
「元気おやべ！年末年始家計応援券」取扱店一覧 2021.12.3現在
※取扱店舗は随時更新予定です

五十音 店舗名 業種・業務形態 店舗所在地
1 R.CAFE 飲食業 小矢部市中央町7－24
2 愛寿乃里 介護事業 小矢部市福上362－1
3 Akari 飲食業 小矢部市本町5－24 タカラビル１F
4 秋吉　小矢部店 飲食業 小矢部市本町3－23
5 アサヒ産業 建具工事業（サッシ・ガラス） 小矢部市興法寺22
6 味処　大すぎ 飲食業 小矢部市小矢部町1－11
7 東屋クリーニング クリーニング業 小矢部市西福町4－9
8 Ａｓｏｌａｒｅ 美容業 小矢部市蓑輪2085－1
9 アブラ商事㈱ ガソリンスタンド 小矢部市岡225

10 アメニティプラザ石動 ガソリンスタンド 小矢部市芹川3956－1
11 （株）アヤト 印刷業 小矢部市赤倉220－3
12 アラキ薬局 小売業（医薬品販売） 小矢部市石動町3－4
13 （株）荒永タイヤ商会 タイヤ販売・メンテナンス業 小矢部市平桜6350
14 アルビス小矢部店 小売業（スーパーマーケット） 小矢部市桜町1816
15 ARUSU HAIR 理容業 小矢部市岩武671－3
16 ㈱RV北陸 自動車整備 小矢部市本町8-4
17 飯原菓子舗 菓子製造販売 小矢部市津沢474－2
18 池田美容室 美容業 小矢部市埴生270
19 居酒屋あんや 飲食業 小矢部市津沢１丁目2－2
20 居酒屋　おすしやさん 飲食業 小矢部市泉町5－41
21 （株）イシオ 小売業（ガス・灯油等） 小矢部市小矢部町7－19
22 （株）石尾電機商会 家電販売業 小矢部市埴生236
23 石黒石油小矢部インター給油所 ガソリンスタンド 小矢部市平桜1293
24 石黒石油芹川給油所 ガソリンスタンド 小矢部市芹川27
25 石黒石油セルフ埴生給油所 ガソリンスタンド 小矢部市野端108
26 イシダ産業（株） 紙製品・文具卸売業 小矢部市今石動町一丁目3－27
27 （有）石丸建設 砂利採取販売業 小矢部市金屋本江339－1
28 イスルギ漢方薬局 漢方薬製造販売業 小矢部市石動町1－1 石動アネックスビル102
29 （株）石動タクシー タクシー業 小矢部市本町6－8
30 いなば農業協同組合 経済センター 総合農協 小矢部市今石動町2－11－12
31 いなば農業協同組合 農業機械課 総合農協 小矢部市今石動町2－11－12　
32 いなば農協共同組合 コープ東部給油所 総合農協 小矢部市五社381
33 いなば農協共同組合　ＪＡいなば旅行センター 総合農協 小矢部市石動町10－28
34 いなば農業協同組合西部支店 総合農協 小矢部市今石動町2－11－12
35 いなば農業協同組合東部支店 総合農協 小矢部市鷲島194－1
36 いなば農業協同組合南部支店 総合農協 小矢部市新西322－1
37 今村仏檀店　泉町店 小売業（仏壇・仏具販売） 小矢部市泉町7－18
38 魚政亭 飲食業 小矢部市津沢436
39 宇治屋 小売業（青果・酒類） 小矢部市中央町2－1
40 宇治山印房 印章業 小矢部市中央町3－22
41 薄氷本舗 五郎丸屋 菓子製造販売 小矢部市中央町5－5
42 ウッディナガシマ （有）長島木材 建築業、木材販売業 小矢部市水落20
43 駅前酒場　とまり木 飲食業 小矢部市石動町4－11
44  Ａコープおやべ店 小売業（スーパーマーケット） 小矢部市石動町10－28
45 エコーウッド富山㈱ 建設業 小矢部市戸久9031－2
46 エステティックジュビラン美華月 サービス業（エステ・美容） 小矢部市泉町14－7
47 エステティックジュビラン美サージュ サービス業（エステ・美容） 小矢部市田川3272－1
48 エステティックジュビラン美reon サービス業（エステ・美容） 小矢部市五社428－1
