
令和２年２月１日現在

所　在　地 所　在　地

柳町3-1-20 北栄町1-24-5

旭町１-2-1 花園町1-6-20

桜木町３-18-17 澄川町3-1-1

三光町５-6-4 弥生町1-9-1

ときわ町３-16-5 北栄町3-1-8

川沿町６-15-3 元中野町2-8-10

光洋町１-12-12 柳町4-5-35

明野新町5-18-27 しらかば町2-1-15

明徳町2-3-1 沼ノ端中央3-3-12

日新町2-1-31 糸井135-1

双葉町2-18-1 大成町1-1-2

澄川町1-2-11 柳町1-6-9

見山町2-3-4 木場町1-6-1

コンビニエンスストア

所　在　地 所　在　地

植苗１７６ 新明町1-2-5

明野元町2-2-4 澄川町8-2-1

山手町2-11-3 ときわ町5-19-15

ウトナイ北2-1-30 東開町4-21-32

ウトナイ北10-17-10 日吉町1-6-17

大成町1-12-8 美園町2-1-9

柏木町5-16-21 明徳町1-7-21

日新町4-3-25 弥生町1-9-4

桜木町3-19-23 柏原6-247

拓勇西町7-1-14 沼ノ端中央2-1-9

拓勇西町1-14-14 しらかば町6-22-6

拓勇東町4-18-26 船見町2-6-3

拓勇東町6-4-16 元中野3-6-22

錦町2-1-22 元中野町4-8-5

明野新町6-28-7 勇払36-8

一本松町14-6 拓勇西町7-7-47

有珠の沢町4-20-37 北栄町3-19-55

大町2-1-1 永福町1-6-3

表町5-2-2 大町1-2-5

柏木町6-21-13 セブンイレブン　苫小牧柏木４丁目 柏木町4-1-12

春日町1-7-17 春日町1-1-4

川沿町4-2-12 川沿町6-1-20

勇払145-107 木場町2-8-13

三光町2-16-20 新開町1-1-15

新開町3-10-9 新開町4-2-8

セイコーマート　苫小牧弥生店

セブンイレブン　苫小牧新開町4丁目店

セブンイレブン　苫小牧新開町店

セブンイレブン　苫小牧ウトナイ店

セブンイレブン　苫小牧川沿町6丁目店

セブンイレブン　苫小牧春日町店

セブンイレブン　苫小牧大町一丁目店

セイコーマート　ゆうふつ

セイコーマート　元中野店

ホクレンショップ　沼ノ端店

セイコーマート　いちかわ

セイコーマート　苫小牧有珠の沢店

セイコーマート　苫小牧三光店

セイコーマート　苫小牧港南店

セイコーマート　苫小牧川沿店

セイコーマート　苫小牧春日店

セイコーマート　苫小牧柏木店

セブンイレブン　苫小牧明野北通店

セブンイレブン　苫小牧木場町店

セイコーマート　元中野３丁目店

セイコーマート　船見店

セイコーマート　ふじもと店

セイコーマート　沼ノ端店

セイコーマート　苫東店

セブンイレブン　苫小牧永福町１丁目店

セイコーマート　苫小牧美園店

ホクレンショップ　苫小牧店

マックスバリュ　支笏湖通り店

マックスバリュ　沼ノ端店

マックスバリュ　弥生店

マックスバリュ　澄川町店

セイコーマート　明野元町店

セイコーマート　苫小牧新明町店

スーパーセンタートライアル　苫小牧東店

ディスカウントストアトライアル　大成店

スーパーセンタートライアル　苫小牧店

ホクレンショップFｏｏｄＦａｒｍ　苫小牧しらかば店

セイコーマート　苫小牧明徳店

コープさっぽろ　栄町店

コープさっぽろ　桜木店

フードD365　見山店

フードD365　OASIS

フードD365　双葉店

フードD365　Vian 

ビッグハウス　明徳店

ビッグハウス　明野店

ビッグハウス　光洋店

屋号・商号

コープさっぽろ　パセオ川沿店

コープさっぽろ　ときわ店

コープさっぽろ　ステイ店

フードD365　沼ノ端店

マックスバリュ　新花園店

屋号・商号

セイコーマート　拓勇東町６丁目店

セイコーマート　拓勇東町４丁目店

セイコーマート　拓勇西町店

セイコーマート　拓勇西町７丁目店

セイコーマート　桜木町３丁目店

セイコーマート　クリーン店

セイコーマート　柏木５丁目店

セイコーマート　おおもり

セイコーマート　ウトナイ店

ココ・マート

セイコーマート　苫小牧日吉町１丁目店

セイコーマート　苫小牧東開店

セイコーマート　苫小牧ときわ店

セイコーマート　苫小牧澄川店

屋号・商号

MEGAドン・キホーテ苫小牧店

セイコーマート　ウトナイ中央店

セイコーマート　苫小牧明野店

セイコーマート　ドーミーイン苫小牧店

セイコーマート　苫小牧新開店

セイコーマート　苫小牧表町店

セイコーマート　苫小牧大町店

セイコーマート　苫小牧一本松店

苫小牧市プレミアム付商品券取扱店一覧            　商品券は令和２年３月31日まで使用できます。
追加された店舗は網かけになっています！　 　　  　　　　      お問い合わせ先：総合福祉課　０１４４（８４）４０６６

大型スーパー

屋号・商号

イオン北海道㈱　イオン苫小牧店
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令和２年２月１日現在

苫小牧市プレミアム付商品券取扱店一覧            　商品券は令和２年３月31日まで使用できます。
追加された店舗は網かけになっています！　 　　  　　　　      お問い合わせ先：総合福祉課　０１４４（８４）４０６６

