
第５弾新型コロナウイルスに負けない券　取扱店一覧 2022/9/9 時点

№ 取扱店名 地区 № 取扱店名 地区

1 朝日屋 中条地区 61 近塗装工業㈱ 中条地区

2 あべ衣料 中条地区 62 菜菓亭　胎内店 中条地区

3 理美容室　アポロ 中条地区 63 ㈲斎藤左官工業所 中条地区

4 ㈱アライ 中条地区 64 佐久間肥料店 中条地区

5 ㈱荒惣 中条地区 65 ㈱佐藤機工 中条地区

6 ㈱五十嵐車体 中条地区 66 丸虎 佐藤建材 中条地区

7 イケダヤ　池田時計店 中条地区 67 ㈱佐藤電機 中条地区

8 伊勢屋旅館 中条地区 68 ㈲真田鮮魚店 中条地区

9 ㈲伊藤瓦店 中条地区 69 サロンド藍 中条地区

10 割烹　稲音 中条地区 70 縞玉呉服店 中条地区

11 ㈱井上材木店 中条地区 71 shanty 中条地区

12 インド＆ネパール料理　イサ 中条地区 72 白川屋毛糸店 中条地区

13 割烹 魚太 中条地区 73 白川屋洋品店 中条地区

14 卯月堂菓子舗 中条地区 74 須貝タイル 中条地区

15 ㈱内山大鍜冶屋 中条地区 75 須貝建具店 中条地区

16 駅前酒房　NICO 中条地区 76 須貝電気工事店 中条地区

17 越竿洞釣具店 中条地区 77 須貝板金工業所 中条地区

18 ㈲榎本自動車整備工場 中条地区 78 スガイ理容室・BarBar CHAMBERS 中条地区

19 ㈱大久保商店 中条地区 79 杉井建築 中条地区

20 ㈲大阪屋　中条店 中条地区 80 スナック喫茶　円 中条地区

21 太田ふとん店　クリーニングラボ　ワゴ― 中条地区 81 スナック雅 中条地区

22 ㈲大矢酒店 中条地区 82 NPO法人スポーツクラブたいない 中条地区

23 ㈱おくむら商店 中条地区 83 角力軒 中条地区

24 ㈱小野工務店 中条地区 84 セブンイレブン胎内新和店 中条地区

25 小野石材 中条地区 85 セブンイレブン胎内長橋店 中条地区

26 CAR COATING LABO 中条地区 86 セブンイレブン中条本郷店 中条地区

27 ㈱皆建 中条地区 87 ㈱第一管工 中条地区

28 ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸﾙｰﾑ kirari 中条地区 88 大東苑 中条地区

