
鳥内ファーム (指　崎) 割烹　かみしま (本　町) 美容室　りっぷ (余　川)

なかいちや (本　町) 割烹　秀月 (幸　町) 美容室　リトルハピネス (北大町)

中川洋装店 (比美町) 割烹　若竹（信貴館） (本　町) Hair Salon Trevi (惣　領)

中村海産 (伊勢大町) 亀寿し (本　町) hair studio SUPER いちご (神　代)

中村屋 (本　町) かよい処　白扇 (朝日本町) Hair Caℓ (柳　田)

ナナセ (比美町) カラオケ喫茶＆スナックミカ (朝日本町) ヘアーサロン　おーぷんはーと (幸　町)

肉の長井 (丸の内) 川喜 (本　町) ヘアーサロン　おけもと (　窪　)

アルビス　氷見店 (　窪　) ニューイングランドあめだ (　窪　) 喫茶　クローバー　ハッピータウン店 (幸　町) ヘアーサロン　ツルガ (朝日本町)

磯辺家具店 (上　泉) ニューイングランドせと (丸の内) 喫茶　モリカワ (中央町) ヘアーサロン　フレンズ (谷　屋)

井上菓子舗　ひみ番屋街店 (北大町) ニューちどり (上　泉) きときと亭三喜　ひみ番屋街店 (北大町) ヘアーサロン　やた (伊勢大町)

いわかみ酒店 (地蔵町) 能浦鮮魚店 (伊勢大町) 銀兆　富山総曲輪店 (富　山) ヘアーサロン　リリイ (　園　)

ウィズヤマイチ (幸　町) ハードショップ　カナシチ (本　町) 串焼き居酒屋　とりのや (本　町) ヘアーズ・エミ (本　町)

ウィズヤマイチ　プラファ店 (加　納) ハッピータウン　トレンディハウス (幸　町) 蔵ステイ　池森 (比美町) ヘアープリーズ　KANAI (丸の内)

うえの電化 (大　野) ハッピータウン　パレット (幸　町) 蔵出し味噌らーめん　櫻蔵 (下田子) 宮沢美容院 (中央町)

ウエルシア　氷見窪店 (　窪　) ハッピー長沢薬局　ハッピータウン店 (幸　町) 麹カフェ　おたんちん (本　町) 宮下理容院 (中　村)

ウエルシア　氷見諏訪野店 (諏訪野) ハッピーブックス　ハッピータウン店 (幸　町) コーヒーショップ　創-SHO- （島　尾） MUSE　HAIR (幸　町)

魚蔵ゑびす屋　ひみ番屋街店 (北大町) パティスリーシュン (大　野) コーヒーハウス　マイケル (中央町) ヤマザキ男と女のオシャレヘアースタジオ (丸の内)

魚芳 (比美町) 花工房　四季 (丸の内) ココス　氷見店 (　窪　) 山本理容院 (朝日本町)

恵比寿食料品店 (北大町) 浜井フードセンター (島　尾) サカナとサウナ (中央町) ラッドヘア　ルーチェ (大浦新町)

江政商店　ひみ番屋街店 (北大町) ぱん工房　こころ (鞍　川) 魚のレストラン　番屋亭　ひみ番屋街店 (北大町) 理容美貴 (　窪　)

大熊電器 (中央町) ハンドメイドベーカリー　ぶんぶん (鞍　川) サボテン (朝日本町) RAINBOW　ｓｔｙｌｅ (中央町)

大阪屋ショップ　ハッピータウン店 (幸　町) ピザクック　氷見店 (上　泉) さむらい (本　町)

大阪屋ショップ　氷見店 (柳　田) 日名田屋餅店 (伊勢大町) seaside café　ソラトキ（ボルカノ） (柳　田)

大阪屋ショップ　プラファ店 (加　納) 氷見うどん美濃屋 (　窪　) 自家焙煎珈琲　Café　Loiter (島　尾) 粋な民宿　美岬 (阿　尾)

大舘屋 (本　町) ひみ水産 (中央町) しげはま (丸の内) 温泉民宿　與市郎 (　窪　)

オーデン　窪店 (　窪　) 氷見スポーツ (幸　町) シャノワール (丸の内) 海鮮民宿　マリンタッチ (　泊　)

オーデン　本店 (北大町) ひ見つの遊び場 (中央町) 食＆酒　晩餐21 (幸　町) 九殿浜温泉　ひみのはな (　姿　)

