
【医療・福祉】 　　　　　　４２６店舗

店　　舗　　名 住　　　所 電話番号 取扱できない商品

㈱石丸薬局 朝日町西4-1-27 23-3657

㈲ウリ薬局滝川店 栄町2-7-17 24-8910

デイサービスセンターすずかけ 江部乙町東13-1-60 75-5159

老人保健施設ナイスケアすずかけ 江部乙町東13-1-60 26-4165

すみれ調剤薬局 栄町2-5-14 23-7555

㈲長田薬局 栄町2-5-20 23-2586

見晴デイサービスセンター 滝の川町西3-3-7 23-6886

養護老人ホーム緑寿園 江部乙町東12-13-16 75-2101

特別養護老人ホーム緑寿園 江部乙町東12-13-16 75-2101

ケアハウス緑寿園 江部乙町東12-13-16 75-2101

【タクシー】
店　　舗　　名 住　　　所 電話番号 取扱できない商品

三和ハイヤー㈱ 滝の川町東4-1156-6 24-6333

北星三星交通㈱ 明神町2-1-15 22-4333

【生活物販】
店　　舗　　名 住　　　所 電話番号 取扱できない商品

アサヒスタジオ　畑原管工㈱ 朝日町東4-3-12 24-2858

浅山商店 滝の川町１-1033番地 23-4868

［ａｔｅｌｉｅｒ　Ｓｕｇｅｒ］ 二の坂町東2-7-24 090-5070-7628

イエローハット滝川店 新町6-3-30 24-8811

㈲石黒印章印刷 本町3-1-24 23-2567

石坂自動車工業㈱ 黄金町1-2-36 22-4385

市原家庭電器商会 朝日町西1-1-3 23-3088

㈲井上自動車ボデー 東町4-94-6 22-2616 車検・車両販売

㈲岩佐金物店 江部乙町西12-1-4 75-2048

ＳＯＬ　㈱岩本 朝日町西1-1-3 22-2221

㈱うえだアルム宅建 栄町3-8-1 24-3421

梅木家庭農機 滝の川西3-1-15 090-6260-5185

栄冠運輸㈱ 東町355番地5 23-4151

㈱エー・エル・ピー 流通団地2-1-42 26-0055

エステピア 朝日町西1-1-36 24-7850

北海道エナジティック㈱滝川営業所 栄町1-15-6 22-2313

㈲オートガレージサイダ 江部乙町3848-13 75-2874

オートバックス滝川店 東町3-98-1 24-8541

㈲オカジマ 栄町4-4-27 23-2579

㈲小野寺電機商会 東町5-8-15 22-5039

オフハウス滝川店 南滝の川115-4 26-1010

㈲かとの 西町6-4-25 24-7011

㈱鏑城石材建築 東町3-98-15 65-2063

神谷自転車商会 栄町2-7-20 23-2721

Karaoke Box  e-style滝川店 本町2-1-10 22-6662

滝川市地域応援プレミアム商品券参加店 　令和４年１１月２８日現在



メガネの川口 本町2-1-30 22-0059

宝石・時計の川口 本町2-1-30 22-2334

川崎通信建設㈲ 朝日町東3-15-24 22-0660

㈲川原・川原針灸院 栄町2-3-10 24-1730

㈲ふらわぁしょっぷ　くろもと 一の坂町西3-5-30 24-6008

ケーズデンキ　滝川店 東町2-31-5 26-5600

Kouten Design Studio 栄町2-1-16

合同会社　小谷呉服店 栄町3-7-1 23-3356 学生制服関連

ビューティフルファッション　こばやし 栄町2-7-21 23-8881

小林電器 緑町4-3-42 23-2683

今野商事㈱　銀座店 栄町2-1-16 22-4151

㈲斉藤商店 本町3-2-27 23-2616

笹木産業㈱石油事業課 明神町4-10-15 23-0147

サッポロドラッグストアー滝川西店 西町4-212-49 22-0755

