ピアレMart五泉中央店 五泉中央店内

ヒ ピアレＭａｒｔ　五泉中央店 スイングパーク
Be-sun 駅前通り
ビーノ・ビーノ 小新保
㈲樋口　ENEOS村松ＳＳ 新丁
ひまわり 仲町
ビューティーサロン　多美 石曽根
美容室ジョゼ 城町
ひらせいホームセンター　村松店 スイングパーク ●

フ ファミリーマート　五泉中野橋 中野橋 ●
㈱深井商店 笹野町
藤井釣具店 学校町３
ふじうし 上町
 ト　藤木園 下浦町
フジタ 仲町
ファミリーファッション フジヤ 本町１
布施建具店 学校町１
ふたごや 仲町
フラワーショップ　liebe. 宮野下
フローリスト　カネコ　本町店 仲町
フローリスト　カネコ　本店 仲町

ヘ ヘアーサロン　スズキ 学校町２
ヘアーサロン　タキザワ 城町
hair salon brooch 駅前通り
ヘアーサロン　ポノポノ 愛宕
ヘアースタジオ　La・chic 石曽根

ホ 星野表具内装 大手通り
ほしヘアーサロン 学校町３

マ 町の定食屋さん　壽亭 学校町２
松尾ガラス 学校町３
まつお呉服店 本町１
松尾自動車整備工場 宮野下
松澤畳店 搦手
マツダスポーツ 学校町２
割烹 松の家 学校町２
丸石食堂 公園通り
マルエ輪店 本町２
マルト商店 学校町２

共通券 登録店舗すべてで使用可能です。

共通券 登録店舗すべてで使用可能です。

専用券 市内に本店のある店舗 ・ 事業所のみで使用可能です。 （コンビニ等では使用できません）

専用券
市内に本店のある店舗 ・ 事業所のみで
使用可能です。
（コンビニ等では使用できません）

共通券は、 下記全店舗でご利用になれます。 ●印がついている店舗は、 専用券は使えません。 ご確認のうえ、 ご利用ください。

「ごせんにこにこ商品券」 はこちらの取扱店でご利用ください。 ※7月20日現在の取扱店です。（五十音順）

村 松 エ リ ア五 泉 エ リ ア 五十
音順 取　扱　店　名 町名 利用

区分

リ 竜神居酒屋 栄町
理容かいぬま 馬場丁
理容　サカイ 駅前通り
理容　もり 本町２

ロ ローソン村松石曽根店 石曽根 ●
ローソン村松駅前通店 駅前通り ●
炉端　廣 愛宕

ワ ㈱渡倉商会 駅前通り
渡邉菓子店 学校町３
渡辺青果 本町２
㈲渡辺石油店 駅前通り
わたなべ美容院 学校町２

※裏面もご覧ください。

◆この商品券は 「ごせんにこにこ商品券」 取扱店で使用できます。
◆この商品券は現金とお引き換えいたしません。 また、 つり銭は出ません。
◆この商品券に発行者印、 番号のないものは無効です。
◆この商品券に受付表示のあるものは無効です。
◆使用期限を経過した商品券は無効です。
◆この商品券の盗難、 紛失または滅失等に対しては、 発行者はその責を負いません。

●ごせんにこにこ商品券発行事業は、 五泉市の支援を受けて実施しています。

事業主体 ： ごせんにこにこ商品券実行委員会
実行委員会 ：五泉商工会議所 ・村松商工会 ・ （一社） 五泉市観光協会 ・五泉商業協同組合 ・村松さくらカード会


