
●全店舗共通券と中小規模店専用券、共に使用可能

■食料品・菓子

㈲カネイ池内商店 東1北2 54-2952

㈱丸ヨ石家商店 東1北1 52-3191

伊豫田製菓㈲ 東1南2 52-2015

おむすび満 東1南1 080-4244-6651

㈱北菓楼 西１北19 54-2231

㈲入山小山商店 西1北2 52-2829

セイコーマート砂川空知太店 空知太東2-2 53-3555

セイコーマート砂川空知太東１条店 空知太東1-5 53-5550

セイコーマート砂川西２条店 西2北3 74-4131

セイコーマート砂川東１条店 東1北10 52-2322

セイコーマート砂川南店 西1南11 55-2515

セイコーマート砂川吉野店 吉野1南5 55-2265

セブンイレブン砂川西１条店 西1南5 52-3199

曽我茶舗 西1北1 52-2036

つけものや　たびのそら 西4南1 74-7285

㈱ナカヤ菓子店　 東1南10　 52-2575

肉のさいとう 東1北3 52-2958

はじめぱん 東1南2 070-8382-5728

mederu（メデル） 西1南4 74-5146

㈲堀商店 東1北2 54-1937

㈲ほんだ菓子司 西１北11 52-6321

ほんだAiAi店 東1南1 52-2334

㈱松田産業 東1北1 54-3061

山屋製パン㈲ 西1北9 52-3477

■衣料

㈱囲佐藤呉服店 東1北2　 52-2007

サワダ商事 東1南9 54-3293

鈴木呉服店 東1北1 52-2225

㈲やまうち洋品店 西1北1 52-2785

■飲食

東家そば店 東1北2 52-2639

あまとう みに 西1北3 52-2429

㈲御食事処泰弘膳 東1北2 52-2365

小樽市場ごっこや 西2北2 54-2994

おねね 西2南1 52-4868

くるみ会 カフェくるみる 西1北1 52-3893

くるみ会 カフェポレポレ 東5南4 52-3893

くるみ会 カフェポレポレ2号店 西8北3 52-3893

カフェ ピノキオ 焼山264 52-3678

Cafe Life（カフェ　ライフ） 東1南7 54-2237

銀座園 西2南1 54-2938

銀　平 西1北1 52-2178

口福厨房 東1南11 52-7373

さつき家 西2北2 52-4960

SABOT（サボ） 西3北1 080-1883-6964

酒房　花いた 西2南１ 52-2111

真朱 西2南1 74-4544

砂川パークホテル 東2北3 52-3989

スナックＡＮ 西2北1 52-4080

すながわプレミアム商品券取扱店



スナックさいくる 西2北2 54-0998

スナック千里 西1北1 74-4088

すなっく瞳 西1北1 080-1879-5710

スナック優&愛 西2北2 54-0740

スナック和 西2北1 080-1878-4639

スポーツバーくぼっち 西1南1 74-5309

炭火焼たつみ 東１北2 52-6665

すみ火やきMARUGO（まるご） 東1北3 54-2590

たことざんぎ 東1北2 050-8880-9448

つぼ八 砂川店 西2南1 52-2754

とりから揚げ・食事処ろく 西1北5 74-6326

とり輔 西1南1 52-5060

とんかつ　たかおか 西4北1 54-0511

ナイトパブ禅 西2北1 54-1984

ナイトパブ ドンファン 西2南１ 54-2947

日本酒道場 橋 西1北1 52-3229

はまむら鮨 東1南2 52-4066

BAR　BASE　CAMP（バー ベースキャンプ） 西2南1 090-1305-7073

プチパーラー トマト 東1北5 54-0488

フード＆ドリンク momo 西1南1 52-2525

まさ寿し 西2南1 52-3655

麺屋たっか 東1南10 74-6185

焼とり ろっぢ 西1南10 54-2698

焼肉たかだ 西1南9 52-2679

㈲山小屋 西2南1 54-3301

ラーメンけんしろう 西2北1 090-6878-4308

らーめんなごみ 西4南5 52-7530

ラーメンのまる八 西1北8 54-4408

レストラン ペオニーガーデン 東1北2 54-4522

■理美容・貸衣裳

