
ひめさゆりカード協賛店一覧 H31.4.1現在

店　名 住　所 電話番号 サービス内容

1 たからやフルーツ本店 三条市東三条1-19-11 0256-32-2554 ポイントカードに２倍ポイント

2 ㈱マルヨネ 三条市北四日町3-21 0256-33-0227 レジにて、15％割引

3 三協石油㈱　三条SS 三条市西大崎3-19-39 0256-38-3148 標準看板価格より１円引き

4 三協石油㈱　大崎SS 三条市西大崎1-4-24 0256-38-0700 標準看板価格より１円引き

5 笹庄洋装店 三条市林町1-1-9 0256-33-1148 お買い上げ金額の10％引き

6 （酒のまるかん）丸勘酒店 三条市本町5-1-64 0256-33-0109 レジで5％引き。（金券は除く）

7 野島酒店 三条市四日町4-6 0256-33-0246 全商品10％引き

8 家庭用品センター　マルチョー 三条市東三条1-16-5 0256-32-1523
お買い上げ1,000円以上の方10％割引
（現金お支払い時のみ。同伴者も割引可能）

9 アウトドアライフストア　ＷＥＳＴ　三条店 三条市五明241 0256-35-8228 定番商品10％引き（特価品を除く）

10 旬彩　五色川 三条市居島4-12 0256-32-6526
カードを事前に提示してくれた方にドリンク一杯とお通し三点
盛を無料サービス

11 エル・モードわたなべ 三条市旭町2-2-6 0256-34-3090
技術料金のみ20％の割引
（平日　火・水・木・金
午前9時～午後4時まで受付）

12 そば処今泉 三条市居島7-14 0256-33-2504 レジにて10％引き

13 ㈱渡惣 三条市林町1-2-11 0256-32-6371 全商品について、売値の5％引き

14 山重酒店 三条市東三条2-16-27 0256-33-1088
・ご来店のお客様にタオル一本進呈
・お買い上げ金額の10％引き（商品券・一部商品を除く）

15 リリック美容室 三条市新保232-1 0256-35-7389 技術料金10％引き

16 大面屋呉服店 三条市四日町4-4 0256-33-1416 全商品10％引き

17 村井電機 三条市北四日町14-5 0256-38-1443 パソコンメンテナンス20％引き

18 ビューティ藍 三条市帯織1303 0256-45-4768
・美容部門メニューから半額
・整体・部門メニューから半額+10分無料

19 原信四日町店 三条市南四日町4-4-7 0256-33-7711
全品5％引き
割引対象外商品(たばこ、専売塩、各種商品券、雑誌、自動販
売商品、お酒、宅配便料金、専門店のお買物他)

20 酒のニラサワ 三条市北四日町6-4 0256-33-0249 全商品10％引き(但しギフト券を除く)

21 高橋時計眼鏡店 三条市神明町8-21 0256-32-1880
時計の電池交換\500
(アナログの廉価品に限る)