所　在　地 所　在　地

新明町1-1 栄町3-4-15

末広町1-3-2 大成町2-1-16

澄川町4-2-10 北栄町5-5-55

高丘6-42 北栄町3-1-1

セブンイレブン　樽前SA下り店 錦岡495-1009 日吉町2-8-7

セブンイレブン　樽前ＳＡ上り店 錦岡495-1008 日吉町4-1-26

北栄町3-8-1 双葉町1-22-1

東開町5-13-17 双葉町3-2-1

セブンイレブン　苫小牧白鳥アリーナ前店 若草町5-5-6 船見町2-2-2

船見町1-3-4 北光町4-11-21

セブンイレブン北海道ＳＴ苫小牧店
表町６丁目
ＪＲ苫小牧駅構内

弥生町2-13-5

宮前町4-20-29 沼ノ端中央5-2-26

沼ノ端中央6-2-10 三光町1-3-6

明徳町2-1-12 花園町3-4-7

ファミリーマート苫小牧澄川町店 澄川町5-11-5 しらかば町6-16-21

ファミリーマート苫小牧　日新５丁目店 日新町5-3-3 明野新町5-13-9

ファミリーマート苫小牧東病院前店 新開町4-7-8 ときわ町4-26-27

ファミリーマート　苫小牧美原店 美原町2-28-28 元中野町3-8-17

ファミリーマート　苫小牧山手町１丁目店 山手町1-4-3 沼ノ端中央2-2-8

ファミリーマート苫小牧　若草町店 若草町5-5-2 青葉町1-2-4

三光町1-4-13-501 新富町1-1-7

拓勇東町1-19-25 ファミリーマート　苫小牧住吉町店 住吉町2-7-11

泉町2-2-1

植苗227-52

若草町3-4-8

王子町1-6-15

柏木町5-2-6

ドラッグストア

所　在　地 所　在　地

しらかば町2-1-23 三光町2-24-25

ときわ町3-17-17 澄川町1-2-5

柳町2-6-1 住吉町2-29

明野新町5-18-27 拓勇西町3-2-1

光洋町1-14-12 日新町2-6-30

緑町2-8-10 北栄町1-23-15

明野新町2-2-8 沼ノ端中央4-1-5

旭町1-1-5 花園町1-5-1

表町4-3-23 日吉町1-7-25

音羽町2-18-13 明徳町2-4-8

桜木町3-18-19 弥生町1-2-8

サツドラ　苫小牧ときわ町店

サツドラ　苫小牧しらかば店 ツルハドラック　苫小牧新生台店

ツルハドラック　苫小牧桜木店

ツルハドラック　苫小牧音羽店

ツルハドラック　苫小牧住吉店

セブンイレブン　苫小牧新富町店

セブンイレブン　苫小牧青葉店

セブンイレブン　苫小牧沼ノ端東店

セブンイレブン　苫小牧元中野店

セブンイレブン　苫小牧ときわ町店

セブンイレブン　苫小牧明野新町５丁目店

セブンイレブン　苫小牧しらかば町店

セブンイレブン　苫小牧花園町３丁目店

セブンイレブン　苫小牧三光町店

ローソン苫小牧　柏木町店

ローソン苫小牧　栄町三丁目店

ローソン苫小牧　船見町店

ローソン苫小牧　王子町店

ローソン苫小牧　北光町店

ローソン苫小牧　弥生町店

ローソン苫小牧　臨海北通店

ローソン苫小牧　白鳥店

ローソン苫小牧　双葉町三丁目店

ローソン苫小牧　大成町店

ローソン苫小牧　沼ノ端北栄店

ローソン苫小牧　日吉町店

ローソン苫小牧　日吉町四丁目店

ローソン苫小牧　双葉町一丁目店

セブンイレブン　苫小牧沼ノ端店

セブンイレブン　苫小牧沼ノ端北店

セブンイレブン　苫小牧高丘店

セブンイレブン　苫小牧澄川店

セブンイレブン　苫小牧末広店

屋号・商号

セブンイレブン　苫小牧新明町１丁目店

サツドラ　苫小牧柳町店

ツルハドラック　苫小牧弥生店

ツルハドラック　苫小牧明徳店

ツルハドラック　苫小牧日吉店

ツルハドラック　苫小牧花園店

ツルハドラック　苫小牧沼の端店

ツルハドラック　苫小牧沼ノ端北店

ツルハドラック　苫小牧日新店

ツルハドラック　苫小牧拓勇西店

ローソン苫小牧　明野新町５丁目店

ローソン苫小牧　明野南通店

ローソン苫小牧　泉町店

ローソン苫小牧　ウトナイ店

ローソン苫小牧　王子総合病院店

屋号・商号

ツルハドラック　苫小牧王子店

ツルハドラック　苫小牧旭町店

ツルハドラック　苫小牧明野新町店

サンドラッグ　苫小牧緑町店

サンドラッグ　苫小牧光洋店

サンドラッグ　苫小牧明野店

セブンイレブン　明徳店

セブンイレブン　苫小牧臨海北通店

セブンイレブン　苫小牧宮前町店

セブンイレブン　苫小牧船見店

屋号・商号

屋号・商号

ツルハドラッグ　苫小牧澄川店
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令和２年２月１日現在

苫小牧市プレミアム付商品券取扱店一覧            　商品券は令和２年３月31日まで使用できます。
追加された店舗は網かけになっています！　 　　  　　　　      お問い合わせ先：総合福祉課　０１４４（８４）４０６６

