
事　業　所　名 住　　所 電　　話

【幕別地区】 幕別興業㈱ 明野204-13 54-2211

小尾グループ 本町97-2 54-2311

㈲上田金物店 錦町81-2 54-2508

㈲笹井金物店 錦町42 54-2001

㈲笹井金物店石油部 錦町39 54-2003

㈲吉田時計店 錦町15 54-2605

ﾃﾞｲﾘｰｼｮｯﾌﾟヤマモト(対象外～町指定ゴミ袋、宅急便、タバコは会計時1カートンまで) 宝町75 54-2731

のむら呉服店 錦町51 54-2619

あらかわ菓子店 本町91 54-2523

おおさか 錦町19-1 54-2000

㈲ハヤツ薬局 錦町105 54-2727

㈲木川商店(対象外～タバコ) 本町120 54-2413

㈲タクトビル 本町120-3 54-2855

衣料の有沢 錦町18 54-2512

㈲林自転車商会 錦町70-1 54-2545

㈲しちふくや 本町82 54-2504

㈲ありさわ商会 錦町13-4 54-2554

㈲みやもと洋物店 本町78 54-2603

杉野菓子店 本町122 54-2502

斉藤鮮魚店(対象外～町指定ゴミ袋) 本町72 54-2518

松本ふとん店 錦町61 54-4716

カフェ＆グリル ゼロポイント 本町78-1 54-2801

㈲たどころ生花店(対象外～花とみどりのギフト券) 寿町53-2 54-2633

うな八 錦町26 54-2297

ラーメン寶龍幕別店 相川463-13 54-3173

川向文具店 錦町141-7 54-2715

㈲カシマ写真(対象外～タバコ) 本町41 54-3057

旬の蔵 千成 幸町58 54-5060

興農産業㈱(対象外～公租公課、保険料の支払) 相川801 54-2011

三好商会 寿町30 54-2307

アウトレット十勝幕別店(㈱十勝大福本舗) 緑町7 54-2236

藤原工業㈱ 旭町91 54-2120

環境整備㈱ 旭町91 54-2103

軽食＆喫茶 フジ　 宝町107 54-3392

㈲那須商店 本町89 54-2542

堂前建設㈱石油部 幸町54-3 54-2547

㈱大上電気工業(対象外～工事代金等の売掛金の支払) 本町35-1 54-2612

㈲ＮＥＥＤＳ 新和162-111 57-2511

錦華園(ご来店のお客様のみ※出前は利用不可) 宝町56 54-2408

ラーメンの楽天 緑町5-41 54-3679

理容トシコ 本町74 54-2613

雑貨けぐり 本町74 54-2613

居酒屋いつき 錦町10-1 54-2330

㈲桑原自動車 相川576-25 54-2326

佐山建設工業㈱ 明野214-2 54-3843

佐山砕石総合プラント㈲ 明野214-1 54-2658

一成技建㈲ 緑町50 54-3396

㈲幕別設備工業 相川576-1 54-2909

㈱キヨハラ建業 寿町88-4 54-2549

笠原建設㈱ 緑町12-80 54-4904

㈱佐藤建設 旭町24-45 54-2377

㈲ピポット 相川576 54-3131

㈲原工業 相川576 54-2235

エイシンタクシー 旭町107-3 54-3870

食膳場 森脇(ご来店のお客様のみ※仕出し、御膳料理、宴会利用不可) 本町64-2 54-4124

フクシマ塗工 寿町112 54-2742

佐久間塗装 緑町5-131 54-2146

【札内地区】 ㈲希林亭 札内中央町445 56-2105

㈲オグラ時計電器 札内中央町450 56-4532

北斗タクシー㈲ 札内青葉町1-5 56-6161

㈱小田壱(対象外～お米券、町指定ゴミ袋、スタンプポイント押印不可) 札内中央町344 56-2020

おしゃれの店 なかよし 札内あかしや町43-9 56-3988

㈲リテラかとう 札内中央町348 56-2028

和鮮居酒屋 唐草屋 札内中央町348 67-0083

幕別温泉パークホテル悠湯館 依田126 56-4321

ナカヤマスポーツ 札内泉町79-72 56-3646

ハート㈲ 札内泉町79-72 56-8889

ホームプラザ 札内共栄町176 27-2480

堀川建設㈱幕別営業所 千住397-73 36-2886

㈱菊地建設工業(特典～小中学生のいるご家庭は1万円ご利用毎に図書券5百円分進呈) 札内豊町25-13 56-2108



㈲福田商店 札内あかしや町59-27 56-2242

林商店 札内春日町297-62 56-2215

㈲サカモト食品 札内桜町136-31 23-6006

焼肉 樹々苑 札内共栄町16 20-2933

お食事処あわの 札内中央町523-12 56-5358

竹葉寿司 札内中央町434 56-3002

札内クリーニング 札内中央町327-3 56-2239

㈲パルポートさつない 札内若草町539-5 56-4147

ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟタッド(対象外～花とみどりのギフト券) 札内青葉町308-23 56-8787

