
　購入対象者の皆様

　夕張市長　厚　谷　　司
　　　（公　印　省　略）

　
　　　ゆうばり黒ダイヤプレミアムチケットの追加販売について

　このことについて、新型コロナの影響及び原油価格・物価高騰等による消費の減少を緩
和し、地域経済の活性化を図るため、本チケットの追加販売を下記により実施いたします
ので、是非とも申請くださいますようよろしくお願いいたします。

記

【ゆうばり黒ダイヤプレミアムチケット追加販売】

夕 商 観　第８６号
令和４年９月１２日

　夕張市プレミアムチケットに関するお問い合わせ先
　　夕張市地域振興課商工観光係
　　電話：０１２３－５２－３１２８
　　夕張商工会議所
　　電話：０１２３－５２－３２６６

　プレミアムチケットの販売にあたっては、振り込み・ＡＴＭ操作・手数料などを
求めることは絶対にありません！

特殊詐欺、個人情報詐取にご注意ください！

　１．申請対象者　　　市の住民基本台帳に登録されている１８才以上の購入希望者。
　　　　　　　　　　　（購入日に１８才となる方も対象とします。）

　２．申請方法　　　　同封の「追加購入申請書」により申請ください。
　　　　　　　　　　　１冊5,000円(利用額7,500円)のチケットを最大６冊30,000円まで
　　　　　　　　　　　申請できます。
　　　　　　　　　　　予定額を超えた場合、購入可能冊数を減らす場合があります。

　３．購入特典　　　　本チケットの購入１冊(5,000円)につき、加盟飲食店等で利用可能
　　　　　　　　　　　な『(仮称)ゆうばり Eats Special クーポン(５００円)１枚』を
　　　　　　　　　　　別途配布する予定です。
　　　　　　　　　　　クーポン券の詳細は、購入引換券郵送時にお知らせします。

　４．購入方法　　　　申請者に後日郵送する購入引換券と引き換えに販売します。

　３．申請締切　　　　令和４年９月２８日(水)
　　　　　　　　　　　※郵送の場合も同日必着とします。

　４．販売期間・場所　１０月中旬～下旬頃に市内３箇所での販売を予定していますが、
　　　　　　　　　　　購入引換券郵送時にお知らせいたします。

　５．使用期限　　　　令和５年１月３１日(火)