小　売　業

所　在　地 所　在　地

沼ノ端中央6-2-3 明野新町2-2-10

元中野町4-14-13二階 花園町3-14-24

明野新町2-1-8 三光町5-7-10

拓勇西町2-14-12 明野新町1-1-7

明野新町6-23-26 木場町1-4-10

有明町2-11-26 末広町3-9-21

柳町2-1-1 明徳町1-3-9

双葉町3-26-8 一本松町7-1

川沿町6-15-3コープ
さっぽろパセオ川沿店

矢代町2-3-9

北星町1-11-10 見山町3-2-3

澄川町1-2-5 一本松町7-1

明野新町1-2-23 表町5-4-7

柳町3-1-20

Smooth ニューヨーカー R＆CROSS season 木舎 LASUD Ludic Park

コムサイズム Mint package アルファベッツアルファベット アースミュージック＆エコロジ ハニーズ SM2keittio

ヴィレッジ AZUL by moussy オペークドットクリップ フィールドドリーム anySIS anyFAM ikka

MALE&CO THE SHOP TK BREEZE アプレレクール きもの やまと チュチュアンナラブポケット

ASBee グラン・サックス ワールドインポートブティック プラスオッポ プラネットブルー苫小牧店 帽子屋フレイヴァ

PROPOSE メガネのプリンス ハートアップコンタクトプラザ ANOTHER ANGLE Cosmetics Anne FANCL

naturalhigh リサイクルキング ザ・ダイソー はん・印刷のOTANI ワンズテラス クロックハウス

柳月 もりもと SWEAT モンベル イオンペット苫小牧店 ムラサキスポーツ

MI PLAZA スポーツオーソリティ 未来屋書店 苫小牧店 ライトオン ケンタッキーフライドチキン 満点食堂一休そば

風月イオン苫小牧SC店 小樽なると屋 ドトールコーヒー デザート王国 とりから一番 カプリチョーザ

果汁工房　果琳 リンガーハット サイゼリヤ バケット とんかつ和幸 ヴィドフランス

BEEF IMPACT ロッテリア クリーンラインカクサダ スタジオアンイオン苫小牧店 ラフィネ スガイディノス苫小牧

ポモドーロ マクドナルドイオン店 みそ源 ブローディア苫小牧店 プラスハート タワーレコード

はなまるうどん ウラン美容室 ブローディア 餃子の王将

王子町1-6-16 花園町3-10-5

柳町2-6-3
ＨＡ・ＲＥＲＵタウン西棟

北栄町1-22-61

花園町3-3-5 表町3-2-13

あけぼの町1-2-4 柏木町2-17-13

美原町３-18-2 錦町2-6-24

柳町3-1-20イオンモール苫
小牧1F

本幸町2-3-18

住吉町2-5-2 清水町2-2-9

柳町2-7-10 桜木町3-16-18

双葉町1-18-15 双葉町1-22-12

日新町5-1-3 新開町4-1-2

表町2-1-18 王子町1-6-15

表町2-1-22 明徳町2-7-1

三光町5-6-4ステイ1F 新開町2-2-3

表町3-2-9 木場町1-10-23

日新町2-7-7 泉町１-1-2

住吉町１-2-5 日の出町2-12-15

イエローグローブ　苫小牧店

阿部商事㈱ 双葉町給油所

岩倉商事㈱　山手給油所

岩倉商事㈱　元町給油所

岩倉商事㈱　配送センター

岩崎電子　苫小牧補聴器センター

On The Corner

M・STAGE　イオン苫小牧店

㈲エー・ビーショップ　アルス美原店

ＡＯＫＩ　苫小牧店

岩倉商事㈱　ドコモショップ苫小牧店

岩倉商事㈱　ドコモショップ明野新町店

岩倉商事㈱　三光町給油所

井上商事

イエローハット苫小牧店

イエローハット苫小牧澄川店

阿部商事㈱ 配送センター 岩倉商事㈱　錦岡給油所

阿部商事㈱ 有明給油所

アベイル　苫小牧店

屋号・商号

㈲オリエント企画

ギフトプラザ　サイコー　

石上車輌　苫小牧店

屋号・商号

アルシュギャラリー苫小牧店

appareil by chouchou the kitchen

㈲アイ・デザイン

菊地時計店

コメリパワー苫小牧東店

㈱カナユニ

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ　苫小牧店

㈱エネサンス北海道　苫小牧ガスショップ

㈲栄和硝子店

オプティークヒダカ

オバラメガネ　日新店

㈲おしゃれの店　なかの

岡山家具

㈱オオミチ　苫小牧店

おおとりスポーツ

オートバックス　苫小牧店

オバラメガネ　苫小牧本店

アイックス　セルフ東苫小牧港SS

ケーズデンキ　苫小牧店

イオン北海道㈱　イオン苫小牧店内

㈱今野商会

ゴルフ５　苫小牧店

コメリパワー　苫小牧西店

㈲弘文堂

ゲオ　苫小牧新生台店

サイクルベースあさひ　苫小牧店

オバラメガネ　ステイ店

岩倉商事㈱　苫小牧営業所

ゲオ　苫小牧桜木店

㈱倉下電機

㈱カネタ笹木商店

㈲カーショップルートサブロク

Wing　Fairy

岩倉商事㈱　臨港給油所
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令和２年２月１日現在

苫小牧市プレミアム付商品券取扱店一覧            　商品券は令和２年３月31日まで使用できます。
追加された店舗は網かけになっています！　 　　  　　　　      お問い合わせ先：総合福祉課　０１４４（８４）４０６６