アプティ 東1南1 52-4034

コンドウ美容室 東1北2 52-4252

㈲杉本衣裳店 東1南11 52-2571

すぎもと美容室 東1南11 52-2571

美容室ｃｅｒｉｃｉｅｒ（セリシア） 西1南5 54-2752

ヘアークリエイションボンズ 西1南2 52-2515

ヘアーサロンＣhou　Chou（シュシュ） 西1南9 74-5529

北光貸衣裳 東1北17 54-3911

■生活物販

㈲池川生花店 西1南6 54-2230

㈱岩崎商店 東2南１ 52-3052

㈲いわた書店 西1北2 52-2221

㈲ウリ薬局 西1北1 52-4386

大谷商事㈱ 東1南1　 54-3175

大谷時計眼鏡店 東1北2 52-2824

㈱オオヤマ 西1南10　 54-2181

㈲兼弘 永森家具店 西1南3 52-2309

Cafe Life（カフェ　ライフ） 東1南7 54-2237

㈱北風 東1北3 54-2185

タツミ電器 東2北６ 52-6454

㈲中島生花店 東1北1 54-2386

㈲中村時計眼鏡店 東1北2 52-2666

㈲信太写真館 東1南10　 52-3218

紅屋＆サラダ館砂川駅前店 東1北2　 54-0621

㈲松橋仏壇造花店 東1北1 74-5305



宮本家具店 西1南9 52-3472

眼鏡工房ナカムラ 西1北4 74-5888

㈲丸上ヤマダ 東1北1 52-2032

㈲リンケイ堂 砂川店 東2北2　 54-1922

㈲リンケイ堂砂川駅前店 東1北2 52-6056

■建設・設備・除雪

インテリア永森 西1南3 52-2309

エステー塗装 東4南16 52-6368

㈱奥山工業所 東1南7 54-2237

㈱木川電機商会 東1北5 52-3443

㈱櫻井千田 東1南20 52-7120

千永工業㈱ 晴見3北9 54-1005

㈲田宮板金工業 東4南16 52-2810

東洋建設工機㈱ 西2南6 54-3322

㈲東和建設工業 晴見1北10 54-1350

㈱林工務店 西1北15 52-2476

㈱平尾電気商会 東4南3 52-2335

北陽興業㈱ 東4南3 54-3361

㈲ほしインテリア 東2北1 52-2839

水島建設工業㈱　 西１北21　 53-3285

山田産業㈱ 吉野2北3 52-2108

㈱山本石材 西１北20 53-3988

■燃料・暖房器具

㈱いわせき砂川営業所 東1北4 52-2037

㈱サンコー 東1北5 52-3241

㈱砂川ガス 東1南18　 54-1961

第一興産㈱砂川支店 東1北3 52-2020

第一興産㈱砂川給油所 西1北7 52-2374

第一興産㈱豊沼給油所 東1南17 52-3384

㈲田川燃料 東1北４ 54-3158

㈲永友商事 東1南21 52-4412

㈱西ガス 三砂町55 52-4245

㈱松田産業 東1北1 54-3061

㈱三星 空知太西1-5 53-3006

■自動車関係

㈱治田タイヤ 空知太東1-1 53-3576

北斗総業㈱ 東1南16 52-4151

■その他サービス・学校・娯楽

オリエンタルボウル 西4北1 52-7101

㈱砂川自動車学校 東5北8 52-2266

ＰＣサポートタケザワ 吉野1北3 74-4033

北星三星交通㈱ 空知太西1-5 35-9088

ふじ印刷 東1南9 52-2468

㈱北斗 西1南3 52-2918

●全店舗共通券が使用可能

■食料品・菓子

エーコープ新すながわ店 東1南1 54-3187

コープさっぽろ砂川店 西1北10 52-6815

砂川ハイウェイオアシス観光㈱ 北光336 53-2460

スーパーチェーンふじアシル砂川店 東1南11 55-2211

■生活物販

サッポロドラッグストアー　アシルすながわ店 東１南１１ 54-2933



ソメスサドル㈱ 北光237 53-5111

㈱ツルハドラッグ砂川店 西1南2 55-3677

㈱ツルハドラッグ砂川東店 東1北7 55-2201

㈱ツルハドラッグ砂川吉野店 吉野1南5 55-3268

ＤＣＭ㈱サンワ砂川店 空知太西4-7 53-2161

ＤＣＭ㈱ホーマック砂川店 東1南12 52-7766

■飲食

砂川ハイウェイオアシス観光㈱ 北光336 53-2460