49 江戸寿し Plus 小矢部店 飲食業 小矢部市岡455
50 大沼燃料店 小売業（米穀・ガス小売・灯油販売） 小矢部市中央町2－30
51 お菓子処 はとや 菓子製造販売 小矢部市綾子5630
52 桶谷鮮魚店 小売業（鮮魚） 小矢部市新富町3－1
53 御食事処　おかむら 飲食業 小矢部市綾子512－1
54 御食事処　小川屋 飲食業 小矢部市本町5－1
55 お食事処　にしき 飲食業 小矢部市本町3－49
56 おせんべい処かなや 菓子製造販売 小矢部市石動町10－10
57 お茶のさざんか園 日本茶小売業 小矢部市埴生16－2
58 おばた食堂 飲食業 小矢部市岩武842－1（津沢町）
59 おやたま食堂 飲食業 小矢部市平桜6082
60 花水木（旧：おやべクロスランドホテル） サービス業（宴会・食事・入浴） 小矢部市鷲島65－1
61 小矢部コンタクトレンズセンター 小売業（コンタクトレンズ販売） 小矢部市西町2－32
62 (有)オヤベコンピュータサービス コンピューターサービス業 小矢部市今石動町２丁目6－22
63 小矢部川サービスエリア下り線　売店 小売業（売店《お土産品販売》・コンビニ） 小矢部市戸久字殿山4682
64 小矢部市観光協会 おみやげ・観光グッズ販売 小矢部市本町1－1
65 小矢部市サイクリングターミナル 宿泊施設 小矢部市浅地119－9
66 小矢部市農業特産物推進協議会 特産品販売業 小矢部市本町1－1
67 小矢部自動車鈑金塗装 自動車板金塗装業 小矢部市西島83
68 ㈲オートランド小矢部 タイヤ販売・メンテナンス業 小矢部市道林寺310
69 小矢部代行 運転代行業 小矢部市小矢部町7－25
70 おやべの小さなビストロ　マルカッサン 飲食業 小矢部市石動町5－31
71 折田電機 家電販売業 小矢部市津沢341
72 かあちゃんの新鮮野菜の店 小売業（野菜直売所） 小矢部市清水369－3
73 皆来食堂 飲食業 小矢部市東福町2－11
74 菓子工房西村屋 菓子製造販売 小矢部市中央町8－17
75 柏山瓦工業（株） 屋根工事業 小矢部市矢水町8番地2
76 カニタニ自動車 自動車整備・販売業 小矢部市鷲島222
77 Cafe Bush Warbler （ｶﾌｪﾊﾞｯｼｭﾜｰﾊﾞﾘｰ） 飲食業 小矢部市安楽寺1120
78 カフェ×ピッツァBar Lily 飲食業 小矢部市石動町4－25　める・びる１Ｆ
79 髪WAZA 美容業 小矢部市本町3－14
80 カルビ亭　一番館 飲食業 小矢部市野端79－1　駅南ビル１Ｆ
81 カレーショップJINJIN 飲食業 小矢部市後谷716
82 川原茶店 小売業（茶） 小矢部市中央町6－6
83 かんだカフェ 飲食業 小矢部市末友35
84 (有)カンダファーム　直売所 小売業（農産物販売） 小矢部市藤森5233－1
85 菓子屋　chemin(シュマン) 洋菓子製造小売業 小矢部市田川3570
86 DCM カーマ小矢部店 小売業（ホームセンター） 小矢部市今石動町2-12-5
87 きくや 小売業（制服・学生服販売） 小矢部市中央町7－9
88 北酒場 飲食業 小矢部市末友35
89 喫茶パル 飲食業 小矢部市清沢302
90 喫茶ふうしゃ 飲食業 小矢部市今石動町２丁目7－33
91 ㈲きばや食品 小売業（食料品） 小矢部市石動町6－6
92 クスリのアオキ小矢部中央店 小売業（ドラッグストア） 小矢部市本町5－32
93 靴のシマダ 小売業（靴） 小矢部市新富町3－12
94 靴のジョアンナ（ピアゴ小矢部店内） 小売業（靴） 小矢部市石動町2－9－18
95 蔵元・宗珍 醤油製造販売業 小矢部市浅地800
96 クリニックサロンカロ 美容業 小矢部市野寺123北陸中央病院レストラン棟内
97 クリーニングの白光舎（ピアゴ小矢部店内） クリーニング業 小矢部市石動町2－9－18