29 ㈱カエツ工業　中条営業所 中条地区 89 ㈱胎内設備 中条地区

30 かざぐるま　居酒屋　BAR 中条地区 90 胎内電建工業㈱ 中条地区

31 カット　サロン　シミズ 中条地区 91 大和物産ギャラリー 中条地区

32 CUT　STAFF　SURE 中条地区 92 高橋土建㈱ 中条地区

33 勝見屋商店 中条地区 93 地酒処　㈲田村酒店 中条地区

34 タイヤガーデン胎内　㈲加藤タイヤ商会 中条地区 94 新潟和食　竹膳 中条地区

35 金澤屋 中条地区 95 Charo-ODA（チャロ） 中条地区

36 カフェ工房まめ 中条地区 96 割烹　常の家 中条地区

37 ガレージフィール 中条地区 97 津野建築 中条地区

38 KAREN 中条地区 98 ㈱ＴＴＲ-cars 中条地区

39 ㈱カワウチ塗装 中条地区 99 鉄板村　どれ味 中条地区

40 ㈲菊谷電機 中条地区 100 東亜住設㈱ 中条地区

41 クイーンビー 中条地区 101 ㈲遠山フォート 中条地区

42 櫛形ゴルフ倶楽部 中条地区 102 時清畳店 中条地区

43 クッチーナ　ソリッゾ 中条地区 103 時田敷物店 中条地区

44 くどうもちや　工藤商店 中条地区 104 ときや旅館 中条地区

45 中華そば　熊屋 中条地区 105 鳥一番 中条地区

46 黒田屋菓子舗 中条地区 106 とんかつ志加豪 中条地区

47 桑野薬局 中条地区 107 ㈲中澤瓦工業所 中条地区

48 中条グランドホテル 中条地区 108 中島美容院 中条地区

49 gale bar ber shop 中条地区 109 中条駅観光交流室 中条地区

50 建設業のざわ 中条地区 110 ㈱中条主食販売所 中条地区

51 幸内商店 中条地区 111 ㈱中条タクシー 中条地区

52 ほぐしの名人　中条店/癒し空間燈あかり 中条地区 112 ㈱中条特技工業 中条地区

53 興発石油㈱ 中条地区 113 中条屋商店 中条地区

54 珈琲舎　ぐれ 中条地区 114 ㈲中条輪業 中条地区

55 小島洋品店 中条地区 115 中野屋酒店 中条地区

56 小西屋酒店 中条地区 116 ㈲中村電気工事店 中条地区

57 駒澤理容院 中条地区 117 南都屋 中条地区

58 ㈲小俣木材 中条地区 118 南波印房 中条地区

59 コンテナ居酒屋　碧 中条地区 119 ビアダイニングen 中条地区

60 ㈲近藤時計店 中条地区 120 肉工房　ミナガワ 中条地区



第５弾新型コロナウイルスに負けない券　取扱店一覧 2022/9/9 時点

№ 取扱店名 地区 № 取扱店名 地区

121 ㈱西奈美組 中条地区 181 車検のコバック中条店 中条地区

122 煮干らーめんとかき氷の店　にぼにゃん 中条地区 182 渡辺ふとん店 中条地区

123 ノザキ化粧品店 中条地区 183 ㈲青柳自動車 築地地区

124 ㈱のざわスタジオ 中条地区 184 一平 築地地区

125 能登屋呉服店 中条地区 185 ㈲井上建設 築地地区

126 能登屋茶店 中条地区 186 割烹・仕出し 植木屋 築地地区

127 信田酒店 中条地区 187 ㈲遠藤青汁新潟センター 築地地区

128 延本石油㈱追分給油所 中条地区 188 きく屋 築地地区

129 Bar　パルコ 中条地区 189 ㈲小松自動車 築地地区

130 OKASHI SALON 梅月堂 中条地区 190 ㈲魚新潟屋 築地地区

131 博多もつ鍋処よかろうもん 中条地区 191 佐藤工務店 築地地区

132 パシフィックオート 中条地区 192 さとうリフォームオフィス 築地地区

133 ㈲花野精肉店 中条地区 193 茂野工務店 築地地区

134 ㈲花のひらの 中条地区 194 杉田建設㈱ 築地地区

135 浜屋菓子店 中条地区 195 鈴木工務店 築地地区

136 早川理容室 中条地区 196 セブンイレブン中条中倉店 築地地区

137 BISTRO BASE 中条地区 197 相馬デンキ 築地地区

138 HI・NO・DE 中条地区 198 たかだや菓子舗 築地地区

139 ビューティサロン　リラ 中条地区 199 ㈱髙橋木工 築地地区

140 ナンバ美容院 中条地区 200 中国料理　富久知 築地地区

141 美容室　倉子 中条地区 201 ㈲築地自動車 築地地区

142 美容室TOMO 中条地区 202 十和自動車㈱ 築地地区

143 美容室Paco 中条地区 203 ㈲中条農産 築地地区

144 美容室　舞夢 中条地区 204 のざわアクアクリーニング 築地地区

145 美容室　ルチル 中条地区 205 ㈲博栄モータース 築地地区

146 福よせ食堂 中条地区 206 美容室　にしむら 築地地区

147 ㈲船山商店 中条地区 207 美容室　のんのん 築地地区

148 プロ家庭教師の瀬藤 中条地区 208 ㈲牧野工務店 築地地区

149 ヘアーメイクAki 中条地区 209 マルカツ衣料店 築地地区

150 Ｈａｉｒ Ｒｅｓｏｒｔ ＪＵＮ 中条地区 210 ㈲みうら塗装工業 築地地区

151 ほしの（星野呉服店） 中条地区 211 森田商会 築地地区

152 ほまる 中条地区 212 ㈲大和建装 築地地区

153 本間建築 中条地区 213 理容サイトウ 築地地区

154 海転すし誠　中条店 中条地区 214 和楽 築地地区