22 ㈲土田カメラ店 三条市北新保1-13-9 0256-32-0904
・デジタルプリント20％引き
・アルバム、フレーム20％引き
・証明写真撮影500円

23 大野時計店 三条市本町3-7-4 0256-32-0906 全品20％引き

24 ツルサ 三条市林町1-1-1 0256-33-1481 全商品10％引き（但し特売品は除く）

25 昭和ドライ　栄サービスショップ 三条市福島新田丙1106-2 0256-45-2651 クリーニング50％引き

26 クリーニングふらんせ　四日町店 三条市南四日町4-7-52 0256-33-5175 クリーニング50％引き

27 昭和ドライ　寿サービスショップ 三条市西四日町3-5-12 0256-34-2026 クリーニング50％引き

28 クリーニングふらんせ　東三条店 三条市興野3-19-16 0256-34-6600 クリーニング50％引き

29 クリーニングふらんせ　本町店 三条市本町4-9-30 0256-33-6415 クリーニング50％引き

30 昭和ドライ　イオンサービスショップ 三条市西裏館2-12-20（イオン内） 0256-35-6225 クリーニング50％引き

31 昭和ドライ　塚野目サービスショップ 三条市塚野目4-20-20（マルイ内） 0256-39-1630 クリーニング50％引き

32 銀八寿し 三条市東三条1-17-15 0256-32-1079 寿し召上り10％引き

33 KAMISALON With 三条市西大崎1-1-6 0256-38-2711 通常料金の50％引き

34 ナインオブヘアー 三条市南新保15-45 0256-34-2036 技術料金50％引き

35 焼肉　天開 三条市西本成寺2-1-8 0256-35-3835
ランチタイムには100円引き
ディナータイムには生ビール（中）一杯サービス（食事の方）
※カードはオーダー時に呈示

36 理容　冨田 三条市北四日町2-23 0256-33-2279 技術料金50％引き

37 宝石・時計　トヤマ　 三条市林町1-2-17 0256-33-2061 販売品、修理20％引き

38 熊倉商店 三条市林町1-5-35 0256-33-2377 レジで10％割引
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39 タナカ理容室 三条市荒町1-14-26 0256-33-3393 50％引き

40 理容室　たかはし 三条市一ノ門1-5-8 0256-32-5334 技術料の50％割引

41 内山金物本店 三条市四日町3-14 0256-33-0450 全商品、工賃5％引き

42 理容サイトウ 三条市代官島1605 0256-34-3753 半額

43 白洋舎クリーニング 三条市居島1-25 0256-33-2087 クリーニング40％引き

44 杉山額縁店 三条市一ノ門2-12-30 0256-32-2592 文具・画材・額縁10％引き

45 阿部寝装 三条市北四日町11-9 0256-32-0674 特価品を除く全商品10％引き

46 ㈱あいでん南店 三条市西鱈田84-1 0256-33-6711

47 ㈱あいでん　本成寺店 三条市西四日町4-16-29 0256-34-4755

48 ㈱あいでん　四日町店 三条市北四日町3-31 0256-32-0583

49 美容室マニッシュ 三条市西大崎1-20-15 0256-38-8070 技術料金20％引き

50 ㈱共栄スポーツ 三条市荒町2-9-7 0256-32-0957
カード提示で5％～10％割引
（但し一部特価商品を除く）

51 理容　ウエダ 三条市荻堀1246-1 0256-46-2066
・全技術料金50％引き
・平日に限り無料送迎

52 ヘアーショッププリモ 三条市西四日町3-1-32 0256-35-8173 全料金を半額

53 BEAUTY HAIR MIZUI 三条市南新保3-13 0256-34-8719 技術料金10％引き

54 ヘアーサロン　イイズカ 三条市長野360-2 0256-47-2120 理容料金50％引き

55 スタッフエースビジネススクール　燕三条校 三条市須頃2-106 0256-32-6820 初日受講料のみ10％割引

56 電器のアキバ 三条市興野1-16-18 0256-35-5257
現金でお支払いの場合、消費税相当額分値引き。(修理代及
びOA機器を除く)