さとう時計店 江部乙町西12-1-12 75-2467

ファッション市場サンキ滝川店 南滝の川115-4 23-8051

㈲三光舎ドライクリーニング 緑町4-4-58 24-7557

㈲三光舎クリーニング
ビックハウスイーストタウン滝川店 東町2-44-8 24-3434

㈲三光舎クリーニング
マックスバリュ滝川店 南滝の川115-4 23-7287

㈲オフィスジーブレイン 江部乙町東11-3番4号 74-4448

スタジオジェイボーイ 栄町2-3-16 23-4723

宝石・時計　シオジリ本店 栄町2-1-11 23-2244

メガネのシオジリ　東町本店 東町7-202-20 23-3666

Shima 栄町3-7-3 23-2215

㈲嶋田モータース 江部乙町東13-1302-11 75-2589

ジャメヴュクイール 朝日町東4-1-18 090-7658-8300

シュープラザ滝川アクロスプラザ店 南滝の川131-1 26-2301

スガワラデザインオフィス 大町5-7-5-202 090-3642-1165

ブティック鈴屋 大町2-1-4 22-1184

㈲デンキの砂原 幸町1-6-40 22-6543

すみれ商会 江部乙町東12-13-6緑寿園内 22-3888 切手・ハガキ・印紙・介護用品・マスク

PC-GARAGE　SMOOTH 朝日町西4-1-40 74-5990

Ｓｌｏｏｐ 本町1-1-3 74-6568

セッションルーム　ポレポレ 二の坂町東2-11-7 090-2053-0831

スーパースポーツゼビオ滝川店 東町8-311-1 23-6767

(合)たきかわ買援隊 栄町2-2-20 22-9090

㈱空知自動車学園 新町4-7-30 23-1101 北海道収入証紙・高齢者講習

㈱空知新聞社 緑町1-3-27 22-1333

第一興産㈱滝川支店 朝日町東2-2-5 22-2196 ガス・灯油・ガソリン等の燃料

第一興産㈱西町給油所 西町3-1-1 24-6906 ガス・灯油・ガソリン等の燃料

㈲タイガーモータース 北滝の川1318番地2 22-5546

ダイヤモンドリリー 栄町3-4-1 24-8827

高見養蜂場 江部乙町東13-1290番地7 75-5503

滝運産業㈱ 流通団地2-3-13 22-1166

滝川ガス㈱ 新町3-11-5 23-3510 ガス料金・灯油料金



滝川自動車運輸㈱ 流通団地2-3-13 22-1122

㈱滝川振興公社 泉町1-21-12 23-5080

（公社）滝川スカイスポーツ振興協会 中島町139-4 24-3255

㈱滝川旅行センター 栄町2-3-4　ONビル２Ｆ 24-6131

㈱ダスキン滝川 流通団地3-3-25 23-7100

㈲田中自動車整備工場 本町3-4-29 22-2513

チバ商事 幸町3-7-1 22-6123

ＴＳＵＴＡＹＡ滝川店 新町2-10-15 26-2222 図書カード・POSAカード等・金券類

㈲フトンのつづき 本町2-1-31 23-2692

坪田金物店 江部乙町西12-4-44 75-2547 鋼材、土木建築資材

調剤薬局ツルハドラッグ滝川朝日町店 朝日町西2-1-36 22-7110

ツルハドラッグ滝川朝日町店 朝日町西３-1-32 26-2233

ツルハドラッグ滝川有明店 有明町2-4-52 23-0268

ツルハドラッグ滝川新町店 新町2-10-38 26-0268

ツルハドラッグ滝川空知町店 空知町2-12-12 24-9268

ツルハドラッグ南滝の川店 南滝の川131-5 26-0026

ツルハドラッグ滝川東店 東町3-118-3 26-1185

ツルハドラッグ滝川本町店 本町4-4-1 74-5045 滝川市指定ごみ袋・タバコ

東京靴流通センター滝川東店 東町1-53-3 23-7538

ドクターアイズ滝川店 新町2-55 26-2100

