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㈱田季野 会津若松市栄町５－３１ ２５－０８０８ 会津若松 可 飲食業 会席料理
会津料理　鶴井筒 　　　　　　　　東山町院内１０９－１ ２６－５６２９ 会津若松 否 飲食業 会席料理
居酒屋　源蔵 　　　　　　　　馬場町１－９ ２４－９１３８ 会津若松 可 飲食業 居酒屋
居酒屋だいこん家 　　　　　　　　東栄町６－１７ ２６－９５０８ 会津若松 否 飲食業 居酒屋
居食屋　太平楽 　　　　　　　　桧町３－３ ２９－６３８５ 会津若松 否 飲食業 居酒屋
さんなんぼう 　　　　　　　　西栄町２－１１ ２８－７１００ 会津若松 否 飲食業 居酒屋
八剣伝会津大町店                 大町１－８－５カネマンビル1Ｆ ３７－０８８８ 会津若松 可 飲食業 居酒屋
（有）舞酒 　　　　　　　　上町１－１９ ２４－６４２０ 会津若松 可 飲食業 居酒屋
飲喰処　大丸 　　　　　　　　栄町５－４５ ２５－３５７９ 会津若松 否 飲食業 居酒屋
会津しこん 　　　　　　　　栄町８－３５　ヴェルファーレ上六日１階 ３７－１７０７ 会津若松 可 飲食業 飲食店
會津遊食　たか膳 　　　　　　　　河東町南高野字高塚山５７ ７５－５６６７ 会津若松 可 飲食業 飲食店
いさみ 　　　　　　　　馬場町１－１３ ２２－００６４ 会津若松 否 飲食業 飲食店
割烹　萬里 　　　　　　　　栄町４－３７ ２２－８５０２ 会津若松 可 飲食業 飲食店
牛乳屋食堂 　　　　　　　　大戸町上三寄香塩３４３ ９２－２５１２ 会津若松 否 飲食業 飲食店
四季の会席　しゃとれ蔵 　　　　　　　　東栄町４－２０ ２６－９０６７ 会津若松 否 飲食業 飲食店
渋川問屋 　　　　　　　　七日町３－２８ ２８－４０００ 会津若松 否 飲食業 飲食店
ちゃんこやぐら太鼓 　　　　　　　　北滝沢２丁目１－６２ ２５－１４１３ 会津若松 可 飲食業 飲食店
とんかつ　とん亭 　　　　　　　　天寧寺町１－１１ ２７－２１９１ 会津若松 否 飲食業 飲食店
とんかつ番番 　　　　　　　　東千石２丁目１－３２ ２７－６３２７ 会津若松 可 飲食業 飲食店
やまでら茶屋 　　　　　　　　七日町３－３２ ２６－８０７９ 会津若松 可 飲食業 飲食店
（有）ハジャイ 　　　　　　　　栄町１－２０ ２７－５５５９ 会津若松 可 飲食業 飲食店
(有)マルイ 　　　　　　　　古川町３-５ ２８－０７７１ 会津若松 否 飲食業 飲食店
(有)よろずやエンタ-プライズ 　　　　　　　　中央一丁目１－３８ ３２－２１７７ 会津若松 可 飲食業 飲食店
洋食家ふらいと 　　　　　　　　東山町院内１５２－３ ２７－６０２７ 会津若松 可 飲食業 飲食店
㈱鶴ヶ岡茶寮 　　　　　　　　東栄町８－４７ ２６－６０５２ 会津若松 可 飲食業 飲食店
㈱マナックビジネス　會津とらぞう 　　　　　　　　一箕町大字八幡字弁天下１２ ２５－４１８８ 会津若松 可 飲食業 飲食店
元祖煮込ソースカツ丼　なかじま 　　　　　　　　上町２－３９ ２４－５１５１ 会津若松 可 飲食業 飲食店
（有）みよし　千成友ぜん 　　　　　　　　上町２－３４ ２５－２１９３ 会津若松 否 飲食業 割烹料理店
會津壹番館 　　　　　　　　中町４－１８ ２７－３７５０ 会津若松 否 飲食業 喫茶業
(有)花小路（パーラージロー） 　　　　　　　　栄町２-１２ ２５－２００２ 会津若松 否 飲食業 パーラー
花もよう 　　　　　　　　上町１－３６ ２４－０２１８ 会津若松 否 飲食業 酒場
ムーンライト 　　　　　　　　栄町７－５２Ｍビル２階 ３２－７５３５ 会津若松 否 飲食業 酒場
（有）クーパーズコーポレーションｔｈｅｂａｒｃｏｚｙ 　　　　　　　　栄町８－１９ ３３－０７５２ 会津若松 否 飲食業 酒場
