
令和4年7月25日現在、住所50音順

名称 所在地 電話番号 販売等物品又は提供サービス等の内容 名称 所在地 電話番号 販売等物品又は提供サービス等の内容

　（有）大野材木店 尼瀬187 78－2115 木材等小売、建築工事、修繕工事 カフェめし弁当　ルポ 小木328－13 86－0214

★★お弁当・テイクアウトメニュー★★
①うなぎ幕の内弁当（数量限定）②ステーキ弁当
③特製幕の内弁当④日替わりデラックス弁当　他
※ご注文は、前日15時まで

平田釣具店 尼瀬180 78－2960 釣具、つりえさ販売
セブンイレブン

出雲崎バイパス店
小木237－4 78－4777

切手類、収納代行等公共料金を除く全品（指定ゴミ袋は利用
可）

お宿割烹　たまきや 尼瀬183 78－2171 宴会、仕出し、宿泊 出雲崎いちご畑 小木150－5 080－2025－9881
冷凍いちご５００ｇ　＠５４０
ジェラート（カップアイス）　＠２７０

スーパーたまきや 尼瀬183 78－2171 生鮮食品小売 理容ミトミ 小木333－13 78－2380 理容業（調髪、顔剃等）

良寛さまお菓子本舗 大黒屋 尼瀬293－1 78－2101 菓子製造・小売 どさん子 出雲崎バイパス店 小木249－1 78－2178 飲食・テイクアウト

鈴木時計店 尼瀬220 78－2288 貴金属・メガネ・時計販売・修理
有限会社

小黒サイクルモータース
川西60－１ 78－2235 オートバイ・自転車・除雪機の販売・修理

理容のんき 尼瀬217 78－3383 理容一般 シンシン堂 川西191－5 78－3040 文具・雑貨販売

越後出雲崎天領の里 尼瀬6－57 78－4000
物産館取扱い商品、レストラン「陣や」食事、
さざなみの商品

大谷商店 川西25－7 78－2241
給排水設備工事、製品販売、メンテナンス
農機具販売、修理

ゲストハウス 樽蔵 尼瀬160 86－7924
・鮨　盛り合わせ（5人前）8,100円（税込）
・オードブル　　（5人前）8,100円（税込）
・刺身盛り合わせ（5人前）8,100円（税込）

みよしの寿司 川西55－1 78－4442 寿司・オードブル・折箱

ヘアーサロン大東京 石井町486－1 78－2362 理容業全般
ファミリーカットサロン

タカハシ
川西1038－1 78－4438 理容業務一般

（株）船橋屋商店 石井町490 78－2041 たらの親子漬、いか塩辛、えご、もずくなどの製造販売 株式会社 つるや 川西58 78－2233 酒類、食品、雑貨、小売

磯田鮮魚店 石井町55－1 090－4755－2784 浜焼き （株）精電社 出雲崎店 川西28－10 78－2666 家庭電化製品の販売・修理

金泉自転車店 石井町507－3 78－2035 自転車・バイク、修理、販売 加藤写真館 川西23－3 78－2252 記念、証明写真撮影、複写画像加工、カラーDPE

有限会社 佐藤石油 井鼻324－1 78－3141 ガソリン、軽油、灯油 菊水食堂 川西48 78－2223 丼物、中華、生そば、うどん各種

DIO 井鼻500 080－6708－8864 お食事、テイクアウト、SUP体験、SUPレンタル ヘアー＆フェイシャル マツオカ 川西21－6 78－2446 理容業一般および化粧品販売

hair create Nalu
井鼻500
ﾚｽﾄﾗﾝDIO内

080－5970－2983 美容全般（カット、カラー、パーマなど） LET‘S　タナックス 川西1139－1 47－2828 家電製品・上下水工事、リフォーム工事、補聴器等