時計工房 栄町3-7-4 22-7677

アンティーク　トム 栄町2-4-17 22-6793

トヨタカローラ札幌㈱滝川店 流通団地1-1-34 22-4361

なお整骨院 滝の川町西4-1-1 44-4122

新山電器 江部乙町西11-14-39 75-2059

㈲ニカイドウ商会 本町6-1-6 24-2191

㈲西沢家具店 栄町3-6-23 22-2718

ニトリ滝川店 南滝の川115-4 22-7365

二輪工房鈴木オート 東滝川町2-2-1 74-6106

トータルファッション野田 朝日町西1-1-39 23-2604

㈲レディスのだ 泉町1-12-34 22-4423

ハードオフ滝川店 南滝の川115-4 26-1200

橋本伴三商店（ブティックはしもと） 栄町2-6-26 23-3133

パソコンレスキュー滝川店 栄町3-5-2 74-4388

花の綜合 緑町3-1-8 23-5757

㈲カメラのパピヨン 大町4-1-7 24-5323

㈱ハリカ滝川店 東町1-5-30 22-6707

㈱はるやまチェーン滝川東店 東町8-311-1 23-1129

㈲東町自動車整備工場 東町2-33-50 22-1005

レディースショップ　ファム 栄町2-5-15 24-8050

㈱フィッシュランド滝川店 新町2-10 26-2433

㈱フォトタケダ 明神町1-2-5 24-5252

ブックオフ滝川店 南滝の川115-4 26-1280

プロノ滝川店 明神町2-1-24 23-2511

ベスト電器　滝川店　㈱ツモト 大町3-1-33 22-1411
出張料・リサイクル料・修理代・プリペイド
カード代・外注工事代



ＤＣＭホーマック㈱滝川店 南滝の川115-4 23-8111

北星自動車整備工業㈱ 明神町2-1-15 53-3222

ホクレン江部乙給油所 江部乙町西12-11-57 75-2244

ホクレン滝川給油所 北滝の川1244番地 23-0020

北海道観光㈱ 大町3-1-14 22-3448

㈲北晃自動車整備工業 泉町163番地2 24-1331

ホビーオフ滝川店 南滝の川115-4 26-0220

㈱ホンダカーズ滝川 大町5-1-5 24-7358 各種保険料（自動車保険等）・自動車関連諸税

めがねのほんま 栄町3-6-4 22-1403

Ｍａｒｋ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ 栄町3-6-3 23-2784

㈲マサキ商会 新町5-17-35 23-0678

㈲松橋仏壇造花店 一の坂町東3-1-4 23-3728

松本電器 栄町1-6-29 24-2512

レディスファッション　マルキョー 大町1-1-2 24-6455

㈲丸美屋 栄町3-4-2 23-3038

㈱水口新聞販売所 栄町1-4-6 24-2008

道の駅たきかわ 江部乙町東11-13-3 26-5500

㈱三星 明神町２－１－１５ 53-3457

ミナミ石油㈱ 流通団地2-4-26 22-3388

ミヤマ住設㈱ 東町2-33-42 23-3748

コーディネートサロン　ムロ 栄町2-1-15 23-2338

眼鏡市場アクロスプラザ滝川店 南滝の川132-1 23-8488

目黒衣料品店 有明町2-1-42 23-2387

森永牛乳滝川販売所 朝日町東1-12-25 23-5095

やまかわ寝具店 西町2-6-57 24-2063

山崎靴店フェスタ 栄町2-5-18 23-2543

山崎石材工業㈱ 花月町1-1-7 23-2708

㈱ヤマダ電機　テックランド滝川店 東町3-92-8 24-4230
通信販売（ヤマダウェブコム、ヤマダモール、電話注文等）・修理品・
工事代金・部品・商品券等の金券・リサイクル料金・POSAカード（プ
リペイドカード）・パソコンサポート代金

