
出羽商工会・子育て応
援

プレミアム付商品券

発行／出羽商工会
山形県鶴岡市藤島字笹花33-1

TEL 0235（64）2130
有効期限
平成29年11月30日

（木）有効期限
平成29年11月30日

（木）

￥1,000￥1,000
専 用 券

●この券は、一部利用
できない

　店舗があります。（別
紙参照）

見　本見　本

発行／出羽商工会
山形県鶴岡市藤島字笹花33-1

TEL 0235（64）2130

出羽商工会・子育て応
援

プレミアム付商品券

有効期限
平成29年11月30日

（木）有効期限
平成29年11月30日

（木）

全店共通券

￥1,000￥1,000
●この券は、全ての加

盟店で

　使用できます。

見　本見　本

・出羽商工会・子育て応援プレミアム付商品券の使用が出来ない
もの。（各種商品券、ビール券、図書カード、印紙、切手、各温
泉施設回数券、タバコ等の購入および税金、水道料等の国または
地方公共団体等への支払い）
・プレミアム付商品券使用時につり銭はお出しいたしません。
・プレミアム付商品券と現金はお引換出来ません。
・お店によりましては、使用出来ないものもあります。
・ご購入限度はパスポート1枚につき3セット（30,000円）まで
といたします。

・出羽商工会・子育て応援プレミアム付商品券の使用が出来ない
もの。（各種商品券、ビール券、図書カード、印紙、切手、各温
泉施設回数券、タバコ等の購入および税金、水道料等の国または
地方公共団体等への支払い）
・プレミアム付商品券使用時につり銭はお出しいたしません。
・プレミアム付商品券と現金はお引換出来ません。
・お店によりましては、使用出来ないものもあります。
・ご購入限度はパスポート1枚につき3セット（30,000円）まで
といたします。

