
深 川 市 生 活 応 援 商 品 券 　 取 扱 店 一 覧 登録店舗数　218店舗

 飲食店・仕出し・弁当 71 店

●AAGAMAN　アーガマン深川店

●いろはにほへと深川店

●うち和

●蛯天

●Fヨーグルト

●おにぎり屋かっぽうぎ

●花志乃鮨

●カフェ＆スナックLille（リール）

●カフェ＆ランチガーディ

●Cafe’Mimosa

●かんざし

●元祖旭川らーめん一蔵深川店

●機関車

●菊寿し

●喫茶クロタキ

●COFFEE & FOODセシール

●古民家カフェ花さんぽ

●彩華

●雑貨カフェバーキルティングビー

●㈱札幌海鮮丸　深川店

●紫苑

●自家焙煎珈琲ふれっぷ

●尚武庵

●食彩選房桃源郷

●食事処藤

●sweets&café　F-CLUB

●スナックインＤ－６０

●スナックＡＢＣ

●スナックダボ

●スナックビビアン

●スナックＢｅｒｒｙ

●スナック・ミューズ

●Ｓｅｎｅｓｂａｒ縁

●sendou深川道の駅店

●ダイニングバー彩

●ちび食堂

●中国料理志峰飯店

●中国料理宝龍

●つぼ八深川店

●手羽からあきちゃん深川店

●手まりお結び TEMARI

●どんでんがえし

●ナイトパブ夜の城

●南大門

●呑み処田楽福

●Pad Villageパッドヴィレッジ

●ぱぶりっくしらなみ

●濱焼北海道魚萬深川店

●株式会社日の出会館

●日の丸亭深川店

●プラザ冨士屋

●鳳凰

●まあぶ'ｓきっちん旬彩

●みそぼう

●みちくさ

●ムッシュSANDAKAN

●Melting Pot-メルティングポット

●焼鳥居酒屋彩鳥

●焼肉清盛

●焼肉たかぎ

●焼肉ふかがわ

●焼肉まんぐう深川店

●焼肉 我が家

●遊食はし膳

●ら～めん工房平岡

●レストラン赤い風車

●レストランコリーナ

●レストラン空音

●和風レストランとんでん茶屋

●和風れすとらん冨士屋

●和めしうち村

 菓子・パン 8 店

●おうちわたあめやさんウサギヤ

●お菓子のほんだ深川店

●ケーキの店 ボーダ

●タンタアンナ

●パンとコーヒーの店BLOOM

●不二家FC深川三条店

●bakery&Cafe あめのち晴

●洋菓子工房北いち輪

 スーパー・コンビニ 12 店

●スーパーアークス深川

●生活協同組合コープさっぽろ

●セイコーマート納内

●セイコーマート深川多度志

●セイコーマート深川店

●セイコーマート文光

●セブンイレブン深川東店

●セブンイレブン深川北光店

●道北アークススーパーチェーンふじ深川店

●ホクレンショップ イチヤン店

●マックスバリュ深川店

●ローソン深川メム店

 食料品・酒 23 店

●アップルランド山の駅おとえ

●イルムの丘のりんご園　藤谷果樹園

●魚進

●岡本珈琲

●片山商店

●有限会社かねさ斉藤商店

●㈲かねもり森田商店

●川西米穀店

●JAきたそらち農産物直売所eciR

●高橋商事

●なしき商店

●肉の店ブッチヤー青柳

●深川物産館

●深川油脂工業株式会社

●フルーツオオクラ

●松井商店小売部

●松井商店 深川市立病院売店

●松山園茶舗

●道の駅特産品販売コーナー

●株式会社みづほ

●向井商店

●やさいの店大倉市場

●ヤマザキショップSAC深川第一病院店

 薬・日用品 4 店

●サツドラ 深川店

●ツルハドラッグMV深川店

●ツルハドラッグ深川文光店

●ツルハドラッグ北光店

 化粧品・贈答品・雑貨・玩具 8 店

●エステサロンすまいる