所　在　地 所　在　地

春日町3-12-2 日新町2-6-28

元町2-5-25 沼ノ端639-35　市村ビル１階

見山町2-8-7
糸井１３５－１ トライアル苫小
牧店Ｃ棟内

表町２-2-11 三光町2-1-10

桜木町2-25-23 ときわ町5-19-18

桜木町3-9-2 桜木町4-16-20

北栄町1-14-26 しらかば町2-17-5

住吉町1-1-9 明野新町1-4-2

木場町３-2-4 青雲町2-19-8

豊川町3-11-2 表町３-2-1

三光町5-6-4ステイ1F 音羽町1-15-5

明野新町2-2-1 三光町5-26-39

山手町1-2-2 三光町2-1-3

三光町2-1-1 三光町2-25-15

錦岡332-119 新明町3-1-3

見山町2-4-4 弥生町1-9-8

明野新町6-23-26 日新町2-1-35

錦町2-5-15 セントラル三
条1Ｆ

北栄町3-1-39

王子町1-1-13 表町2-3-12

拓勇西町4-3-7 表町３-2-9

木場町1-4-12 青雲町2-24-7

三光町5-6-4 ファミリープ
ラザ内

柳町4-5-35 ホクレン
ショップ内

沼ノ端中央3-3-12 桜木町3-19-10

新富町１-8-19 新富町1-7-1

三光町5-26-18 若草町1-1-21

しらかば町6-15-15 川沿町1-2-32

新富町１-7-20 北光町2-13-4

ときわ町5-19-14 桜木町4-9-1

元中野町4-15-14 日吉町1-7-12

錦町2-3-7 川沿町6-5-2

東開町4-20-26 永福町2-9-21

双葉町3-3-4 花園町4-14-20

山手町１-3-2 青雲町2-23-10

柳町1-5-12 桜木町１-24-22

明野元町1-11-21 糸井144-7

柳町4-3-25 柳町4-6-32

春日町３-11-20 明野新町5-17-16

日新町1-10-9 錦岡80-12

王子町１-6-13 錦西町2-3-33

柏木町6-2-17 しらかば町1-18-7

木場町1-6-1　ＭＥＧＡドン・キ
ホーテ苫小牧店内２階 川沿町4-1-6

三光町5-6-4　コープさっぽろス
テイ２階 桜木町3-9-3

光洋町1-4-3 桜木町1-24-21なの花薬局　桜木東店

なの花薬局　桜木店

なの花薬局　川沿店

ダイソー　コープさっぽろステイ店

ダイソー　ＭＥＧＡドン・キホーテ苫小牧店

なの花薬局　糸井店

ナチュラルショップ　かわた

つり具センター　苫小牧店

タイヤ館　苫小牧西店

タイヤ館　苫小牧

ｃｉｌ　ｂｙ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ

ジーベック　苫小牧山手店

㈱甚べい　やなぎ町店

㈱甚べい　本店

しんどう書店　沼ノ端店

しんどう書店　ステイ店

紳士服CLUB

㈱甚べい　双葉店

㈱甚べい　沼の端店

㈱甚べい　錦町店

㈱甚べい　中野店

㈱甚べい　ときわ店

㈱甚べい　新富店

サカイスポーツ

手芸ハウス　レディース　シオン

㈲十字屋薬局

シャンブル　苫小牧店

四季舎の森　フルールブラン見山店

四季舎の森　フルールブラン本店

サンエス電器㈱

四季舎の森　フルールブラン三光店

さくらぎメガネ

タケダ時計店

㈲竹内モデル　苫小牧店

ダイソー　トライアル苫小牧店

ダイソー　苫小牧沼ノ端店

ちばふとん店

千鳥屋板谷商店／四季物語

㈱田原燃料

卓球ＨＯＵＳＥ　アラキ

ダイソー　苫小牧日新店

スポーツショップ　ツタモリ

スーパースポーツゼビオ　苫小牧柳町店

ジーベック　苫小牧東店

サン・ドミニック

salon kotton by chouchou

さくらぎ調剤薬局

㈲サエキ電器

サン・ロマーノ　ステイ店

サウンド　フィールド

とまでん　ジョイフル

DCMホーマック　苫小牧弥生店

DCMホーマック　新明店

㈱甚べい　三光店

しんどう書店　本店

苫小牧民報　平舘販売所

とまでん　ごとう

とまでん　カマダ

苫小牧民報　鉄南糸井販売店

東京靴流通センター　苫小牧新富店

DCMホーマック　沼ノ端店

DCMホーマック　日新店

トレードマックス

㈲デンキの小松

テット・オム

ＤＥＳＩＧＮ　＋

ダイソー　苫小牧光洋店

苫小牧民報　小沼販売店

北海道エア・ウォーター㈱

SELECT　SPORTS　～ORIGINAL～

ｓｅｇｅｒｅｓ

㈱甚べい　しらかば店

㈲高木サイクル

ドリーム　ホビー

トヨタカローラ苫小牧　とまこまい店

東京靴流通センター　苫小牧桜木店

トヨタカローラ苫小牧　いとい店

とまでん　トサオカ

とまでん　マルコー

DCMホーマック　新生台店

TSUTAYA苫小牧三光店

スイートデコレーション　新苫小牧店

サンケー薬品

トイザらス　苫小牧店

苫小牧民報　鈴木販売店

㈲さいとう楽器店

屋号・商号屋号・商号
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令和２年２月１日現在

苫小牧市プレミアム付商品券取扱店一覧            　商品券は令和２年３月31日まで使用できます。
追加された店舗は網かけになっています！　 　　  　　　　      お問い合わせ先：総合福祉課　０１４４（８４）４０６６