山根生花店 本町1-3-1 23-2414

山本書店 江部乙町西12-1-2 75-2039

㈱山本石材 南滝の川444-7 22-2488

ユニクロ滝川イーストタウン店 東町2-44-8 26-2170

洋服の青山 滝川店 東町2-42-21 23-6461

米倉エネルギー㈱東町サービスステーション 東町1-33-11 24-7876

ライフサポート 朝日町東1-5-42 74-6367

レザーショップLEADS 空知町1-1-2 23-0779 修理品・リメイク品・当店以外の他ブランド品

リビングナカジマ（サラダ館滝川店） 明神町2-1-15 24-7135

㈱菱友滝川支店 明神町2-1-15 22-2131

㈱菱友滝川新町給油所 新町3-13-3 22-1919

雑貨　る・ぱるく 栄町2-6-17 23-9000

靴のルバン 栄町3-7-5 23-3840

ＷＩＬＤ　ＨＥＡＲＴ 栄町2-8-21ｴﾑ・ｽﾘ-BLD2F 24-3113

㈲鷲尾商店 朝日町西1-1-36 23-2759



【食料品】
店　　舗　　名 住　　　所 電話番号 取扱できない商品

イオン滝川店　イオン北海道㈱ 東町2-25-3 24-4711
ガソリン・ゲームコーナー・保険・Ｙモバイ
ル・買い取り専門店

㈲岩元商店 花月町3-6-1 23-3302

㈲岡部商店 栄町4-7-8 22-2745 ビール券・自社商品券

㈲酒倶楽部　かねよし 中島町4-1-44 23-0834

コープさっぽろ滝川店 新町1-9-23 24-5225

地酒屋　小林酒店 大町1-7-30 23-2649

㈲小林精肉店 江部乙町西12-5-58 74-7865

渋谷商店 江部乙町西11-14-42 75-2006

就労継続事業所滝川新生園 江部乙町725-1 75-6363

スーパーアークスイーストタウン 東町2-44-8 22-1515 アークス商品券・ビール券・ゴミ券

セイコーマート江部乙店 江部乙町西11-1-63 74-5660

セイコーマート滝川黄金店 黄金町東3-1-1 24-0199

セイコーマート幸町店 幸町2-2-26 23-5436

セイコーマート滝川滝の川店 滝の川町東4-14-12 24-3400

セイコーマート東滝川店 東滝川町3-1-10 28-2788

セイコーマート滝川本町店 本町1-1-30 74-7655

セイコーマートよしはら 明神町4-4-35 23-2228

生鮮おろし 東町8-300-1 23-8064

セブン‐イレブン滝川朝日町西店 朝日町西1-8-3 22-2080 切手・宅急便・切手・印紙類・公共料金

セブン‐イレブン滝川江部乙店 江部乙町西12-1-52 75-2224

セブン・イレブン滝川黄金町店 黄金町東1-16-32 24-2112 切手・収入印紙・滝川市指定ごみ袋

セブン‐イレブン滝川滝新通り店 空知町2-5-13 22-1336

セブン‐イレブン滝川東町店 東町3-92-4 24-7075

セブン‐イレブン滝川本町店 本町3-4-16 24-5228

セブン‐イレブン滝川緑町店 緑町1-3-35 23-2051 たばこ・金券（POSAカード）切手ハガキ印紙・市指定ゴミ
袋・公共料金・インターネットショッピング・元払い宅配便

市役所売店　㈲森田商店 大町1-2-15 28-8054
たばこ・北海道収入証紙・収入印紙・切手類・
滝川市指定ごみ袋等・滝川市各種地図・バス券

市立病院売店　㈱おおるい 大町2-2-34市立病院2F 26-2400

㈲中谷米屋　本店 本町4-1-27 22-2323

㈲中谷米屋　緑町店 緑町5-3-17 24-6328

ビックリッキー滝川店　㈲兼好商事 黄金町西1-2-38 24-6592

星野米穀店 栄町3-3-27 23-2019

㈲堀商店 栄町2-5-17 23-2221

マックスバリュ滝川店 南滝の川115-4 23-9800

マックスバリュ滝川本町店 本町4-5-4 22-8222

Ｓｌｏｗ ｂａｋｅｒｙまめの樹 江部乙町西12-6-10 74-7095 パン教室月謝料

㈲マルヤ山田水産　海鮮工房やまだ 本町3-7-17 23-1620

守谷商店 江部乙町西11-13-45 75-2034

ローソン滝川江部乙店 江部乙町東12-1-1 75-2501

ローソン滝川空知町店 空知町2-13-14 24-3395 切手類・プリペイドカード

ローソン滝川東町五丁目店 東町5-145-1 74-5657 公共料金・収納代行票でのお支払い・一部Loppi取次サービス・
切手・ハガキ・印紙・粗大ゴミシール・QUOカード販売