98 くるまやミヤハウス 自動車販売・修理業 小矢部市下川崎221－2
99 源平 飲食業 小矢部市石動町10-39

100 豪州屋精肉店 小売業（精肉・惣菜販売） 小矢部市新富町6－7
101 ディスカウントドラッグコスモス石動店 小売業（ドラックストア） 小矢部市今石動町2-12-15
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五十音 店舗名 業種・業務形態 店舗所在地
102 小橋印房 印章業 小矢部市新富町5－10
103 （有）駒津石油商会 ガソリンスタンド 小矢部市小矢部町4－30
104 GOMAJIMA 小売業（宝石・時計・メガネ） 小矢部市石動町13－20
105 コメリハードアンドグリーン小矢部店 小売業（ホームセンター） 小矢部市西中野489
106 こもりでんき 家電販売業 小矢部市泉町1－75
107 コラーレダイニング 飲食業 小矢部市石動町4－27
108 サイクルショップ　酒井商会 小売業（自転車販売・修理） 小矢部市小矢部町2－22
109 サイクルフレンド太田 小売業（自転車販売・修理） 小矢部市本町2－8
110 佐伯商店 小売業（食料・日用品・雑貨） 小矢部市道明118
111 栄寿し 飲食業 小矢部市綾子529－１
112 坂田鮮魚店 飲食業 小矢部市蓑輪2075－1
113 坂田政吉商店 小売業（金物・日用品） 小矢部市埴生674
114 サカタ薬品 小売業（医薬品販売） 小矢部市中央町4－13
115 佐野時計電器商会 時計・家電品販売修理業 小矢部市西福町9－10
116 サラダ館石動駅前店 小売業（ギフト販売） 小矢部市石動町12－22
117 三栄自動車工業（株） 自動車整備・販売業 小矢部市岡152
118 サンキュー小矢部店 食品小売業 小矢部市埴生296
119 ㈱サンドライ クリーニング業 小矢部市津沢1-64
120 四季菜ままや 飲食業 小矢部市後谷389－8
121 柴田電気商会 電気工事業・管工事業 小矢部市水島523
122 柴田美容院 美容業 小矢部市津沢387
123 (有)シブヤ自動車 自動車整備業 小矢部市地崎191－1
124 島田自転車商会 自転車・バイク販売修理業 小矢部市水島688
125 島正（小矢部市役所食堂） 飲食業 小矢部市本町1－1
126 旬菜酒楽　美よし 飲食業 小矢部市石動町13－21
127 上保酒店 小売業（酒類） 小矢部市埴生386
128 (有)白川栄養食品 小売業（精肉・惣菜販売） 小矢部市石動町1－30
129 白い館メルヘン 飲食業 小矢部市新富町1014-2
130 新三陽 飲食店 小矢部市本町5－24
131 じんずし小矢部店 飲食業（持ち帰りすし店） 小矢部市本町3－50
132 シンメイ写真館 写真業 小矢部市西福町3－15
133 すし処 さかた 飲食業 小矢部市浅地1553
134 スナック城砦 飲食業 小矢部市野端64－3
135 スナック№１ 飲食業 小矢部市野端71－3　駅南ビル２Ｆ
136 スポーツショップヤマモト 小売業（スポーツ用品） 小矢部市芹川4135－1
137 セブン-イレブン小矢部市役所前店 小売業（コンビニエンスストア） 小矢部市本町1224
138 セブン-イレブン小矢部芹川店 小売業（コンビニエンスストア） 小矢部市芹川3917
139 千羽平ゴルフクラブ ゴルフ 小矢部市蓑輪千羽山24
140 勢田土石（株） 砂利採取業、自動車整備 小矢部市矢水町337
141 総合宴会場ばんば 飲食業 小矢部市中央町4－15
142 大王産業（株） ガソリンスタンド 小矢部市津沢一丁目１番地
143 台湾料理　福来順 飲食業 小矢部市綾子206－1
144 高岡交通（株）　小矢部営業所 タクシー業 小矢部市赤倉168