所　在　地 所　在　地

住吉町1-1-4 新中野町3-6-2

三光町1-2-5 澄川町1-14-3

澄川町7-10-3 北栄町2-27-37

双葉町3-6-16 東開町4-20-19

北栄町1-22-39 花園町4-3-26

若草町3-4-7 双葉町1-3-4

柳町2-3-1 清水町１-2-1

桜木町4-20-1 柳町4-12-17

音羽町1-15-8 明野新町1-1-3

弥生町1-9-6 表町5-5-4

元中野町3-9-11 新富町1-7-24

北栄町1-23-16 表町1-3-6

柳町4-5-41 本町1-5-12

北栄町4-2-20 明野新町6-33-7

新開町4-2-17 表町2-2-1

新開町3-2-4 王子町１-1-17

小糸井町1-5-20 表町3-2-11

新中野町3-1-4 一本松町12-1

明野新町1-2-11 勇払10-24

表町2-2-12 三光町1-1-8

明野新町6-23-17 新中野町2-3-3

日吉町4-2-1 日の出町2-13-21

本町1-2-1 明徳町1-11-3

澄川町2-2-6 北光町4-2-8

緑町2-24-14 ときわ町4-26-24

若草町3-4-7 光洋町1-11-8

木場町１-6-1ＭＥＧＡドン・
キホーテ２F

有明町2-7-33

大成町1-6-19 明徳町4-6-64

あけぼの町1-2-7 寿町2-1-21

沼ノ端中央5-1-5 双葉町3-10-8

明野新町4-1-16 汐見町1-28-19

豊川町2-2-4 花園町4-14-12

桜木町4-16-2 桜木町3-17-17

花園町4-13-19 糸井141

川沿町6-15-3 植苗227-5

三光町5-6-4 表町5-5-6

明野新町6-23-10 明徳町1-1-8

ファッションセンターしまむら光洋店 光洋町1-15-1 春日町1-1-17

新中野町2-18-6 川沿町6-15-3

泉町１-6-21 桜木町3-18-16

春日町3-15-20 矢代町2-13-12

明野新町5-13-20 新開町4-2-18

旭町4-29-2 旭町3-6-18

三光町5-16-14 北栄町2-26-26

ビーストローク

ふじい薬局　花園店

ふじい薬局　双葉調剤

パルス薬局　苫小牧店

ふじい薬局　緑ヶ丘店

ふじい薬局　柳町店

ふよう調剤薬局

マリン薬局

三星　糸井本店

ホンダカーズ南北海道㈱　苫小牧新中野店

ホンダカーズ南北海道㈱　苫小牧三光店

ホーユーサービスセンター

ヘリテージ・キムラ

ベビーショップ　チルド

㈱平和堂

HAIRSPACE　CｈｏｕCｈｏｕ

ブティック　ながやま

ぷちショップ　のむら

丸善ストアー

㈱丸弘電化センター

富士メガネ　苫小牧駅前店

西松屋チェーン　苫小牧中野店

㈱ミートフレンズモリ

㈲花長生花店

㈱東日本宇佐美北海道支店　苫小牧ＳＳ

ふじい薬局　明野調剤

ふじい薬局　旭町店

ふじい薬局　三光町店

㈱丸屋仏壇店

三星　ウトナイ店

三星　駅前店

三星　コープ　パセオ川沿店

三星　桜木店

三星　三条通店

三星　新開店

三星　オークプラザ店

三星　春日店

三星　沼ノ端店

ミセスルーム　オカモト

水野米穀店

ふじい薬局　新中野店

ふじい薬局　澄川店

㈱東日本宇佐美北海道支店
３６号苫小牧東インターＳＳ

ふじい薬局　沼ノ端北調剤

なの花薬局　住吉店

ネッツトヨタ苫小牧㈱　樽前いとい店

ネッツトヨタ苫小牧㈱　キテネッツ館

なんでもリサイクル　ビッグバン苫小牧　桜木店

なの花薬局　若草店

なの花薬局　苫小牧北栄店

なの花薬局　苫小牧双葉店

なの花薬局　苫小牧澄川店

なの花薬局　苫小牧三光店

富士メガネ　苫小牧イオン前店

マルキタ家具センター

マデイソン

㈲松平商店

MAEDA　錦岡店

ホンダカーズ南北海道㈱　苫小牧日の出店

野村呉服店

弐萬圓堂　苫小牧東店

肉のあおやま

なんでもリサイクルビックバン　苫小牧柳町店

西松屋チェーン　苫小牧沼ノ端店

屋号・商号 屋号・商号

ホームワーク　コーヨー

藤井新聞店

㈲深田燃料店

ファミリーショップ　フジモト

ファッションセンターしまむら苫小牧店

ファッション市場サンキ　ステイ店

ファッション市場サンキ　川沿店

㈱百花園

ＢＩＧ　Ｍ　ＯＮＥ　苫小牧店

花のもみじやま　花もみじ

ピザハット　苫小牧豊川店

ピザハット　苫小牧明野新町店

㈱はるやまチェーン　苫小牧店

㈱花よし生花店

花のやました

日本共同サービス㈱

ニトリ苫小牧店

西松屋チェーン　苫小牧弥生店

ふじい薬局　沼ノ端店

三星　中央店

ネッツトヨタ苫小牧㈱　ブルーツイン

ネッツトヨタ苫小牧㈱　とまこまい店

バースディ　苫小牧店

- 5 -



令和２年２月１日現在

苫小牧市プレミアム付商品券取扱店一覧            　商品券は令和２年３月31日まで使用できます。
追加された店舗は網かけになっています！　 　　  　　　　      お問い合わせ先：総合福祉課　０１４４（８４）４０６６