来夢来人 　　　　　　　　駅前町５－４ ２２－２５５８ 会津若松 否 飲食業 酒場
更科 　　　　　　　　飯盛１－１－２８ ２７－５４１３ 会津若松 否 飲食業 食堂
会津迎賓館　寿し万 　　　　　　　　駅前町６－２５ ２５－３３１１ 会津若松 否 飲食業 寿司
ひょうたん駒 　　　　　　　　桧町４－５ ２７－１１３３ 会津若松 否 飲食業 寿司
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（有）亀井鮨 会津若松市馬場町１－８ ２２－９７４４ 会津若松 可 飲食業 寿司
亀鶴寿司 　　　　　　　　中町２－８２ ２７－８５９６ 会津若松 否 飲食業 寿司
すし万大将 　　　　　　　　町北町藤室字達磨１６２ ２２－１９８０ 会津若松 飲食業 寿司
ステーキ左雨 　　　　　　　　中町１－１０ ２６－９８４５ 会津若松 否 飲食業 ステーキ
キャトルシェフ　そば御膳　そば店 　　　　　　　　白虎町１７１－２ ３７－１６１０ 会津若松 否 飲食業 そば
そば処　彦いち 　　　　　　　　大戸町上三寄大豆田８７８ ９２－２３２０ 会津若松 可 飲食業 そば
そば処和田 　　　　　　　　和田２－２－９ ２８－１００１ 会津若松 否 飲食業 そば
(有)徳一（手打ちそば・うどん徳一） 　　　　　　　　東千石町１丁目５-１７ ２８－５６８１ 会津若松 可 飲食業 そば・うどん
㈱会津香寿庵 　　　　　　　　東栄町１-８４ ２６－８４８４ 会津若松 可 飲食業 そば・うどん
中華飯店　大川 　　　　　　　　大町２－１３－２３ ２２－９６７２ 会津若松 否 飲食業 中華料理
中華料理　萬来軒　城南店 　　　　　　　　門田町黒岩字城南１３８－１ ２８－８０８８ 会津若松 否 飲食業 中華料理
中華料理　萬来軒　千石店 　　　　　　　　花畑東３－２４ ２４－５２８０ 会津若松 否 飲食業 中華料理
中華料理　萬来軒　鶴賀店 　　　　　　　　鶴賀町３－３２ ２４－６４８１ 会津若松 否 飲食業 中華料理
中国料理　四季花 　　　　　　　　行仁町３－１４ ２２－５７７２ 会津若松 可 飲食業 中華料理
チャイナレストラン　ジャスミン 　　　　　　　　桧町５－４７ ２７－９２７５ 会津若松 否 飲食業 中華料理
猿滝茶屋 　　　　　　　　東山町湯川字上ノ入甲６９０－１ ２９－５６７８ 会津若松 否 飲食業 手打ちそばうどん
㈱萬花楼 　　　　　　　　東栄町１０－６ ２７－４５６７ 会津若松 否 飲食業 日本料理
キャトルシェフ　キャトルディッシュパスタ店 　　　　　　　　白虎町１７１－２ ３７－０７８０ 会津若松 否 飲食業 パスタ店
高麗家 　　　　　　　　上町８－３０センチュリーホテル１階 ２５－４１２９ 会津若松 可 飲食業 焼肉店
㈱マナックビジネス　炙りや牛ぞう 　　　　　　　　中央１－２－２ ２４－１１２９ 会津若松 可 飲食業 焼肉店
あいつ゛らあめん頓珍館 　　　　　　　　東年貢一丁目５－２ ２８－３６８０ 会津若松 可 飲食業 ラーメン
一風亭 　　　　　　　　天寧寺町１－５ ２８－４８８５ 会津若松 否 飲食業 ラーメン
支那そばやおき食堂 　　　　　　　　西年貢１－２－５タニイビル１Ｆ ２９－６２７７ 会津若松 否 飲食業 ラーメン
（有）めでたいや 　　　　　　　　千石町３－１ ３３－０２８８ 会津若松 否 飲食業 ラーメン
らーめん　まったり 　　　　　　　　北滝沢２丁目４－１２ ２５－３４８１ 会津若松 否 飲食業 ラーメン
キャトルシェフ　レストラン 　　　　　　　　一箕町大字八角字中村東７１－４ ２２－５４８０ 会津若松 否 飲食業 レストラン
レストラン葡萄屋 　　　　　　　　東栄町７－３１ ２７－４４６２ 会津若松 否 飲食業 レストラン