145 高田商会 小売業（草刈り機・発電機・耕うん機等） 小矢部市西福町3－3
146 髙藤酒店 小売業（酒類） 小矢部市藤森5212
147 田川薬局 小売業（医薬品販売） 小矢部市小矢部町2－23
148 多田自動車工業(株) 自動車整備業 小矢部市石王丸１
149 田中屋呉服店 小売業（衣料品） 小矢部市本町2－26
150 有限会社津沢タクシー タクシーサービス業 小矢部市津沢314番地
151 中華料理　大湖 飲食業 小矢部市五社15－2
152 津沢米穀販売企業組合 小売業（米・食品） 小矢部市津沢525番地１
153 時計・宝石・メガネ・補聴器　ツツ井 小売業（時計・宝石・メガネ・補聴器） 小矢部市野端76－1
154 坪の屋 小売業（鮮魚） 小矢部市石動町3－10
155 つまみ酒場さんぽ道 飲食業 小矢部市西中5982
156 Ｔea＆Ｂar 飲食業 小矢部市本町1157
157 手延べ煮込みうどん田舎 飲食業 小矢部市岡158
158 天然温泉 風の森 温浴施設 小矢部市西中野1086－1
159 田悟農産 農産加工業 小矢部市畠中町10－11
160 テコの鉄 飲食業 小矢部市本町5-24 タカラビル1階
161 藤助商店 菓子製造販売 小矢部市石動町3－1
162 東一 飲食業 小矢部市本町3-45
163 （有）殿山自動車 自動車整備・販売業 小矢部市新西183－1
164 とりきち 飲食業 小矢部市本町4－49
165 中作商店 小売業（鮮魚） 小矢部市西福町9－26
166 中島呉服店 小売業（衣料品） 小矢部市津沢511
167 （有）中田酒販 小売業（酒類） 小矢部市本町7－7
168 中村屋酒店 小売業（酒類） 小矢部市芹川3843
169 中元石油 ガソリンスタンド 小矢部市清水3515
170 中谷金物店 小売業（金物販売） 小矢部市中央町3－1
171 ㈲名畑電機 建設業 小矢部市蓑輪550－2
172 鍋島蒲鉾店 魚肉ねり製品・製造販売（かまぼこ販売） 小矢部市今石動町1－5－4
173 （有）西谷電気商会 電気工事業、家電販売業 小矢部市末友606
174 （有）西野石油 ガソリンスタンド 小矢部市新西401
175 西野商店 プロパンガス販売 小矢部市津沢498
176 日本料理越前 飲食業 小矢部市中央町5－10
177 沼田製粉 食品製造販売業（乾麺） 小矢部市津沢372
178 沼田畳内装株式会社 建設業（内装工事） 小矢部市水島261
179 沼田燃料店 ガス・ガス器具販売 小矢部市岩武881
180 （株）野手組 建設業 小矢部市和沢484
181 野手酒店 小売業（酒類） 小矢部市福久8
182 能村畳内装 建設業（内装工事） 小矢部市新富町4－15
183 のんきや 飲食業 小矢部市中央町1－47
184 バイエルンスポーツ 小売業（スポーツ用品） 小矢部市石動町5－28
185 馬上門 飲食業 小矢部市岡158
186 （有）蓮沼自動車工業所 自動車整備業 小矢部市石王丸1046
187 ８番らーめん小矢部店 飲食業 小矢部市西中野898
188 花椿（ピアゴ小矢部店内） 小売業（生花・植木） 小矢部市石動町2－9－18
189 はねや 飲食業 小矢部市小矢部町7-11
190 林商店 小売業（日用品・衣料・小中学生服） 小矢部市道明124
191 バンザワ 小売店（洋品・雑貨） 小矢部市中央町6－5
192 ピアゴ小矢部店 小売業（総合小売業） 小矢部市今石動町2－9－18
193 ピーコック（ピアゴ小矢部店内） 飲食業 小矢部市石動町2－9－18
194 １００円均一ポピア（ピアゴ小矢部店内） 小売業（食料・日用品・雑貨） 小矢部市石動町2－9－18
195 稗田酒店 小売業（酒類） 小矢部市八和町4－10
196 向日花 飲食業 小矢部市清沢340－4
197 Beauｔy Saｌon フランシーヌ 美容業 小矢部市綾子510－2