所　在　地 所　在　地

日新町2-1-31 若草町1-7-14

澄川町3-1-1 双葉町3-22-10

花園町1-6-20

見山町4-1-1

弥生町2-13-15

木場町1-6-1 MEGAドン・
キホーテ苫小牧1Ｆ

糸井135-1苫小牧トライア
ル内

表町4-3-1ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙﾆｭｰ王
子１F

澄川町1-2-5

弥生町1-9-2

木場町3-10-22

柏木町2-1-2

錦町1-2-2

音羽町2-16-12

三光町5-6-4 コープさっぽ
ろスティ店

木場町1-6-1MEGA ドン・
キホーテ苫小牧店１Ｆ

永福町1-2-4

柳町4-3-23

新開町4-1-4

表町3-2-13 王子不動産第
２ビル

新開町4-2-5

ときわ町6-5-11

錦町2-1-17

表町3-2-13

ときわ町5-18-1

表町４-2-8

川沿町5-12-21-1F

表町2-2-9

双葉町2-17-10

見山町4-3-7

見山町4-2-8

若草町1-1-30

美原町3-19

日吉町1-4-1

花園町4-1-15

清水町2-2-6

三光町6-3

新開町1-1-1

東開町5-10-16

泉町2-6-3

表町1-1-21

見山町1-8

王子町3-2-20
スパイラルスクエア１階

美園町2-1-4

三星　フードＤ　Ｖｉａｎ店

三星　マックスバリュ　澄川店

三星　マックスバリュ　花園店

三星　見山店

Wonder　GOO　苫小牧店

メガネの大学堂

ICランド　コムネット

宮永商店

めがね屋

もりもと　苫小牧柏木店

ユニクロ　苫小牧店

龍千堂　コトブキ薬品

㈱吉本仏壇店

吉岡商事㈱

洋服の青山　苫小牧店

夢の靴

ヤマダ電機テックランド　苫小牧本店

ロマンティック・ローズ

ル・ブーランジェ　OZO

エネオス　苫小牧若草SS

エネオス　苫小牧美原SS

エネオス　チャレンジ糸井SS

屋号・商号 屋号・商号

メガネのプリンス　苫小牧澄川店

メガネサロンルック　苫小牧トライアル店

エネオス　苫小牧花園SS

牛乳宅配センター　ハシモト

エネオス　苫小牧東SS

エネオス　チャレンジ新開町SS

エネオス　苫小牧明清橋SS

エネオス　苫小牧清水町SS

ヤマダ電機テックランド　苫小牧店

山崎正効堂薬局

Loobloom

Lyon （リヨン）

リビングパーク家具のタカハシ

リサイクルバナナ　苫小牧店

メガネサロンルック　ＭＥＧＡドン・キーホーテ

ヤマザキ薬局

ヤマダ電機テックランド　苫小牧駅前店

ランジェリーショップエルム　プラザ店

山口時計店

メガネのプリンス　苫小牧弥生店

わたなべ薬房

ぱすてる

勤医協苫小牧病院内売店

かざし電気
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令和２年２月１日現在

苫小牧市プレミアム付商品券取扱店一覧            　商品券は令和２年３月31日まで使用できます。
追加された店舗は網かけになっています！　 　　  　　　　      お問い合わせ先：総合福祉課　０１４４（８４）４０６６