【理美容】
店　　舗　　名 住　　　所 電話番号 取扱できない商品

憩理容院 栄町2-6-19 23-3211



ヴィヴィアンリー 本町1-5-1 24-5935

岡下理容院 栄町2-5-26 24-6933

カットハウス・カズ 文京町１-１-15 23-7919

カットインミレー 栄町2-4-18 24-0196

カットハウス２０１ 東町6-9-18 23-6808

ヘアーサロン　かわい 滝の川町東2-9-16 22-2393

美容室　かわて 大町5-1-7 23-1630

ヘアーサロン　こにし 西町2-1-15 23-4066

カットルーム　ＳＡＴＯ 東滝川町4-3-8 28-2330

ジュポン化粧品店 一の坂町西3-1-1 22-3236

ビューティサロン　姿 西町3-5-13 24-6406

㈲たちばな 西町5-7-8 24-0717

ｃｏｉｆｆｕｒｅちりちり 本町1-4-８ 22-2994

㈲カッティングプラザＮＯＷ 大町1-1-4 23-1723

理容のにしむら 本町1-6-3 23-2773

POWDER 大町3-6-6 22-8668
成人式、卒業式の写真等・婚礼業務・葬儀着付
等・出張カット

㈲ヘアースタジオ　ピュアＨｅａｒｔ 東町8-295-7 24-8090

美容室　美・麗人 本町3-5-10 24-7117

パーマハウス　プチ 二の坂町東1-6-36 23-0827

カットスタジオ　ヘアークリップ 栄町2-5-24 24-8117

ヘアメイクハーツ 大町1-7-29 22-7474

ビューティサロン　ミチコ 大町3-1-11 23-1336

ＢＳ　みや 栄町2-6-20　そらビル１Ｆ 23-4016

ミュウ　エクステンション 明神町1-2-22　スタジオボブビル２Ｆ 22-3032

㈲吉見美容室 滝の川町西8-1-1 22-3956
成人式、卒業式の写真等・婚礼業務・葬儀着付
等・出張カット

Ｌｉｒｙ　Ｆｉｎｅ 幸町1-10-14 24-1051

美容室ルージュ・M 東滝川町2-4-15 28-2096

【飲食】
店　　舗　　名 住　　　所 電話番号 取扱できない商品

ダイニングルーム　あうりんこ 本町１-１-１９とぅ-まうすビル１Ｆ 74-6989

秋田屋分店 明神町1-2-21 74-5774

ラーメンの味軒 栄町4-7-12　ＳＳビル１Ｆ 22-2900

味泉 本町２-３-３１幸栄ビル１Ｆ 23-3014

味広食堂 朝日町東3-1-1 23-0523

らーめん　あら志 東町8-277-5 23-7854

Ｂａｒ　Ａｎｔｉｑｕｅ　Ｂｌｕｅ 栄町３-６-３ 23-2784

焼鳥いしい 本町2-1-4 24-7957

パブスナック猪木 本町１-２-２４三陽ビル２Ｆ 24-0012

スナック　ヴァンタレーム　㈲コーチ 本町２-４-２喜久屋観光ビル２Ｆ 23-2615

珈琲焙煎　ウェカラパ 北滝の川1195 23-4000

居酒屋　魚一 本町２-２-３三栄ビル１Ｆ 22-0708

二代目うしだ家 栄町４-６-３０ 23-5558

モー一族のうしだ家 朝日町東２-１６-１９ 23-0890

艶 本町２-３-２エビスビル１F 74-6219

OLD NEW 本町2-4-28 22-0542



おおげつ 大町1-1-7 2F 74-6296

㈲おかだ菓子舗　ベルロード店 栄町2-7-18 24-5811

郷土料理　おかむら 本町3-1-18 23-6010

美唄風焼き鳥　翁 本町２-３-２８ヤマタビル１Ｆ 24-8181

寿司本おくの　㈲奥野観光 本町１-１-１２北星ビル１Ｆ 23-2366

おばんざい　寿 大町1-1-14 070-7460-1108

居酒屋　おやじ 本町１-１-１５ 24-6801

海おう 栄町２-８-１３ 74-5033