198 Beauty Barber あだんの木 美容業 小矢部市新富町7－26
199 ビューティームラタ 美容業 小矢部市石動町1－26
200 BeautyDesign M& 美容業 小矢部市清水369－1
201 ひろさわ靴店 小売業（靴） 小矢部市石動町2－8
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「元気おやべ！年末年始家計応援券」取扱店一覧 2021.12.3現在
※取扱店舗は随時更新予定です

五十音 店舗名 業種・業務形態 店舗所在地
202 美容室　BOY 美容業 小矢部市中央町3-20
203 ファーマーズショップ耕 小売業（農産物・加工品） 小矢部市興法寺88－2
204 ファミリーマート小矢部アウトレットパーク店 小売業（コンビニエンスストア） 小矢部市西中野９７２－１
205 ファミリーマート小矢部西中店 小売業（コンビニエンスストア） 小矢部市西中196－16
206 ファーム義浦 小売業（農産物・加工品） 小矢部市八講田135
207 ファッション＆ライフグッズ まつきや 小売業（日用品・雑貨・衣料品） 小矢部市津沢一丁目88
208 ファッションハウスはっとり 小売業（衣料品） 小矢部市津沢１丁目113
209 フィレンツェクラブ 飲食業 小矢部市鷲島10クロスロンドおやべ内
210 フォワード生駒 小売業（衣料品） 小矢部市綾子3732
211 福田金物店 土木・家庭金物・日用雑貨 小矢部市石動町2－2
212 婦人服おやべ 小売業（衣料品） 小矢部市石動町1－32
213 ㈲藤森営農組合 農業、農産物生産業 小矢部市藤森5130
214 ふくはらリビング 小売業（家庭雑貨） 小矢部市中央町3－1
215 Books千島 小売業（本・文具） 小矢部市今石動町2－8
216 Noi (旧：プチ・ふるーる) 美容業 小矢部市桜町540－3
217 ブティック ミナミ 小売業（衣料品） 小矢部市石動町2－5
218 ふとんの西田 小売業（寝具） 小矢部市石動町1－28
219 フラワーショップ花新 小売業（生花・植木） 小矢部市石動1－35
220 ヘアーサロンしまだくん 理容業 小矢部市中央町7－12
221 ヘアーサロン　ノーブル 理容業 小矢部市芹川3882
222 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｍｕｓｔ　Ｓｔｙlｅ． 美容業 小矢部市本町3－21
223 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ａｎ 美容業 小矢部市棚田2193－1
224 ヘアサロンナナサワ 理容業 小矢部市高木出1030－3
225 ペコット！ 飲食業 小矢部市石動町1－35
226 ベッカライ福十 パン製造・販売 小矢部市石動町13－18
227 ペットサロン　MOCO ペット美容室 小矢部市桜町547－1
228 ペットショップハニー ペットショップ・ペット美容室 小矢部市石動町8-2
229 ベルナール（ピアゴ小矢部店内） パン製造・販売 小矢部市石動町2－9－18
230 ホームセンターこもり 小売業（荒物・リビング・家庭日用品） 小矢部市石動町3－6
231 HOLY-BASE 源平の郷埴生口店 小売業（アクセサリー雑貨） 小矢部市埴生2996-5
232 本の夢屋 小売業（本・文具） 小矢部市小矢部町3番3号
233 牧野鮮魚店 小売業（鮮魚）、仕出し 小矢部市八和町4－24
234 まごま蒲鉾店 小売業（かまぼこ・どじょう・かばやき販売） 小矢部市中央町6－13
235 マツオ美容室 美容業 小矢部市石動町10－16
236 松田燃料店 小売業（燃料） 小矢部市後谷389－8
237 松坂家 飲食業 小矢部市石動町１３－１７