　６．その他　　　　　感染症の拡大状況によっては、販売を延期する場合があります。
　　　　　　　　　　　前回の購入申請書は利用できません。

利用可能事業者は本案内の裏面に記載しています。



※今後、店舗が増える場合は市ホームページでお知らせします。

夕張市立診療所売店

ハッピーロードフィットネスクラブ

(有)いとう

0123-59-4560

★　イタリアン空

こすげ薬局

★　スナック男酌

ゆうばり黒ダイヤプレミアムチケット　利用可能事業者

クリーニング　サトウ

南清水沢4丁目61番地 0123-59-6630

★　TK HOUSE ダムカレーのお店

南部東町8番地 090-1640-3242

令和４年９月６日現在

加盟事業者数：９５
※ ★印は飲食の利用に限り、クーポンが利用可能
な店舗です。

★　食事処　バロン

本町2丁目202番地 0123-52-3385

若菜8番地 0123-56-6006

清水沢清陵町62 0123-59-7640

夕張市昭和14番地 080-3293-5647

若菜8番地 0123-56-5192

社光20番地 0123-52-2631

★　志むら菓子舗

本町3丁目68番地 0123-52-3123

若菜8番地17 0123-56-6700

清水沢清陵町62番地7 0123-59-7580

(有)クリーニングジョイ

本町3丁目307番地 0123-52-3010

本町3丁目309 0123-52-3085

㈱ミツノ

本町3丁目337番地 0123-52-2728

平和1番地44 090-9433-3909

本町4丁目38番地 夕張商工会議所2F

㈱佐藤百貨店 駒井電気工業㈱

本町3丁目71番地 0123-52-2670

若菜11番地 0123-56-5805

南清水沢1丁目47番地74 0123-59-2639

★　スナック　みやさか

ショッピングみさわ コープさっぽろ　ゆうばり店

若菜12番地6 0123-56-5860

南清水沢1丁目137番地37 0123-59-7883

★　居酒屋　俺家

★　喜久屋 ★　そば天国　夕張店

平和1番地15 0123-56-5366

南清水沢2丁目 090-2874-6826

アトリエ　シェル ホーマックニコット　夕張店

南清水沢3丁目27番地 0123-59-2300

★　ユックさかい

ココカラファイン　平和店 セイコーマート　夕張南清水沢

本町4丁目36番地 0123-52-3175

清水沢1丁目10番地16 0123-59-7330

南清水沢3丁目38番地3 0123-59-7816

高橋時計店

★　じじばば食堂 原田ふとん店

南清水沢4丁目28番地22 0123-59-7613

★　そば処　吉野家

★　居酒屋　い ★　カレーハウス朋・ベーカリーめぐみ

0123-57-7410

清水沢1丁目90 0123-59-7283

南清水沢4丁目28番地 0123-59-6744

㈱いわせき 夕張営業所

㈱北島商会 ニュー清水沢給油所

清水沢2丁目 0123-59-5670

南清水沢4丁目28番地 0123-59-7406

㈲高杉

★　㈱木村新聞店 清水沢オオハシ電気

㈱勝栄堂

㈱スポートピア ゆうばり自然体験塾

本町5丁目24番地2 0123-52-1650

清水沢2丁目117番地 0123-59-2089

南清水沢4丁目29番地 0123-59-7781

山田理容院　

夕進自動車商事㈱

はりきゅう整骨　櫻井治療

本町5丁目24番地 0123-52-3351

清水沢2丁目19番地 0123-59-7411

本町4丁目54番地5 0123-52-2448

★　㈲寿五

大成貨物運送㈱

本町5丁目54番地ゆうばり共生型ファーム２階 0123-52-1800

清水沢2丁目124番地 0123-59-4148

南清水沢4丁目66番地 0123-59-7020

パール外尾美容室 大晃電気工業㈱

北宝建設㈱

本町6丁目1番地3 0123-53-2121

清水沢2丁目174番地13 0123-59-7236

南部岳見町22番地 0125-22-0772

司法書士・行政書士いまがわ事務所 ㈲三河屋

岩野石油店

本町6丁目5番地24 0123-52-2218

清水沢2丁目120番地 0123-59-7120

南部新光町38番地 0123-55-2155

セイコーマート　夕張本町 ★　駅前食堂

夕張市農業協同組合　沼ノ沢給油所

末広1丁目1番地4 0123-52-3337

清水沢3丁目 0123-59-7876

南部新光町38番地 0123-55-2522

渡辺商店 岩森商店

JA夕張メロンドーム

末広1丁目46番地 0123-52-2005

清水沢3丁目 0123-59-7728

南部東町8番地 0123-55-2828

★　Café＆Sweets　和 佐々木電器

★　くるみ食堂

末広1丁目74番地 0123-52-3100

清水沢3丁目2番地 0123-59-6086 沼ノ沢102番地 0123-57-3627

太田商店 ㈲文化堂　

丸大石油㈱
末広1丁目81番地1ゆうばり屋台村内 090-8273-7535

清水沢3丁目25番地 0123-59-7131 沼ノ沢213番地27 0123-57-2020

夕張メロン市場 ポーラ美容室

㈱北未来
末広1丁目81番地1ゆうばり屋台村内 0123-52-5552

清水沢3丁目35番地 0123-59-2022 沼ノ沢826番地48 0123-57-7727

★　カレーそば旭 関塚洋品店

★　㈲メイプルタウン

末広1丁目94番地 0123-52-2705

清水沢3丁目65 0123-59-3516 紅葉山38番地 0123-58-3011

★　鶴が亭　 ★　お菓子のふじ

★　居酒屋　いわい

末広1丁目94番地 0123-52-3974

清水沢3丁目130 0123-59-7878 紅葉山43番地 090-9434-1462

空知日石㈱　夕張末広給油所 ★　㈲夕張あきんど屋

セブンイレブン　夕張紅葉山店

末広2丁目1番地6 0123-52-2631

清水沢3丁目131番地　 0123-59-3504 紅葉山526番地12 0123-58-2206

★　居酒屋　酒道楽 セイコーマート　夕張清水沢

空知日石㈱　紅葉山南SS

末広2丁目1番地7 0123-52-4457

清水沢3丁目131番地2 0123-59-3711 紅葉山73番地 0123-58-2017

㈲ビックショップかね安　 清光堂時計眼鏡店

セイコーマート　もみじやま

鹿の谷1丁目6番地 0123-52-2470

清水沢3丁目134番地 0123-59-7907 紅葉山454番地1 0123-58-2002

いわぐち商店

清水沢清栄町85番地6 0123-59-7434 紅葉山471番地8 0123-58-2140

★　㈱うさぎや

永豊商事㈱

紅葉山526番地19　夕張メロード内 0123-58-2032

㈱丸友

鹿の谷1丁目32番地 0123-52-4533

清水沢清栄町84番地 0123-59-7628 紅葉山464番地 0123-58-2331

新町モータース商会

㈲ビックモロー JA夕張市メロード店

若菜2番地16 0123-52-4141

清水沢清栄町109番地 0123-59-7770 紅葉山526番地19 0123-53-8111

理容室　ナカ 杉山薬局

清水沢宮前町14

エア・ウォーター・ライフソリューション㈱夕張サービスセンター

0123-59-7218鹿の谷3丁目3番地 0123-52-2065

問合せ先：夕張商工会議所　52-3266

夕張鉄道㈱

清水沢コミュニティゲート ★　㈲阿部菓子舗

夕張市若菜2番地19 0123-56-6306

清水沢宮前町39 宮コ23 0123-57-7463 紅葉山526番地19　夕張メロード内 0123-58-2021

㈲北一　竹中商店　

若菜2番地 0123-56-5253

清水沢清陵町62 0123-59-5186

夕張市若菜2番地26 0123-56-5586

清水沢清陵町59

夕張第一交通㈱