オートバックス　氷見店 (加　納) 干もの家　氷見 (比美町) 食彩居酒屋　灘や (本　町) 小境荘 (小　境)

オープンフレッシュベーカリー　俊ちゃん (幸　町) ファクトリーマコト (丸の内) 菅隆 (丸の内) 天然温泉浜辺の宿　あさひや (島　尾)

お菓子処　山﨑 (幸　町) V-drug　氷見南店 (柳　田) 寿司　やうち (比美町) なだうら温泉元湯　磯波風 (　泊　)

岡峰畳店 (久　目) 布施化粧品店 (伊勢大町) 鮨処　きよ水 (中央町) はしもと屋 (中　田)

小川電機商会 (比美町) プラファ　アスタ (加　納) すし屋の城光 (間　島) 氷見温泉郷　くつろぎの宿　うみあかり (宇　波)

沖西生花店 (間　島) プラファショッピングセンター (加　納) 鮨よし (下田子) 万葉海宴民宿　城山 (阿　尾)

おしゃれの店　ムカイ (中央町) フリースタイル (大　野) スナック　うさぎ (本　町) みろくの湯の宿　こーざぶろう (阿　尾)

尾上商店 (朝日丘) Pro Body　北陸 (加　納) スナック　エンゼル (本　町) 民宿　あお (阿　尾)

海津屋 (上　泉) ブンシンスポーツ (幸　町) SAYS FARM (余　川) 民宿　げんろく (阿　尾)

柿太水産 (北大町) 紅井電機商会 (伊勢大町) 橘寿司 (本　町) 民宿　汐風 (中　波)

菓子処　元尾 (伊勢大町) ホージョー (丸の内) たまねぎcafé (幸　町) 民宿　すがた (阿　尾)

Cache cache Bon bon (鞍　川) ホームセンタームサシ　氷見店 (加　納) タルカリーハウス (柳　田) 民宿　華乃舘 (湖　光)

角安商店 (伊勢大町) ホームプラザ　ホーセン (本　町) 小さなカフェ　芽衣 (北八代) 民宿　美浜荘 (島　尾)

かなもの館　木田金物 (　窪　) 堀与　ひみ番屋街店 (北大町) チャコール＆ダイニング写楽　氷見店 (小　竹) 湯の里　いけもり (指　崎)

加納かまぼこ店 (　窪　) 堀与　本店 (中央町) とんじんち (朝日本町) 和風温泉元湯　叶 (阿　尾)

カミハザ農機整備 (　窪　) 本川藤由商店 (本　町) 呑多喰 (中央町)

かめや釣具店 (南大町) 前タンス店 (本　町) はた家 (柳　田)

かめや洋品店 (伊勢大町) 松木菓子舗 (鞍　川) 8番らーめん　氷見朝日丘店 (朝日丘) アイドル (本　町)

Garuda (指　崎) マックスバリュ　氷見店 (　窪　) 浜焼き屋台　かぶすや　ひみ番屋街店 (北大町) 穴倉自動車工業 (島　尾)

川村園芸 (幸　町) マツモトキヨシ　氷見鞍川店 (鞍　川) はやしスウプ (中央町) アニヴェルセル　ハスヌマ写真館 (幸　町)

勘右衛門　母母座 (中央町) 松本酒店 (　窪　) 氷見居酒屋　家族 (幸　町) アムテック (鞍　川)

考えるパン　KOPPE (中央町) まるごと氷見１号館　ひみ番屋街店 (北大町) 氷見魚市場食堂 (比美町) 岩間写真場 (本　町)

キクヤ (本　町) マルシン自転車店 (本　町) 氷見きときと寿司　氷見本店 (上　泉) 江幡石油店　氷見バイパス給油所 (　窪　)

ギフトよしの (宇　波) マルソ外幸水産 (柳　田) 氷見牛専門店　たなか (朝日丘) on the Minatogawa (朝日本町)

きもの館　絲穂 (丸の内) まるなか屋　ひみ番屋街店 (北大町) 氷見牛屋　本店 (朝日丘) 学習教室　まなび家 (朝日本町)

木屋金物店 (朝日本町) マルヤ鱈場水産　ひみ番屋街店 (北大町) 精肉牛屋 (朝日丘) 河元サイクル商会 (北大町)