おおさかスポーツ札内店 札内中央町 56-6262

井原電化サービス 札内あかしや町43-84 56-4575

居酒屋たま味 札内泉町76-5 56-2376

㈲酒のきがわ(対象外～タバコ) 札内泉町76-5 56-2376

㈲エクステリア中村 千住397-77 56-5520

パークプランニング㈱ 札内みずほ町143-113 56-5001

ドコモショップ札内店(対象外～料金収納、iTunesカード等のプリペイドカード) 札内桜町83-20 0120-50-3271

ソフトバンク札内(対象外～料金収納、iTunesカード等のプリペイドカード) 札内西町40-14 67-1122

カフェレストランＳＡＩＫＩ 札内桜町83-6 28-5555

uraniwa cafe 札内中央町528-32 66-9375

一糸 札内中央町528-12 66-9375

㈲北海技建工業 札内中央町532-20 56-2421

一成技建㈲札内事業所 札内みずほ町160-84 56-7881

海鮮焼いろいろ亭 札内豊町25-32 56-7724

北海道エア・ウォーター㈱札内サービスセンター 札内中央町353-1 56-2024

㈲みのしま塗装 札内春日町297-47 56-4593

㈲足利モータース 札内共栄町163-19 24-5145

和食処なぎ野 札内桜町136 23-1022

ぱてぃすりーあいアイ(対象外～スタンプカード押印不可) 札内西町95-1 67-1194

ラビットカギサービス 札内暁町248-23 56-5454

御食事処てんや 札内青葉町310-5 56-4561

鳥せい札内店 札内中央町472 56-2006

北海カーピット㈱ 千住397-84 56-6996

サイクルストア久保 札内中央町529-41 56-3282

石井鮮魚専門店 札内中央町523 56-5658

トカチ輪菓家(対象外～ポイントカード押印不可) 札内桜町136-2 66-5167

そば処 小代 札内新北町30 56-5400

ピノキオ クッチーナ 札内あかしや町43-68 67-1222

㈲鈴屋 札内中央町330-57

090-2071-3561

（担当　鈴木）

十勝フードハウス ルナ(対象外～豚丼、肉巻きおにぎり) 札内共栄町175-7 66-7006

十勝はにうの膳 札内桜町136 27-0010

アトリエ秋桜窯ティールームコスモス 千住397-92 56-7030

㈲田中板金工業所 札内中央町394-3 56-2218

㈱下浦ハウス 札内桜町66-6 25-1212

【糠内地区】 ハウス・ケア・システムサービス 五位39-2 57-2363

【忠類地区】 うらがみミート 忠類白銀町214 8-2211

レストラン ケルン 忠類白銀町214 8-2211

食堂 このみ 忠類錦町148 8-2026

小森理容室 忠類幸町62 8-2615

ゆはら美容室 忠類白銀町400-14 8-3020

理容のさいとう 忠類錦町117 8-2361

おくだ美容室 忠類栄町285 8-2125

ナウマン温泉ホテルアルコ２３６ 忠類白銀町384-1 8-3111

道の駅 ・忠類 忠類白銀町384-1 8-3236

㈲藤谷商店 忠類本町135 8-2229

㈲遠藤商店 忠類幸町5 8-2016

中村商店給油所 忠類本町3-12 8-2240

ラスタ 忠類栄町225 8-2271

セイコーマート忠類店 忠類栄町225 8-2271

㈲森本商会 忠類幸町17 8-2039

しま菓子舗 忠類本町128 8-2407

丸田板金工業所 忠類錦町427-4 8-2051

斉藤車両商会 忠類本町111 8-2564

道東エア・ウォーター㈱忠類サービスセンター 忠類本町106 8-2054

加藤建設㈱ 忠類白銀町200 8-2011

大共舗道㈱ 忠類白銀町200 8-2011

㈲大共緑化 忠類白銀町200 8-2011

㈱三島組 忠類白銀町158 8-2055

シモトリ電気 忠類本町17-17 8-2610

㈲大坂林業 忠類錦町438 8-2236

うちかた鉄工 忠類本町140 8-2107

㈱森砂利工業 忠類幸町380-14 8-2627

㈱五十嵐興業 忠類幸町104-1 8-2359

てっぱんさん 忠類元忠類350 090-2876-0457