㈱札幌海鮮丸 東町1-5-1 26-2662

花香 本町２-３-２エビスビル２Ｆ 23-7717

㈲花月堂松尾製菓 花月町3-6-6 22-3162

ラウンジ　槲 本町１-２-２５第２喜久屋観光ビル１Ｆ 24-2323

い酒や　かず 本町2-2-27 24-2412

やきとり上条 江部乙町西11-11-51 090-6998-4380

かんの食堂 明神町2-2-30 22-4028

如月 本町２-２-２７ピノスクエア２Ｆ 23-2151

喜代司製菓 本町4-1-24 24-6547

きらくや 西町7-2-18 24-7533

スナック　グリーンナイト 本町１-３-２６第３喜久屋観光ビル２Ｆ 24-5906

焼肉　髙麗苑 本町３-２-３１ 24-5933

ラウンジｃａｌｌ 本町２-１-８ 24-1995

チャイニーズレストラン悟空軒 新町５-１６-２ 22-1857

黒おう郷 栄町3-8-1 23-6827

居酒屋　さ蔵 本町１-２-２６東映ソサエティビル１Ｆ 23-3483

サルタセカンド 滝の川町西5-1-38 24-0219

Ｇｅｌａｔｏ　Ｒａｉｎｂｏｗ　ｍａｋｅｒ～手作りジェラートの店 有明町2-1-45 090-9757-5747

ＭＵＳＩＣ　ＨＯＵＳＥ　ＪＩＧ 本町３-１-１０サンシャインビル４階 22-8077

しげ寿司 本町１-１-１５ 22-3997

シャトレーゼ滝川店 新町2-10-12 23-8282

日本料理　笑福園 本町３-３-２５ 23-2828

ラウンジ　シルク 本町２-２-３ＳＡＮＥＩ．ＢＬＤ１Ｆ 22-7742

創作酒房　芯 本町１-３-２３カタオカビル１Ｆ 74-6858

ラウンジ　酔歌 本町２-３-３１幸栄ビル１Ｆ 080-6094-5944

酒処　酔華 本町３-２-３ 22-7745

レストラン　スイング 泉町1-21-12滝川市民ゴルフ場２F 22-8600

鮨乃家 黄金町西2-2-22 23-7667

ＩＺＡＫＡＹＡ　すぱいす 本町１-２-２６東映ソサエティビル１Ｆ 23-8155

ランチカフェすぷらうと（若草友の会） 大町１-７-２１ 22-0214

コーヒーハウス　セイカ 栄町４-７-３ 24-2034

焼肉プラザ　清香園 栄町４-７-１１ 22-3943

ＳＮＡＣＫ　ＳＥＶＥＮ 本町１-２-２3 24-3866

お食事処そら 大町1-2-15滝川市役所11F 28-8055

パブスナックダーリン 本町1-3-26第３喜久屋観光ビル２Ｆ 24-0888

㈱札幌ラーメン大門 江部乙町東10-753-11 75-3773

高田珈琲店 中島町3-11-4 24-7963



髙田屋食堂 栄町３-６-７ 23-2036

居酒屋　竹ちゃん 本町４-１-１５ 24-1777

楽しい煉屋 本町2-7-4 26-0008

ラーメンだるまや滝川東町店 東町6-9-23 080-3235-0715

牛タン居酒屋　たん二郎 西町2-3-78 080-1889-2526

牛たん　たん坊 一の坂町東3-1-19 74-8129

らーめん　チキンポーク 空知町２-８-１４ 090-6997-0552

よりみち酒場　ちゃっちゃ隊 本町1-2-22 22-1616

㈱天肉 栄町2-2-20 74-5711

居酒屋　でん助 本町１-３-２８ 24-6788

天手古舞 本町2-2-5   2-2館ﾋﾞﾙ 24-1761

鮨の東龍 本町２-６-３２ 24-1717

回転寿司とっぴ～滝川店 東町1-48-12 23-8105

ファミリーレストラン兎々路 東町2-42-18 22-7477

とらじ 本町3-2-6 22-7577

喫茶　ドリーム 東町1-2-25 24-5603

鳥ふじ 本町１-１-１５ 22-1033