京田衣料店 (小久米) 丸吉食品 (栄　町) 氷見牛屋　富山店 (富　山) 河元モータース (北大町)

ぎんなん餅本舗　おがや (比美町) 三國屋 (幸　町) 金澤牛屋 (金 沢) 岩盤浴の森 (　窪　)

九沢住設 (伊勢大町) みずかみ電器 (朝日丘) 牛屋　-鐡- (高岡) G&Ｗ　Ｏutdoors （稲　積）

クスリのアオキ　氷見幸町店 (幸　町) 湊酒店 (伊勢大町) 氷見すしのや (柳　田) スクール・パスタ (　窪　)

クスリのアオキ　柳田店 (柳　田) みのりの番屋　ひみ番屋街店 (北大町) 氷見丼本舗　みきさん (本　町) 東海印刷所 (朝日丘)

クニモト靴店 (本　町) 宮保商店 (本　町) 氷見の居酒屋　 いろどりや (朝日本町) 東海写真館 (　窪　)

久保 (朝日本町) 向ストア (大　野) 氷見前寿し (北大町) DOUHANA FARM (飯久保)

くぼつり具センター (北大町) 明治ミルクボーイ (十二町) 氷見ラーメン　本店 (丸の内) 富山湾マリン (伊勢大町)

黒田茶舗 (本　町) 明文堂プランナー　氷見店 (　窪　) 百万石うどん　氷見店 (　窪　) トリウチオート (指　崎)

Kマート　氷見南部店 (本　町) メガネのハラダ　氷見店 (幸　町) ファミリーレストラン　ホリエ (比美町) 能越ケ―ブルネット (幸　町)

五木屋鮮魚店 (朝日本町) メガネハウス　氷見店 (　窪　) ふれあい味処　はらや (中央町) はぎわら写真館 (朝日本町)

CoCoビューティークラブ (諏訪野) メンズショップ　はやし (比美町) ボーノ・ペッシェ (南大町) パピーくらぶ (　窪　)

越田商店 (伊勢大町) メンズタケバヤシ (本　町) まごころ料理　ひろ海 (島　尾) ひふみ印刷社 (柳　田)

小島ダンボール (伊勢大町) MODE　ジュイール (十二町) 松葉寿司 (丸の内) 氷見温泉郷　総湯 (北大町)

こすけ　ひみ番屋街店 (北大町) 森捨商店 (川　尻) 万葉 (比美町) 氷見カントリークラブ (白　川)

ごパン (伊勢大町) 森永牛乳　氷見販売所 (朝日本町) 麺処　よしだや (諏訪野) 氷見市観光協会 (伊勢大町)

小林電器商会 (幸　町) 守山靴店 (中央町) 麺屋いく蔵 (北大町) 氷見市農業協同組合 (全事業所)

午房商店 (比美町) 森山電機 (幸　町) 椛 (本　町) 氷見昭和館 (柳　田)

コメリ ホームセンター　氷見店 (柳　田) 焼き菓子　粉糖　koto (諏訪野) 焼き鳥　げらげら (本　町) フォト＆デジタルショップ　氷見店 (加　納)

五老蜂呉服店 (島　尾) 弥助鮮魚店 (栄　町) 焼肉　醐喰 (柳　田) 布施石油店 (幸　町)

斉勝鮮魚店 (谷　屋) 安平衣料店 (　窪　) やま木 (中央町) 平和交通 (柳　田)

サウンドイン定塚 (本　町) 安平工芸社 (比美町) 洋食屋　ハロー (伊勢大町) 松尾輪店 (　窪　)

坂津豆富店 (本　町) 矢田釣具店 (朝日丘) 洋食屋　ハロー　ひみ番屋街店 (北大町) メディカルフィットネス S-can (北大町)

酒のいなづみ (丸の内) 柳田漆工 (鞍　川) よし久 (朝日本町) もみ処　ぽかぽか (幸　町)

酒のスーパー　マックス (柳　田) 山岸ちまき本舗 (十二町) ルージュ (本　町) ユアーズオートタギシ (加　納)

サンコー　氷見中央店 (大野新) ヤマザキショップ　滝本商店 (幸　町) れすと。 (本　町)

三権商店 (本　町) ヤマダ電機テックランド　氷見店 (加　納) レストハウス　ツーロン (柳　田)

三権商店　ひみ番屋街店 (北大町) やまや　氷見店 (　窪　) レストラン　トロイカ (　窪　) イワサキ住建 (鞍　川)