●エステサロンゆうもあ

●エステティックサロンぴぃはぁと

●サキナスペース深川

●㈱三共ストアー

●趣味の店ささき

●はせがわ化粧品店

●ホビーショップヤスオカ

 理・美容院 13 店

●お水の美容室アートヘアームーン

●香川美容室

●たけなか美容室

●BARBER　PAPA

●はらだ美容室

●ビューティサロンわかこ＆ＶＩＳｔＡ

●美容室キャット

●美容室サロン・ドゥ・ファシル

●フクダ理容院

●ヘアー アンド フェイスケア さとう

●ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ Ｒｏｃｃｏ

●ヘアーズソーレ

●ＨＡＩＲ ＮＥＳＴ

 ホームセンター 3 店

●コメリハードアンドグリーン深川店

●ＤＣＭ深川店

●ＤＣＭ深川東店

 写真・カメラ 3 店

●浅見カメラ店

●有限会社遠藤写真館

●桑原写真館

 家庭電器 5 店

●酒井商事

●㈲さくらぎ納内店

●㈲さくらぎ深川店

●有限会社 スズキ電器

●ベスト電器深川店

 時計・眼鏡・補聴器 4 店

●かたやま眼鏡店

●メイコー堂時計眼鏡店

●メガネヴィジョンワークス

●㈱めがねのナカムラ深川店

 洋服・呉服 7 店

●㈱三番舘深川店

●清水呉服店

●Ｊｕｎ ＳＥＬＥＣＴ

●ファッション＆ジュエリー増永

●ファッションセンターしまむら 深川店

●ブティック シマコルディア

●みやざわ洋品店

 自動車・自転車 7 店

●イエローハット深川店

●有限会社菊地自動車工業

●サイクルプラザさの

●株式会社清水モーター商会

●㈲谷脇産業

●株式会社中島自動車

●深川ホンダモーター株式会社

 家具・資材・生花・園芸 6 店

●JAきたそらち資材本所

●株式会社セキ

●なごむガーデン

●㈱能登家具店

●花パレット

●仏壇のしまの

 クリーニング・寝具・清掃 4 店

●有限会社 旭クリーニング３条店

●おそうじのわたなべ

●有限会社ふとんのさとう

●丸ワ渡辺ふとん店

 図書・文房具・印刷 6 店

●あさの書店

●至誠堂書店

●田村印舗

●フタバ書店

●松本印刷 株式会社

●ワタナベ印刷

 ガソリンスタンド・燃料 13 店

●旭川燃油株式会社 深川支店

●石狩石油株式会社

●ENEOS深川給油所

●JAきたそらちイチヤン給油所

●JAきたそらち納内給油所

●JAきたそらち音江給油所

●JAきたそらち多度志給油所

●JAきたそらち深川給油所

●空知ガス㈱（ガスハウスLiPPL）

●日東石油株式会社深川米油ステーション

●深川石油株式会社

●北海道エナジティック㈱深川営業所

●松井商店 石油部

 スポーツ・アウトドア用品・靴 4 店

●音江広里交流館エフパシオ

●さとう靴店

●広野スポーツ

●深川市温水プール　ア・エール

 鍼灸・マッサージ 3 店

●ソフト整体なごみ

●畠山長生館療院

●ひらま治療院

 ホテル・旅館・交通 2 店

●空知中央バス㈱深川営業所

●ラ・カンパーニュホテル深川

 冠婚葬祭 3 店

●イルムの丘セント・マーガレット教会

●しまの葬儀社

●やわらぎ斎場深川

 建設・土木・設計・工事 5 店

●株式会社森栄建設

●タムラ工業

●有限会社トキワ電装工業深川

●株式会社西口電気

●株式会社山一工業

その他 4 店

●アグリ工房まあぶ

●石川大記税理士事務所

●大学受験専門塾CS

●まあぶオートキャンプ場

令和4年11月14日業種毎：あいうえお順 現在