57 コスメティック　ちよだ 三条市四日町4-5 0256-32-1769 1,000円以上お買い上げの方にハンドマッサージ

58 西潟屋ドライ 三条市南四日町2-13-15 0256-33-1603
クリーニング代金30％引き
（染み抜き代、皮革製品、布団、和服は除く。）

59 さる～ん三条店 三条市東裏館2-1310-1 0256-35-5926 お食事代10％割引

60 和食　さくら 三条市居島2-28 0256-35-3930 飲食代20％引き

61 ウオロク　興野店 三条市興野1-16-31 025-246-6132

お買い上げ総額の5％引き
※除外商品
酒、タバコ、指定ゴミ袋、本、雑誌、商品券、各種ギフト券、宅
配料金、工賃、修理代、テナント店商品

62 金子理容 三条市四日町11-1 0256-32-6265 技術料金50％引き

63 ヘアーワークス　トーキョー 三条市鶴田3-9-36 0256-38-3816 技術料金10％off、お子様の技術料金20％off

64 手芸・クラフト　サカツ 三条市林町1-1-10 0256-33-0363 手芸用品、洋裁用品10％引き

65 ヘアサロン　イカラシ 三条市月岡3-15-21 0256-34-0607 技術料金50％引き

66 金物のフルサワ 三条市本町4-7-31 0256-32-0554 家庭用品お買い上げの場合、当店通常価格より5％引き

67 飛岡理容所 三条市上保内丙-30 0256-38-6908 技術料金50％引き

68 割烹食堂　中越 三条市一ツ屋敷新田617 0256-45-2834
カード持参のお客様にソフトドリンク１杯サービス（メロンソー
ダ・オレンジジュース・ウーロン茶・コーラからお選びください）

69 割烹旅館　公楽 三条市高岡786 0256-38-6539 日帰り入浴料無料

70 near.f ニア 三条市東三条2-16-36 0256-47-0027 20％オフ（セール品は除く）

71 中国料理　華園 三条市興野2-6-19 0256-35-0197 麺類・ご飯類大盛り無料

72 三条信用組合　本店 三条市興野3-11-12 0256-34-2211

73 三条信用組合　中央支店 三条市旭町1-1-6 0256-32-3281

74 三条信用組合　南支店 西四日町4-15-29 0256-35-2225

75 三条信用組合　北支店 三条市荒町2-23-25 0256-35-4351

76 三条信用組合　下田支店 三条市荻堀819-1 0256-46-2323

77 長谷川理容所 三条市笹岡1666-2 0256-46-2446 レジで半額

78 ゆうき整体 三条市元町16-6 0256-32-7660
整体施術料金　半額
3,000円→1,500円（約50分）

79 理容アダチ 三条市桑切434-4 0256-46-2990 理容メニュー半額

お買い上げ商品の5％引き
但し一部商品を除く。（タバコ・アルコール類等の専売品、商品
券・ビール券等の金券類、三条市指定ゴミ袋、イベント販売等
の商品）

石巻商工信用組合、仙北信用組合、相双信用組合、いわき信
用組合と取引があり、預金のお引出等でご相談のある方はご
遠慮なくお申出ください。
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80 nuce ヌーチェ 三条市東三条2-16-36　２階 0256-25-2122 技術料金50％引き

81 Club-Be 三条市南四日町1-10-34 0120-32-0382

特別限定メニュー
シャンプードライ\800
カット（シャンプー込）\4410→\1800
ヘアカラー\5775→\2800（M＋\500 L＋\1000）
（ご予約優先）

82 まごころラーメン　はしもとや 三条市石上2-13-22 0256-34-2855
飲食代金より５％引き
※ランチメニュー、サービスメニューを除く

83 理容北斗 三条市直江町1-6-15 0256-33-2736 技術料10％引き

84 カットサロンフラワー 三条市横町1-1-12 0256-32-6176 技術料50％引き

85 理容サトウ 三条市北潟甲793-2 0256-45-2439 技術料金10％引き

86 味の店　おかだ 三条市条南町17-35 0256-32-0487 550円以上の商品は200円引き

87 旬鮮旬菜　「鮮」 北新保1-20-12 0256-32-0990 ご飲食代、お会計時に10％割引き

88 (有)渡辺装商 三条市下保内409-25 0256-38-6327 粗品をプレゼント

89 らーめん　ののや　三条本店 三条市代官島1305 0256-32-3661 ラーメンご注文のお客様に、餃子３ヶ焼無料サービス

90 斎藤メガネ 三条市本町1-2-20 0256-32-0720

・メガネ：通常商品20％引き、セット品10％引き
・補聴器の購入：10％引き／補聴器用電池：1パック(6個入)
￥300
・メガネの掛け具合の調整、メンテナンス、クリーニング／補聴
器のクリーニング、真空乾燥、聴こえ具合の調整・・・無料
・補聴器のメーカーメンテナンスの受付(メーカー問わず)