三ノ宮燃料 (伊勢大町) ラポージェ (　泉　) インテリア　ヤマシタ (田　江)

サンリードクニモト　プラファ店 (加　納) リトルボックス (中央町) 内生蔵石材店 (柳　田)

島津福寿堂 (比美町) リビングショップうえだ (伊勢大町) I´MING (伊勢大町) 鎌仲建設 (大　野)

清水住設 (阿　尾) リラBANSHO　プラファ店 (加　納) 赤倉美容室 (小久米) 岸田木材 (十二町)

シャトレーゼ　氷見店 (加　納) ルームイン金田 (　窪　) アナクラ理容室 (北大町) 木乃香建築 (柿　谷)

シューズランド　フジヤ (鞍　川) レディスサロン　タカタ (幸　町) an attic (柳　田) 清水興業 (中　田)

次郎平　大野店 (大　野) ロッキー（wine+SAKE Toranekoya） (加　納) &～アンパサンド～ (　窪　) 正力建築 (柿　谷)

姿屋　ハッピータウン店 (幸　町) ロワール (加　納) 石崎美容室 (下田子) 高井建築 (戸津宮)

洲崎菓子店 (北大町) 和洋菓子司　さか志り (鞍　川) esquisse hair works (諏訪野) 髙口塗装 (一　刎)

清作商店 (伊勢大町) エンドー美容院 (伊勢大町) ハウジングひみ (鞍　川)

関商店 (堀　田) オリリー美容室 (本　町) 濱向設備 (北大町)

セブンイレブン　氷見加納店 (加　納) 粋鮨　海鮮丼　三井アウトレットパーク店 (小矢部) カットイン　ナカヤマ (　園　) ホウオウクラフト㈱ (飯久保)

髙澤酒造場 (北大町) 粋鮨　高岡店 (高　岡) 鎌口美容室 (伊勢大町) 前沢板金 (　園　)

田口酒店 (本　町) 粋鮨　富山店 (富　山) キュービック (柳　田) 孫田宝幸園 (鞍　川)

田中屋薬局 (比美町) 居酒屋　あかかぶ (朝日本町) gouter (本　町) 宮下瓦 (中　村)

田山商店 (触　坂) 居酒屋　あじ蔵 (中央町) 小島理容院 (　窪　) 村江工業 (大　野)

常本建具店 (中　村) 居酒屋　もっちゃん (本　町) 五島理容院 (本　町) 山正 (加　納)

つりや　ひみ番屋街店 (北大町) イタリアンキッチン　オリーブ (十二町) 桜井理容店 (比美町) (順不同、法人等略語は省略）

釣賀書店 (朝日本町) 稲泉農園　オーチャードカフェ (上　田) ジュン美容室 (南大町)

ツルセモータース (伊勢大町) ヴィヴァーチェ　ひみ番屋街店 (北大町) 武内理容院 (小久米)

ＤＣＭカーマ　氷見店 (大野新) umineco coffee (地蔵町) Daisy　Hair (鞍　川)

ディスカウントドラッグコスモス　柳田店 (柳　田) Escape (本　町) タジカ (朝日本町) 取扱店は随時追加します。最新情報はこちらをチェック！

デイリー・ヤマザキ　氷見阿尾店 (阿　尾) お食事処　よしだや (中央町) 田近理容院 (幸　町)

手作りの店　HEART&GREEN (　泉　) お食事のできる製麺所　なごみ (　窪　) バーバーショップ　カノウ (稲　積)

手作り餃子　笑来 (朝日本町) 海鮮料理　おがわ (伊勢大町) ビューティサロン比美 (比美町)

寺下時計店 (本　町) 海津屋　うどん茶屋 (上　泉) 美容室　アーク (鞍　川)

徳田呉服店 (北大町) 海津屋食堂 (中央町) 美容室　 Vivant (柳　田)

トミヤ電気商会 (本　町) カフェ　ハル （余　川） 美容室　フレッシュ (伊勢大町)

取扱店一覧

商品券（事業所全て）

ひみPay（青色）

小 売

取扱店一覧

商品券（黒色も青色も全て）

ひみPay（青色の事業所）

商品券 404店（掲載事業所全て）

ひみPay 272店（青色の事業所）

宿 泊

小 売

サービスその他

飲 食

理・美容

建 設

商品券

ひみ

Pay