飲　食　業

所　在　地 所　在　地

王子町1-6-16 錦町1-2-15

大町1-4-13 ときわ町5-12-10

双葉町2-1-4 錦町２-1-7

大町1-4-13 １条パレス１
Ｆ

王子町１-1-16

表町2-1-14王子不動産
第３ビル地下１階

大町1-4-20

川沿町5-12-19 しらかば町6-18-4

有明町2-8-20
木場町1-6-1MEGAドン・キ
ホーテ１階

拓勇西町4-1-7
木場町1-10-13苫小牧駅北口
ビルB1

日新町2-7-1 日新町2-7-2

表町2-1-7王子不動産
第1ビル地下１階

桜木町4-15-7

表町2-1-14王子不動産
第３ビル地下１階

ときわ町1-21-1

明野新町2-1-19 柳町１-5-14

しらかば町6-18-4 住吉町2-11-13

柳町2-7-9 日新町1-7-14

船見町2-6-8 東開町6-7-20

糸井135-1 住吉町1-2-5

船見町2-6 新富町２-３-４

表町2-3-12
植苗56-30道の駅ウトナイ湖テイ
クアウトコーナー

日新町6-15-31 東開町5-14-17

美園町2-10-1 双葉町1-18-16

東開町3-17-24 錦町2-2-15

啓北町2-12-10 桜木町３-１-４

桜木町3-19-21 若草町3-2-2

花園町1-1-6ロイヤルハイム
花園202号

新開町2-2-2

沼ノ端中央2-１-12 沼ノ端中央3-15-20

柳町4-19-31 新富町2-1-3

ときわ町6-22-1 表町3-2-22

日新町2-7-23

有明町2-10-23

新中野町3-9-6

沼ノ端中央3-8-14

表町2-2-19

錦町1-5-12

表町2-1-25

ときわ町5-18-16

三光町2-24-2

錦町1-5-7

新中野町3-9-2

新富町2-2-4

錦町2-3-3
東和プラザ１階

大町2-1-2

澄川町2-13-11

屋号・商号

あづまどり　炭焼き・鳥しげ

味の五十番

味処　分田上

四季の味　熊谷

つぼ八　苫小牧日新町店

つぼ八　苫小牧駅前店

回転すし旬楽　柳町店

回転すしクリッパー　しらかば店

回転すしクリッパー　明野店

宅旬楽　しらかば店

カレーハウスCOCO壱番屋　苫小牧糸井店

食道園　新生台店

呑み食い処　嘉門

田舎そばごっつ庵　日新店

田舎そばごっつ庵　拓勇店

一休そば　総本店

一休そば　川沿店

刺身居酒屋　なか善　別邸

刺身居酒屋　なか善

金剛園　ろまん亭

金剛園　本店

金剛園　和み亭

金剛園　だんらん亭

金剛園　maimai亭

ケンタッキーフライドチキン　苫小牧桜木店

スナック　ドール

ステーキ宮　苫小牧新富町店

たいしょう

蕎麦花　王子町店

千両寿司

日本橋

苫の蔵

１００円クリッパー　新富店

ピッツァ＆カフェ　NOVITA

ピザテンフォー　苫小牧沼ノ端店

ピザテンフォー　苫小牧西店

ピザテンフォー　苫小牧住吉店

㈱渡辺　苫小牧市民会館食堂

和食レストランとんでん　苫小牧店

バイキングレストランイートアップ　本店

ラーメンダイニング　ぽっぽや

吉野家　苫小牧新開町店

吉野家　36号線苫小牧店

焼肉ハウス　明月館

やきとり　鳥市

ちゃーしゅう工房　MEGAドン・キホーテ苫小牧店

海天丸　苫小牧店

ARCH

屋号・商号

きそば東家

海へ苫小牧店

いろはにほへと　王子店

甘太郎　苫小牧店

クレープハウス　くれよん　啓北店

クレープハウス　くれよん

季節料理　わかめ

韓国酒膳　わんじゃ

カレーハウスCOCO壱番屋　苫小牧船見店

食事の店ふじの　ときわ店

北起屋　合資会社

寶龍　沼ノ端店

プレジール

炭火焼焼肉　久保屋

炭火焼肉ダイニング　笑月

スナック　ブルートレin

初代牛タン　赤兵衛

食道園　錦町店

ココス　苫小牧

小がね　沼ノ端店

恋話館
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令和２年２月１日現在

苫小牧市プレミアム付商品券取扱店一覧            　商品券は令和２年３月31日まで使用できます。
追加された店舗は網かけになっています！　 　　  　　　　      お問い合わせ先：総合福祉課　０１４４（８４）４０６６