すべての加盟店で使用できる全店
共通券4枚と、使用できるお店が
指定されている専用券8枚の2種
類があります。（裏面参照）

出羽商工会・子育て応援プレミアム付商品券発行事業

午前9時～午後5時（土日・祝日は休み）
※10月2日月～ 6日金の期間のみ

　午前9時～午後7時

限定
1,500

セット

平成29年

10月2日月より販売開始

●出羽商工会本所
　℡.0235－64－2130

●出羽商工会櫛引支所
　℡.0235－57－2833

●出羽商工会温海支所
　℡.0235－43－2411

完売しだい終了

子育て応援20％プレミアム付商品券

12,000円分の商品券を
 （1,000円券×12枚）

10,000円で販売します。
取扱日・時間

注 意 事 項

販売窓口・お問い合せ先

対 　 象

やまがた子育て応援パスポートを
お持ちのご本人やご家族（市内・市外問いません）
やまがた子育て応援パスポートを
お持ちのご本人やご家族（市内・市外問いません）

●

●藤
島
川

●
Aコープ
ふじしま

鶴岡信用金庫
温海支店

●

●
萬国屋

櫛引総合
運動公園

●櫛引西小
● ●櫛引中

●鶴岡市役所
　櫛引庁舎

●
たちばなや

●光明寺

　鶴岡市役所
●藤島庁舎

出羽商工会本所

出羽商工会
温海支所

●

赤

　川

国
道
112
号
線 出羽商工会櫛引支所

鶴岡市・三川町の取扱加盟店
【店頭ポスターまたはノボリ掲示あり】

（ウラ面に加盟店一覧を明記してあります。）

鶴岡市・三川町の取扱加盟店
【店頭ポスターまたはノボリ掲示あり】

（ウラ面に加盟店一覧を明記してあります。）

使 用 期 間

使用可能店舗

平成29年10月　2日月から
平成29年11月30日木まで
平成29年10月　2日月から
平成29年11月30日木まで

商
品
券
ご
購
入
の
際
は

必
ず
ご
持
参
下
さ
い
！！



●全店共通券（青色）
●専用券（オレンジ色）
どちらも使用可能な取扱加盟店

鶴
岡

cafe studio CINQ カフェ 64-1182

Ra-MenDining 晴天の風 ラーメン 23-8508

㈱窪畑ファーム ファーマーズマルシェ
(食料品) 76-4355

㈱建装 住宅リフォーム､
カーテン工事 他 24-1818

庄内交通㈱ 定期券､高速バス乗車券､
貸切バス ※一部対象外 22-2600

鶴岡印刷㈱ 印刷､製本､筆耕､シール､
ポスター､チラシ 他 22-3080

鶴岡米穀 米 22-1489

ヘアサロンfulfill(フルフィル） 美容院 22-1516

㈲トータルハウジング夢空間 建築業 26-2373

らーめん食堂泰 飲食店 23-8671

藤
島

JA庄内たがわ JAグリーンふじしま店 肥料､農薬 他 78-3871

アラキ商店 灯油､お米 64-2445

小野木時計店 時計､眼鏡､補聴器 64-2383

菓子工房ふくや 和洋菓子(ケーキ) 64-2360

㈱大沼工務店 住宅修理､リフォーム 64-2584

㈱川尻モータース 自動車､自動車整備､
レンタカー 64-2436

㈱たたみの小池 畳屋
(畳､襖､障子､網戸) 64-2180

㈱ヒロヤ商店 酒類､食品､雑貨､
ガソリンスタンド 64-2407

靴・手芸のナリサワ 靴､手芸 64-2041

古民家カフェ 藤の家 飲食店
(和・洋食､カフェ) 64-5758

サロンドJOY 美容院 64-3822

十一屋 和洋菓子 64-2413

松栄堂菓子舗 菓子製造､酒類､食品 64-2498

粧苑みよし 化粧品小売業
(資生堂､カネボウ) 64-2385

庄交トラベル 旅行代理店 64-4911

白藤ドライブイン 飲食店
(ラーメン､定食他) 64-2256

新松屋金物店 ガラス修理､
灯油､合カギ 64-2305

中野目屋 鮮魚､惣菜､仕出し 64-2390

長沼温泉 ぽっぽの湯 日帰り温泉 64-4126

農事組合法人 庄内協同ファーム 米､もち等 製造販売 78-2120

ファミリー衣料ササキ スクール指定衣料品､
婦人服 64-2491

ふれあい市場 地元農家の野菜､食品､
食事処(ラーメン) 64-4230

フレンズショップタムラ 文具､OA用品､
うさちゃんクリーニング 78-3100

ホリ写真館 写真関係 等 64-4141

㈲赤川農機 藤島店 農機具､農業資材 64-2556

㈲アベオイル自動車整備工場 自動車販売､修理 64-5752

㈲ダルマヤ薬局 医薬品 等 64-2514

㈲堀口建築 建築工事一式 64-2261

湯の澤温泉 地蔵の湯 旅館 64-4170

リカー&フーズひなた 酒類､飲料､お菓子 64-4441

ワールドショップ ギフト販売 64-2054

三
川

JA庄内たがわ 三川資材店舗 肥料､農薬 他 66-2612

お弁当のトマトクラブ お弁当 66-3985

㈱黄金屋工業 水道､ガス工事 66-4515

㈱三和モータース 車輌販売､車検整備 66-4050

冨樫建設㈲ 建設業 66-3078

三川寿し 福仙 寿し､会席料理､
仕出し料理 66-4190

㈲大井餅や 餅､赤飯 66-2050

三
川

㈲小林自動車 自動車､車検(諸費用除く)､
板金､整備､販売 66-3050

㈲庄内庭園 造園工事
(管理作業含む) 66-3212

㈲ラコス 一般食料品 66-5895

大
山

アク・サン大山 葬儀､法要 33-2444

佐藤生花店 生花(贈り物) 33-1311

筋子屋あびこ食品 そうざい､筋子､
たら子 等 33-2476

ビューティショップKOSEKI 化粧品､雑貨 33-2416

福田屋 大山 和菓子､洋菓子 33-2229

ヘアーファッションしず 美容室 33-4292

やきとり やなぎ 持ち帰りやきとり 33-2102

羽
黒

JA庄内たがわ グリーンコーナー羽黒店 肥料､農薬 他 62-2645

Patisserie Yoshi 洋菓子 62-5139