スナック　永悠 本町２-３-２エビスビル１Ｆ 24-1810

味のなかた 栄町２-１-１４ 23-3805

なかむらや 大町3-1-11 23-5207

のんべ～酒場　なつかしや 朝日町東4-1-2 74-6507

焼肉ナビ 朝日町東4-1-1 22-7555

呑み処　二階堂 本町3-3-1　第2かねよしビル１Ｆ 74-5810

味処　にしはら 扇町2-19-42 24-1186

スナック　ニューセビル 本町３-２-３４セブンビル１Ｆ 24-0399

ノーザンビーフ 新町2-9-12 23-4622

㈲野上菓子舗 黄金町東4-2-2 23-4622

味の八ちや 大町2-8-29 24-8448

ＣＯＺＹ　花ゆら 本町３-３-１かねよし第２ビル１Ｆ 23-5197

㈱Ｐａｎｅｔｔｏｎｅ 西町3-1-9 22-7100

スナック　遙 本町2-1-8　ACEビル１Ｆ 22-2978

pancake prank 大町1-6-1 070-1120-1306

ｒｏｏｍ・ｉｎ　ぴあす 本町２-２-３三栄ビル２Ｆ 23-6999

滝川珈琲工房　ピーベリー 大町１-５-２８ 22-1065

ナイトパブ　美・熟女 本町２-２-29　ファーストビル２Ｆ 22-3553

らーめん　ひじり 江部乙町東12-13-7 75-5800

㈱北星ＦＣ事業部　びっくりドンキー滝川店 新町２-１０-１０ 22-0111

スナック　姫林檎 本町２-２-３０かねよしビル２Ｆ 23-3470

焼肉　ぴりか 栄町３-６-１９ 050-1584-7906

烈炎中華そば　福龍飯店 滝の川町東4-11-6 74-9575

㈲笹木企画　ミュージックセラーフォルテシモ 本町３-１-１０サンシャインビル３Ｆ 22-2772

ふく鳥 栄町３-７-１５ 23-2815

バー・ブラジル 本町２-３-１ 23-2673

ＢＡＲ　ＰＬＡＴ 本町１-２-２６東映ソサエティビル３F 74-5423

ブロートハイム　ベルク 本町2-1-1 23-6229



ベントス工業高校前店㈲英進商事 二の坂町西1-1-100 22-8600

ポカラダイニング滝川店 滝の川町8-1-30 26-2577

㈲ほんだ菓子舗 東町5-1-1 24-5444

マイ・ペース’８４ 本町２-２-３２土谷ビル１Ｆ 24-0069

ラーメン誠や 朝日町東4-1-4 74-5814

松尾ジンギスカン本店 明神町３-５-１２ 22-2989

中国料理　松野 本町３-１-２８北川ビル 26-1850

焼肉　韓菜　まる牛 本町２-３-３０ 51-4199

㈲そばの丸二 栄町2-9-28 26-5506

㈱ｍｉｕｒａ　ホテル三浦華園 花月町１-２-２６ 22-2101 食事券・ショーケース商品

三河遊 朝日町西4-1-31 090-7511-4295

ミスタードーナツ　㈲恕 東町２-２５-３イオン滝川店内 24-8522

道の駅たきかわレストラン 江部乙町東11-13-3 26-5500

拉麺みなみ 朝日町東４-１４-２０ 23-6882

物豆希館 新町３-３-２３ 24-1615

目利きの銀之進　滝川店 本町2-1-5 44-4134

カレーハウス　盛 黄金町西４-１-３７レジデンス　ツヅキ 24-7755

モンキースパナ 本町１-１-１９二口ビル２Ｆ 24-0203

モンキーホール 本町１-1-18 24-3773

おかしのやまき 明神町4-5-34 23-2627

㈲山どり 栄町３-７-１５ 24-8000

すし処・懐石料理やまもと 本町１-１-２２ 23-4547

炭火焼肉遊華 北滝の川2-1045-2 23-0111

酒呑処　夕月 本町２-２-２９ファ-ストビル１ＦＡ 24-0288

創作和食Ｙｕ-ｔａ 本町2-2-5   2-2館ﾋﾞﾙ 74-8428