サービス

所　在　地 所　在　地

表町5-11-5 新開町4-4-1

青雲町1-23-15 樽前421-4

泉町1-2-1 糸井124-1

川沿町5-12-24 本町2-1-11

三光町5-26-15 桜木町2-23-11

拓勇東町3-2-6
表町1-4-5
ＮＣビル１階

明徳町2-3-1 双葉町3-16-16

柳町4-5-35 啓北町1-15-15

高砂町2-6-27 明野新町6-30-23

弥生町2-3-1 表町3-2-2

旭町2-4-25 三光町5-26-15

栄町1-1-18 弥生町2-2-19

双葉町2-9-6 春日町1-7-1

木場町1-6-1 山手町1-1-7

大町2-3-9 新中野町1-2-4

啓北町2-11-9 表町3-2-13ブラザビル１F

桜木町3-18-17 拓勇西町4-2-2

三光町5-6-4 しらかば町6-15-23

川沿町6-15-13 澄川町3-10-21

新明町3-3-6 見山町4-2-10

錦町1-1-17 有珠の沢町3-6-21

明野新町5-18-27 拓勇西町4-3-7

光洋町1-12-12 北栄町1-14-26

澄川町1-2-11 元中野町3-3-13

日新町2-1-31 双葉町3-24-14

北栄町24-5 拓勇東町3-2-8

双葉町2-18-1 澄川町4-23-23

しらかば町2-1-15 栄町2-1-1

沼ノ端中央3-3-5 浜町2-6-12

元中野町2-8-10 拓勇東町3-1-3

澄川町3-1-1 音羽町2-15-9

北栄町3-1-8 日新町2-7-26

花園町1-5-1 表町3-2-3

弥生町1-9-1 澄川町1-6-16

泉町1-2-10 拓勇東町8-1-1

大成町1-12-10
拓勇東町8-1-1
NON　EDGE内

春日町3-11-21 音羽町2-16－13

北光町4-16-18

双葉町3-2-8

木場町3-2-3

末広町１-6-19

沼ノ端中央4-4-19

美容室　ＡＹＡ

くつろぎサロンLiens　～りあん～

NON EDGE

加納美容室

ヘアーワークス　ミラーズ

クリーンラインカクサダ　ホクレンショップ沼ノ端店

ヘアステージ　シンシア

クリーンラインカクサダ　マックスバリュ澄川店

クリーンラインカクサダ　マックスバリュ支笏湖通り店

屋号・商号

Printemps　GringrinG

美容室　MOCO　

美容室カントリー

理容　こおか

㈲大貴クリーニング

美容室　アンジェ

大豊湯

新苫小牧プリンスホテル　「和～なごみ～」

公衆浴場　苫の湯

Kiitos 美容室

ａｎｉｓ　ｍｕｓｅｅ

hairmake・styling　ｆａｕｎ

HAIRSPACE　Le　rond  by ｃｈｏｕｃｈｏｕ

hair salon ｐｉｓｃｅｓ  

ヘアーサロン　アクティブ

㈱日本旅行北海道苫小牧支店

苫小牧オートリゾート　ゆのみの湯

シャンプー

すみれ理容院

セフテイ美容室

苫小牧温泉　ほのか

苫小牧中央ボウル

なかむら理美容室

クリーンラインカクサダ　コープさっぽろ桜木店

クリーンラインカクサダ　マックスバリュ沼ノ端店

みゅうじっく　じゅん

㈱マルシェ・オート

松の湯

まつい理容室

ほぐし整体院　ケアラ

クリーンラインカクサダ　啓北営業所

クリーンラインカクサダ　MEGAドン・キホーテ苫小牧

クリーンラインカクサダ　大町営業所

エンパイアー　ホクレン苫小牧店

大蔵美容室

大平美容室

cut倶楽部サン

かとう理容院

イマージュヘア

エンパイアー　川沿店

エンパイアー　三光店

エンパイアー　沼ノ端店

エンパイアー　ビッグハウス明徳店

クリーンラインカクサダ　フードD365OASIS店

クリーンラインカクサダ　フードD365VIAN

クリーンラインカクサダ　フードD365沼ノ端店

クリーンラインカクサダ　コープさっぽろパセオ川沿店

クリーンラインカクサダ　新明店

クリーンラインカクサダ　錦町営業所

クリーンラインカクサダ　ビックハウス明野店

クリーンラインカクサダ　ビックハウス光洋店

美容室　おしゃれ空間

HAIR SALON REIKO 澄川店

HAIR SALON REIKO しらかば店

ヘアーサロンしずく(電話受付のみ)

ヘアーサロン　トミノ

理容のあらや

湯けむりパーク　湯らん銭

クリーンラインカクサダ　コープさっぽろステイ店

クリーンラインカクサダ　マックスバリュ花園店

クリーンラインカクサダ　マックスバリュ弥生店

公園湯

SALON　ｄｅ　ＲＩＣＨＥ

HAIRSPACE　CｈｏｕCｈｏｕα

ヘアースタジオ　まつうら

HAIR SALON REIKO 見山店

あざみ美容室

屋号・商号

クリーンラインカクサダ　フードD365双葉店

クリーンラインカクサダ　ホクレンショップしらかば店

美容室　こもれび
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令和２年２月１日現在

苫小牧市プレミアム付商品券取扱店一覧            　商品券は令和２年３月31日まで使用できます。
追加された店舗は網かけになっています！　 　　  　　　　      お問い合わせ先：総合福祉課　０１４４（８４）４０６６

そ　の　他

所　在　地 所　在　地

港町2-2-5

石垣水産 おみやげ屋　海の香 海鮮みなと食堂 かき小屋　海の駅 北の板さん 北畠青果

元気ころっけ そば・うどん処互勝研 玉晶青果店 とりあえず逢海 浜っこラーメン　けんたろう ぷらっと食堂

ぷらっとすし 本田青果 港フラワー企業組合 宮越包装 ＭＯＣＯ（モコ） 山本水産

ラーメン茶湖 リトルアンジェラ わがまま丼　苫小牧食堂

若草町3-2-7大東若草ビル
1F

表町4-3-1

川沿町6-15-3 コープさっぽろ
パセオ川沿店１階

三光町5-6-4 コープさっぽろ
ステイ店１階

花園町3-16-14

音羽町1-8-11

桜木町3-25-21

表町5-11-5 ふれんどビル1
階

表町5-11-5 ふれんどビル1
階

有明町1-9-13

元中野町4-14-14

明野新町2-15-18

北栄町2-15-22

川沿町6-17-15

音羽町2-2-10

美園町2-15-22

幸町2-6-11

元中野町2-18-8

東開町5-14-26

明徳町1-13-8

青葉町2-2-18

ときわ町2-18-10

若草町3-1-8

新開町4-2-10

明野新町5-1-24

新開町4-１-3

東開町3-17-24

美園町2-13-1

啓北町2-6-4

丸二サッシ工業㈱　苫小牧支店 船見町2-10-4

北海道新聞　武知販売所

屋号・商号

苫小牧民報　鉄北糸井販売所

苫小牧民報　鉄北西販売所

苫小牧民報　鉄南東販売所

苫小牧民報　東開勇払地区販売店

ハードオフ・オフハウス　苫小牧店

苫小牧民報　鉄北東販売店

苫小牧民報　鉄南中央地区販売店

苫小牧観光ハイヤー㈱

北海道新聞　中村販売所

とまみん観光㈱

㈱ニッタンホームサービス

ノルデン薬局　苫小牧店

㈱近畿日本ツーリスト北海道　苫小牧支店

グランドホテル　ニュー王子

コープトラベル　パセオ川沿店

コープトラベル　ステイ店

㈲シノムラ内装店

鶴の湯

㈲東明建築

苫小牧民報　錦岡西販売所

苫小牧民報　藤貫販売店

苫小牧民報　山下販売店

苫小牧駅はりきゅう整骨院

苫小牧観光案内所

苫小牧タクシーチケットサービス

苫小牧民報　大須賀販売店

ビデオレンタル　くれよん

苫小牧民報　佐野販売店

海の駅ぷらっとみなと市場

屋号・商号
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