お食事処いしい 食堂 62-2461

月山高原 鈴木農園 ブルーベリージュース､ジャム､
ジュース・ジャムセット 62-4042

金内建築 新築 及び
リフォームなど 62-2738

金沢屋 羽黒のそば蔵 そば､うどん店 62-4564

ごへい茶屋 お土産､和雑貨､飲食 62-4118

金野畳店 畳､上敷 62-2073

佐藤酒店 酒類､食品､雑貨 等 62-2085

産直羽黒あねちゃ店 新鮮野菜､果物､山菜 62-3895

たたみ替え 羽黒製畳 新畳､畳貼替え､
襖貼替え､障子貼替え 62-2740

漬物の里・福湊庵 漬物､土産､そば 62-4192

手打ちそば しげ庵 手打ちそば 62-3313

羽黒ストア 食料品 等 62-4500

羽黒タクシー㈱ タクシー 62-4600

穂波街道 緑のイスキア ナポリピッツァ､イタリ
ア料理､ピッツァ体験 23-0303

やまぶし温泉 ゆぽか 入浴､個室､食堂､宴会 62-4855

㈲羽黒電器 家庭電気器具販売､
工事､修理 62-2306

㈲羽黒フード大川欣一商店 青果物､食品一般 62-2179

和風ほらがい 仕出､飲食､昼食処 62-3974

櫛
引

JA庄内たがわ グリーンコーナー櫛引店 肥料､農薬 他 57-2153

アールこじま 家電製品､食品 57-4767

秋山酒店 酒､食料品､惣菜､弁当 57-2339

秋山商事㈱ 衣料品一般 57-2228

伊藤商店 鮮魚､仕出し 57-2351

岩佐商店 鮮魚､惣菜､折詰料理 57-2299

㈱秋山食品 一般食料品､仕出し､
弁当､燃料もOK! 57-2212

㈱松本商店 櫛引給油所 ガソリン､タイヤ､
カー用品 57-5188

黒川佐藤建築 住宅リフォーム工事 等 57-2857

産直あぐり 野菜､果物 57-3300

食料品みやざき 仕出し､宅配弁当､
やきとり 57-2246

菅原青果店 青果物全般 57-2862

鈴木糀屋 雑貨､食品､ガソリン 57-2216

中華料理なるみ 中華料理 57-4486

ベスト電器 高島屋 家電販売､電気工事､
修理､リフォーム 57-2502

松浦衣料店 運動服､ズック 他 57-2037

安野旅館 会席料理、仕出し 57-2071

朝
日

JA庄内たがわ 朝日資材店舗 肥料､農薬 他 53-2513

Yショップやまよ コンビニ 53-2150

アサヒ電化サービス 電化製品全般 53-2492

月山軒 飲食店
(ラーメン､定食､宴会) 53-2559

㈱石屋熊出 石材 53-2018

朝
日

㈱松本商店 ガソリン､タイヤ､
カー用品 53-2004

喰い処 すが忠 定食､麺類､ランチ 53-2364

米の粉の滝ドライブイン 売店の商品 54-6311

佐藤鮮魚店 仕出し、弁当、惣菜 53-2348

菅原精肉店 精肉､一般食料品､
仕出し､弁当 53-2364

そば処 大梵字 そば 53-3413

㈲ウォーターシステム 水道工事店 53-3050

温
海

JA庄内たがわ JAグリーンコープ 肥料､農薬 他 43-4000

アク・サンあつみ 葬儀､法要 43-4888

足湯カフェ チットモッシェ ランチ､スイーツ､
ドリンク､工芸品 43-4390

あつみ温泉 萬来屋酒店 酒類、食品 43-2030

あつみ温泉 日々喜酒店 酒､飲料類 43-2033

榎本商店 ガソリンスタンド 44-2082

遠田畳店 畳工事一式､上敷 等 43-2501

大川屋商店 ギフト､雑貨 44-2317

カーメインテナンス・イカラシ 自動車整備､販売 43-3888

カットアンドパーマサイトウ アルチザン・マティス 理美容､カット､
シャンプー 43-4638

㈱萬国屋 旅館(宿泊等) 43-3333

㈱藤崎屋 つり具､つりえさ 43-3400

佐清商店 学生服､運動着 43-2242

佐藤スタジオ スタジオ撮影､デジカメ､
スマホプリント 等 43-3626

たちばなや 旅館(宿泊等) 43-2211

鶴浜屋 菓子 43-2247

パン工房ヴァンベール パン､ジャム､マーガリン 43-2710

本間菓子舗 あつみまんじゅう 他 43-3135

マスヤ洋服店 衣類関係 43-3138

丸井商店 ガソリンスタンド 44-2259

三浦畳店 畳 45-2407

道の駅「あつみ」しゃりん お土産品､農産品 44-3211

三和興業 ENEOS鼠ヶ関SS ガソリンスタンド 44-2072

山戸車輌㈱ 自動車整備､燃料販売 45-2106

㈲温海自動車 各種自動車修理､
各種燃料販売 43-2123

㈲藤谷石油 ガソリンスタンド 43-3880

㈲丸多屋 ガソリンスタンド 43-3448

渡部燃料店 LPガス､石油類､
ガス暖房器具 等 43-2227

全店共通券（青色）のみ
使用可能な取扱加盟店

藤
島

Aコープふじしま店 生鮮食品､一般食料品､
生活用雑貨 64-2342

㈱薬王堂 鶴岡藤島店 くすり､化粧品､
日用品､食品､酒 64-8972

マックスバリュ藤島店 生鮮食料品､
加工食品､日用雑貨品 64-2992

三
川

イエローハット三川店 タイヤ､アルミ､
オーディオ､車検 等 68-0085

イオンリテール㈱ イオン三川店 衣料品､食品､
家庭用品､医薬品 68-1600

スーパースポーツゼビオ ル・パークみかわ店 スポーツ用品販売 68-0211

大山 ㈱薬王堂 鶴岡大山店 くすり､化粧品､
日用品､食品､酒 33-8337

羽
黒

Aコープはぐろ店 生鮮食品､一般食料品､
生活用雑貨 62-4335

㈱薬王堂 鶴岡羽黒店 くすり､化粧品､
日用品､食品 62-4811

朝日 Aコープあさひ店 生鮮食品､一般食料品､
生活用雑貨 53-2515

温
海

Aコープあつみ店 生鮮食品､一般食料品､
生活用雑貨 43-3671

マックスバリュあつみ店 生鮮食料品､
加工食品､日用雑貨品 48-4601

子育て応援プレミアム付商品券　取扱加盟店一覧（順不同・敬称略）