91 天婦羅割烹　みや嶋 三条市本町2-1-39 ５％引き

92 マルイ　本成寺店 三条市西本成寺1-37-11 0256-31-3001

93 マルイ　三条月岡店 三条市月岡2-25-20 0256-31-2131

94 マルイ　大崎店 三条市西大崎1-22-10 0256-39-1171

95 マルイ　塚野目店 三条市塚野目4-20-20 0256-39-2201

96 大衆食堂　正広 三条市石上2-13-38 0256-31-4103 店内すべてのメニュー100円引き

97 カット　かばさわ 三条市桜木町16-15 0256-33-2011 技術料金50％引き

98 野沢時計店 三条市北新保1-12-9 0256-32-3766 商品に応じて20％～50％割引

99 中華料理店　龍昇園 三条市元町12-11 0256-34-4174 麺類、ご飯類、一品料理全て￥200引きで提供

100 ファミリーヘアーサロン　テイネイ館 三条市条南町10-33 0256-34-1464 技術料金50％引き

101 味方屋 三条市西裏館1-1-48 0256-32-3568
飲食代10％引き
お子様のお食事代のみ20％引き

102 田巻理髪店 三条市四日町4-1 0256-32-0684 技術料金50％引き

103 やきとり居酒屋　かきもと 三条市須頃2-18 0256-35-7055 飲食代金より20％引き

104 海産問屋　北野水産 三条市須頃1-83-2 0256-36-5959 飲食代金より20％引き

105 和洋心菜　柾風 三条市塚野目4-6-8 0256-32-3232 お食事代10％引き

106 わいわい肴屋　海老勢 三条市東三条1-8-20 0256-33-1443 生ビール１杯サービス（ランチタイム除く）

107 リオンドール　大崎店 三条市西大崎1-5-1 0256-39-6211
お買い上げ金額の5％引き
※お酒、タバコ、商品券、送料、自動販売機商品、雑誌、三条
市指定ゴミ袋等一部商品を除く

108 御食事処　末廣 三条市島田1-9-13 0256-33-0387 全商品（飲み物含む）半額

109 割烹食堂　さら科 三条市旭町2-5-24 0256-33-0318
10％割引（ランチは除く）
小学生以下のお子様にはソフトドリンクかアイスサービス

110 匠の厨房　あづみ家 三条市荒町2-22-31 0256-33-8867

111 理容みやざき 三条市居島7-27 0256-32-0065 料金の50％引き

112 ひめさゆり包丁研ぎ屋 三条市東新保21-2 0256-34-5588
刃研ぎを5％引きで提供
配達の無料サービス

113 BLISS〔ブリス〕 三条市四日町11-7 0256-35-0955
技術料金の半額
※要電話予約

114 ヘアーサロン　ブルー 三条市月岡2-7-23 0256-32-7002 技術料金50％引き

115 美容室フィズヘア三条店 三条市南四日町4-274-11 0256-36-4447 全メニュー20％引き

毎日全品5％引き
但し、一部商品を除く(自動販売機商品・イベント販売商品・商
品券・ビール券・宅急便料金・切手・印紙・粗大ゴミ処理券・酒・
タバコ・雑誌・市指定ゴミ袋)
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116 Hair Salon SAKAKI 三条市飯田273-6 0256-46-4498 通常料金50％引き

117 山吾 三条市曲渕2-5-16 0256-34-3996 麺類　丼物　100円引き

118 ふれあい広場　スマイル本町 三条市本町2-13-9 0256-33-3037 100円ドリンク券サービス

119 宝華食堂 三条市一ノ門1-7-5 0256-35-0511 麺類・飯類　100円引き