238 松本園芸店 小売業（園芸） 小矢部市末友87
239 マツモトキヨシ小矢部店 小売業（ドラッグストア） 小矢部市綾子3979
240 （株）松屋呉服店 小売業（衣料品） 小矢部市今石動町2－11－3
241 マリー美容室 美容業 小矢部市津沢490
242 MANDO 飲食業 小矢部市岡158
243 水田屋呉服店 小売業（衣料品） 小矢部市西福町12－2
244 道の駅メルヘンおやべ内　田舎 飲食業 小矢部市桜町1535－1
245 道の駅メルヘンおやべ内　物販コーナー 小売業（物販） 小矢部市桜町1535－1
246 道の駅メルヘンおやべ内　地域農産物売場 小売業（地域農産物販売） 小矢部市桜町1535－1
247 三井アウトレットパーク北陸小矢部 複合商業施設 小矢部市西中野972－1
248 宮島温泉 滝乃荘 旅館業 小矢部市名ケ滝378
249 宮田電機商会 家電販売業 小矢部市今石動町１丁目6－6
250 ＭＵＳＩＣラウンジ　ゆか 飲食業 小矢部市埴生1485
251 三輪電機工業（株） 建設業 小矢部市新西393－4
252 村上エクステリア 建設業 小矢部市八和町13－15
253 むらにしでんき 小売業（電気製品） 小矢部市中央町6－9
254 村の駅　きたかんだの郷 小売業（農産物直売所） 小矢部市末友35
255 물론café．INO 飲食業 小矢部市安養寺1787－1
256 メガネのハヤシ時計店 小売業（メガネ販売・電池交換） 小矢部市石動町2－9
257 麺ハウス　チェリー 飲食業 小矢部市新西172
258 最上かまぼこ店 魚肉ねり製品・製造販売（かまぼこ販売） 小矢部市中央町3－14
259 （有）モリタ化粧品店 小売業（化粧品） 小矢部市石動町2－3
260 森田屋 飲食業（飲食・仕出し） 小矢部市島213
261 奴鮨 飲食業 小矢部市小矢部町2－17
262 （有）やしま呉服店 小売業（衣料品） 小矢部市岡360
263 やぶ 飲食業 小矢部市泉町7－28
264 ヤマシナ印刷株式会社 印刷業 小矢部市鷲島37番地2
265 山川鮮魚店 小売業（鮮魚） 小矢部市石動町5－22
266 （株）ヤマダ電機テックランド小矢部店 家電販売業 小矢部市今石動町２丁目6－32
267 （有）山本実燃料店 小売業（燃料） 小矢部市八和町7－20
268 山ワ建設工業（株） 建設業 小矢部市津沢229－2
269 ゆーみんhouseまえじま 寝具 小矢部市東福町7－16
270 柚子 飲食業 小矢部市綾子3968
271 洋食　よもぎ坂 飲食業 小矢部市綾子540
272 洋服のヤマダ 小売業（衣料品） 小矢部市石動町1－7
273 ヨコガワ 小売業（衣料品・化粧品） 小矢部市新富町2－11
274 リカーショップたなか 小売業（酒類） 小矢部市新西216－4
275 リカーランドドリーム小矢部店 小売業（酒類） 小矢部市泉町1－75
276 料亭砺中 飲食業 小矢部市新西163－1
277 リナーズ餃子 飲食業 小矢部市石動町1－20
278 リバイバル 衣類、装飾、販売、買取 小矢部市下中131－28
279 理容ふじさき 理容業 小矢部市新西361-5
280 理容テイネイ 理容業 小矢部市藤森5190－1
281 理容みずの 理容業 小矢部市石動町3－7
282 六谷クリーニング クリーニング業 小矢部市中央町5-8
283 ｒｏｊｉ 飲食業 小矢部市石動町1－19
284 YSサイダ 小売業（化粧品） 小矢部市石動町3－1
285 わかくさ洋装店 洋装・寸法直し・水引・結納 小矢部市石動町4－28
286 若林屋総本家 駅前店 菓子製造販売 小矢部市石動町13－19
287 若林屋総本家 本店 菓子製造販売 小矢部市泉町13－10
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