155 よいの座　別館誠 中条地区 215 ㈱天木セメント瓦工場 乙地区

156 マサヤ菓子舗 中条地区 216 伊井建設 乙地区

157 ㈱丸松斎藤商店　ガソリンスタンド 中条地区 217 今井建築 乙地区

158 ㈱丸松斎藤商店 中条地区 218 ㈲大出日石 乙地区

159 万作 中条地区 219 オオハタホーム 乙地区

160 ㈲美月堂 中条地区 220 かつらや旅館 乙地区

161 ㈱ミズサワ 中条地区 221 川崎大工 乙地区

162 わんだふる銭湯（ペットのサロンとホテルの店） 中条地区 222 ㈲乙まんじゅうや 乙地区

163 hair salon laugh 中条地区 223 キムラ自動車 乙地区

164 三宅精肉店 中条地区 224 ㈱桐生建設 乙地区

165 ㈲宮三スズキ中条販売 中条地区 225 桐生建築工業 乙地区

166 ㈱宮島工業所 中条地区 226 久世理容所 乙地区

167 魚太寿し 中条地区 227 ㈱小泉ブロック 乙地区

168 八百久商店 中条地区 228 ㈱齋藤建築 乙地区

169 焼肉酒場Ｋ１。 中条地区 229 斎藤自転車店 乙地区

170 靴のやまごん　胎内国道店 中条地区 230 坂野電業社 乙地区

171 やまだや 中条地区 231 中条自動車学校 乙地区

172 ㈱八幡建築 中条地区 232 ㈲菅原電気工事 乙地区

173 Y.O.L.O　CALIFORNIA STYLE KITCHEN 中条地区 233 高橋自動車整備工場 乙地区

174 よれんす 中条地区 234 遠山石油 乙地区

175 ベーカリー　ラ・オープル 中条地区 235 南波電気店 乙地区

176 ラ・フォーレ 中条地区 236 日本海カントリークラブ 乙地区

177 ㈲蘭亭 中条地区 237 ビューティーサロンかわさき 乙地区

178 理容　おだ 中条地区 238 藤木商店 乙地区

179 レストランたんぽぽ 中条地区 239 ㈲ほんだ建築 乙地区

180 ワカナベオートサービス 中条地区 240 お食事処　誠福亭 乙地区
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241 ㈱桃崎設備 乙地区 301 新発田ガス㈱中条支店 共通券のみ

242 乙米澤屋 乙地区 302 ダイユーエイト新潟中条店 共通券のみ

243 理容タカハシ 乙地区 303 ひらせいﾎｰﾑｾﾝﾀｰ中条店 共通券のみ

244 ㈱安城建築 黒川地区 304 HIRASEI遊TSUTAYA中条店 共通券のみ

245 ㈲安城自動車 黒川地区 305 ひらせいﾎｰﾑｾﾝﾀｰ中条店生鮮広場 共通券のみ

246 東屋菓子舗 黒川地区 306 マツモトキヨシ中条店 共通券のみ

247 伊藤茶店 黒川地区 307 藤観光タクシー㈱ 共通券のみ

248 衣料のあんどう 黒川地区 308 ㈱村上トラベルサービス 共通券のみ

249 ㈲エーコードライ 黒川地区

250 えのもと酒店 黒川地区 【追加分】

251 榎本商店 黒川地区 № 取扱店名 地区

252 榎本塗装 黒川地区 309 クアハウスたいない 黒川地区

253 ㈲大手や 黒川地区 310 ㈲高橋木材建設 中条地区

254 ㈲大手や　黒川病院売店 黒川地区 311 ㈱佐藤さく井設備 築地地区

255 ㈱小谷商店 黒川地区 312 ココカラファイン中条店 共通券のみ

256 ㈱小谷商店バイパス給油所 黒川地区 313 ウエルシア㈱新潟中条店 共通券のみ

257 ㈱オタニ水道 黒川地区

258 音羽屋 黒川地区

259 オノデン 黒川地区

260 ㈱カエツ工業 黒川地区

261 カタノ設備 黒川地区

262 加藤建築 黒川地区

263 桐生建築 黒川地区

264 桐生電気商会 黒川地区

265 ㈲佐藤鮮魚店　魚新 黒川地区

266 匠建築工房 黒川地区

267 セブンイレブン胎内黒川店 黒川地区

268 そば処　ろくべー 黒川地区

269 胎内高原ハウス㈱ 黒川地区

270 道の駅　胎内 黒川地区

271 胎内電化サービス 黒川地区

272 ロイヤル胎内パークホテル 黒川地区

273 そば処　みゆき庵 黒川地区

274 奥胎内ヒュッテ 黒川地区

275 ㈱髙橋商店 黒川地区

276 ㈱髙橋商店　胎内給油所　 黒川地区

277 ㈲竹内農機店 黒川地区

278 塚野自転車店 黒川地区

279 デイリーヤマザキ下越黒川店 黒川地区

280 ドライブイン胎内 黒川地区

281 胎内高原ゴルフ倶楽部 黒川地区

282 胎内高原ビール園 黒川地区

283 布川建具店 黒川地区

284 布川理美容院 黒川地区

285 萩野屋 黒川地区

286 ㈲フジイ自動車 黒川地区

287 ぽっかぽか 黒川地区

288 誠食堂 黒川地区

289 ㈲マツムラドライ 黒川地区

290 まるとく 黒川地区

291 ㈲皆川茶店 黒川地区

292 都オート 黒川地区

293 ヤマキチ酒店 黒川地区

294 ㈱会津屋　胎内店 共通券のみ

295 イオンスタイル中条 共通券のみ

296 ウオロク　中条店 共通券のみ

297 ㈱N旅ジャパン 共通券のみ

298 台湾料理　秀麗館 共通券のみ

299 コメリハードアンドグリーン中条ガーデン館 共通券のみ

300 コメリハードアンドグリーン中条店 共通券のみ