日本製茶 大釜谷11－36 78－4122 お茶の製造・卸・商品の一般販売 ニューふれ愛 川西1190－1 78－2270 唄い放題セット　2,000円

（有）久田畳店 大釜谷34－7 78－2440
畳及び関連商品販売
内装工事及びカーテン・カーペット類販売
襖・障子・網戸張替

味彩 川西191－18 78－4858 メニューにある物すべて

小田美容室　紬 小木436 78－3978 パーマ、カラー、カット、まゆカット 大海 川西1133－1 78－2642 お食事、テイクアウト等

第３弾出雲崎町プレミアム商品券取扱店一覧

1 2



名称 所在地 電話番号 販売等物品又は提供サービス等の内容 名称 所在地 電話番号 販売等物品又は提供サービス等の内容

美容室ミント 川西982－2 78－4360 美容一般（サービス）、化粧品（販売）、その他 割烹 仙海 大門241－14 78－2017 宴席やテイクアウトなど

美容室かみゆい 川西54 78-4521 美容一般 有限会社　田中電気工業 立石253－7 78－2169 電気工事・電気器具販売

ﾆｭｰﾔﾏｻﾞｷﾃﾞｲﾘｰｽﾄｱ
出雲崎川西店

川西1190-1 94-7701 切手類、収納代行等公共料金を除く全品 農家民宿もりやま 立石87－2 78－2492 日帰り飲食、宿泊、お米等農産物販売

寺尾美容室 木折町286 78－2561 カット、カラー、パーマ 農家民宿さとやま 立石95－1 78－2492 日帰り飲食、宿泊、お米等農産物販売

魚や元 小竹36－6 89－8530
各種総菜（焼魚・煮魚・フライ・サラダ等）
刺身（出雲崎市場より入荷時）
良寛牛乳・出雲崎町指定ゴミ袋

魚辰 鳴滝町215 78－3404 鮮魚、仕出し

休憩所 心月輪
お食事処 夕日庵

米田3 78－3115
出雲崎町のお土産品及び
お食事処夕日庵にてお食事の提供

夕日食堂SHi-ON（汐音） 鳴滝町221 78－4430 飲食の提供

理容さとう 沢田404－2 78－4478 理容全般 佐藤鮮魚店 鳴滝町354 78－4360 鮮魚・魚卵・干物類の販売

矢部建築 沢田1358－1 78－2984 増改築工事、リフォーム工事 みよや 羽黒町101－1 78－3181 飲食・仕出し

ヘアメイクまーぶる 沢田110－1 78－4972 美容業（カット、パーマ、毛染） 石井鮮魚店 羽黒町475 78－2025 焼き魚、魚加工品販売

矢部商店 沢田374 78－4620 日用雑貨品 割烹なごみの宿　佐平次 羽黒町111－1 78－2116 宿泊、食事

永滝薬局（株） 住吉町538 78－2105 薬品、酒類、化粧品販売 浜かつ 羽黒町100－1 78－2117 食品（丼、らーめん等）の食事

ファッション・ムラコシ 住吉町524 78－2143 衣料品・寝具・その他 小売業
新潟サンリン（株）
ライフエイド出雲崎

船橋472－27 78－2130 取扱い商品すべて

片桐商店 大門164－13 78－2157 衣料品、化粧品、雑貨 Ojn Handmade Hut 松本83－4 090－5411－1314 商品購入及びご注文代金のお支払い

株式会社良寛 売店 大門260－1 78－3105 ソフトクリーム、アイス、牛乳、乳製品 岡田車体製作所 松本163－1 78－4112 自動車の修理、鈑金、塗装

磯木時計店 大門241－17 78－2331 時計・メガネの販売、修理
株式会社中越建設
出雲崎松本給油所

松本104－3 78－4880 取扱い商品・サービスすべてに利用可能

理容いりさわ 大門150－8 78－2381 理容業 （有）名古家工務店 吉川390 78－3648 一般建築・設計・施工・リフォーム

有限会社　出雲崎交通 大門145－1 78－2244
タクシー運賃
町デマンド交通利用料金

サトウ時計店 大門150－19 78－2195 時計、メガネ、宝飾

フードセンター出雲崎店 大門164－10 78－2077 食料品小売業

3 4