昭和酒場　酔いしゃんせ 本町１-３-２２サカタヤビル１Ｆ 23-5012

味のよしい 本町２-２-３三栄ビル２Ｆ 23-4411

ブラッスリー楽や 本町２-４-３０ 23-2333

スナック　らふ 本町３-２-３４セブンビル２Ｆ 23-5235

ラ・ペコラ 本町１-４-１１ 24-7856

蘭 本町１-３-２３ＫＡＴＡＯＫＡビル２Ｆ 24-1000

サロン・ド・リアン 本町2-2-5　2-2館ビル1F 24-6644

ＲＥＤ＆ＤＡＲＫ 朝日町西４-１-２３-２階 080-1889-2526

スナック　恋～れん～ 本町2-3-2 24-5770

ラーメンｒｏｎｒｏｎ 一の坂町東3-4-17 74-7062

若松食堂 朝日町西４-１-２９ 24-7023

和厨季 本町２-２-３１センタ-ビル１Ｆ 23-3556

【建設・設備】
店　　舗　　名 住　　　所 電話番号 取扱できない商品

朝日工芸㈲ 幸町1-6-41 23-4058

居林建設工業㈱ 流通団地3-7-14 23-1334

㈲今村建設 北滝の川1236-3 24-1500

㈲岩上工業 江部乙町1252番地8 75-5115

㈱インテリア三宝 東町8-306-16 24-2728

㈱上田組 江部乙町東11-9-5 75-2459



㈲うやま 新町2-4-31 23-3126

㈲大阪設備工業 江部乙町東１２-１２-４２ 75-6269

㈲小田建設 北滝の川1344-22 23-1185

㈲兼子板金工業 栄町4-6-11 23-2083

㈲川西興業 北滝の川1943番地 23-0509

㈱インテリアきたがわ 幸町3-4-22 23-2364

北野木材販売㈱ 流通団地2-1-20 23-1178

㈱木津川組 流通団地3-5-3 26-1470

㈱木の城しんせつ 泉町286番地33 26-5096

木村設備工業㈲ 江部乙町西11-13-43 75-2812

協立土建㈱ 江部乙町東13-1294番地9 75-5522

㈲黒田工務店 江部乙町741-34 75-6191

㈱斉藤組 北滝の川1344-15 22-3441

㈱櫻井千田（ファーブル空知） 栄町4-4-1 22-3770

笹木産業㈱　リファイン滝川中央 流通団地2-4-39 23-6618

清水工社㈱ 北滝の川1221-3 24-7852

新成木材㈲ 本町4-1-13 24-6241

住まいのおたすけ隊　末廣屋電機 栄町1-5-17 24-7111

セタ・マーキング 東町8-314-7 23-7866

㈱泰進建設 流通団地3-7-31 22-4355

㈲髙鳥アルミ 朝日町西3-6-10 22-2495

タキレイ滝川冷機工業㈱ 新町3-12-8 24-5211

㈱竹中組 江部乙町西11-1-44 75-2407

㈲玉手建設 緑町3-3-18 23-1040

㈱道央ハウジング 泉町2-1-7 24-0357

トータルワーク㈱ 二の坂町東2-16-23 22-4907

㈲富樫設備 幸町3-3-20 22-2386

巴産業㈱ 明神町4-1-17 22-1375 ガソリン・灯油・軽油

㈲中島製作所　リフォーム事業部　
ホームイング滝川 新町5-17-7 26-5355

㈲二幸建設 新町4-15-8 22-6213

㈱ハタダ 流通団地1-4-6 22-4439

ホクエイ産業㈱ 有明町2-3-36 24-6108

㈲北辰営繕 江部乙町西12-13-38 75-5091

松原設備工業㈱ 流通団地3-5-8 23-4410

丸藤産業㈱ 幸町3-8-3 23-0209

㈱ミクニ舎 流通団地2-4-6 23-7111

山田設備工業 西町8-4-40 23-5918

㈱菱友リフォーム部 明神町2-1-15 22-1151

㈱渡邊建設 西町4-4-39 24-8355