和風レストラン　くいしん坊 　　　　　　　　中町４－３１ ２６－８２３９ 会津若松 可 飲食業 和風レストラン
会津交通㈱ 　　　　　　　　東栄町１-８３ ２６－６６５５ 会津若松 可 運輸業 タクシ－
会津タクシ－㈱ 　　　　　　　　米代２丁目１－１０ ３８－１１１０ 会津若松 可 運輸業 タクシ－
会津鉄道㈱ 　　　　　　　　材木町１－３－２０ ２８－５８８５ 会津若松 可 運輸業 旅客運輸
㈱新城 　　　　　　　　城南町４－４９ ２７－６６０１ 会津若松 否 建設業 建設土木・資材販売
(有)根本塗装店 　　　　　　　　南花畑２－７１ ２７－３００６ 会津若松 否 建設業 建築塗装業
㈱会津建窓 　　　　　　　　門田町飯寺字村西９８ ３８－８０００ 会津若松 否 建設業 サッシ
(有)稲忠 　　　　　　　　大町１－１－３３ ２７-１０４８ 会津若松 可 建設業 畳工事
(有)前川電機商会 　　　　　　　　東栄町１－２１ ２７－３１６６ 会津若松 可 建設業 電機
ツタヤ　会津アピオ店 　　　　　　　　インター西１１８ ３７－２６３３ 会津若松 可 小売業 ＣＤ書籍
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ツタヤ　神明通り店 会津若松市栄町２－１４ ３８－０６１１ 会津若松 可 小売業 ＣＤ書籍
ツタヤ　滝沢店 　　　　　　　　一箕町大字八幡字牛が墓７－１ ３９－６７００ 会津若松 可 小売業 ＣＤ書籍
ツタヤ　年貢店 　　　　　　　　門田町大字日吉字小金井１９ ２９－１３４０ 会津若松 可 小売業 ＣＤ書籍
アイスブティックモンジューあいづ店 　　　　　　　　中町３-５３会津ロイヤルプラザビル１階 ２８－５４３３ 会津若松 可 小売業 アイスクリーム
フラワ－ショップゆき 　　　　　　　　中町３－５３ ２７－９２０６ 会津若松 可 小売業 ア－トフラワー
(有)家具の大須賀 　　　　　　　　旭町７－２０ ２２－８２３６ 会津若松 否 小売業 一般家具
タイガードラッグストア神明店 　　　　　　　　中町１－４３ ２９－２０５１ 会津若松 可 小売業 医薬品
タイガードラッグストア門田店 　　　　　　　　門田町黒岩字大坪１－１ ３８－２０５４ 会津若松 可 小売業 医薬品
㈱神保薬品 　　　　　　　　大町２－９－３ ２２－０７４９ 会津若松 可 小売業 医薬品
(有)宮森　　宮森薬局 　　　　　　　　東栄町８－７ ２８－００３１ 会津若松 否 小売業 医薬品化粧品
（有）風間（ブティックＫＡＺＡＭＡ） 　　　　　　　　大町２丁目１１－２１ ２４－０９６６ 会津若松 否 小売業 衣料品
自遊着衣家 　　　　　　　　桧町１－３１八幡ビル１０１号 ２５－５１１８ 会津若松 否 小売業 衣料品
長谷川呉服店 　　　　　　　　材木町１－９－１６ ２７－２０９８ 会津若松 可 小売業 衣料品
和ギャラリー衣千花 　　　　　　　　大町１丁目１０－３５ ２２－２９１４ 会津若松 可 小売業 衣料品、小物
たかせ 　　　　　　　　七日町３－３６ ２７－２１３３ 会津若松 可 小売業 衣料品雑貨小売
中島工房ミューズ（ＭＵＳＥ） 　　　　　　　　中央３丁目３－７ ２４－６４３３ 会津若松 否 小売業 印鑑
(有)佐島屋印刷所 　　　　　　　　中央１－２－５ ２４－０４０５ 会津若松 否 小売業 印刷一般
ハンコセンター　ハピネス 　　　　　　　　東栄町２－３０ ３８－４５６６ 会津若松 否 小売業 印章小売業
㈱関美工堂（ビープレゼ） 　　　　　　　　西栄町６－３０ ２７－３２００ 会津若松 否 小売業 インテリア雑貨
㈱宮崎本店 　　　　　　　　本町９－１３ ２８－１３６６ 会津若松 可 小売業 インテリア用品
吉田民江商店 　　　　　　　　上町１－３ ２２－１１２５ 会津若松 可 小売業 インテリア用品
イエローハット会津インター店 　　　　　　　　町北町大字始字宮前８１ ３２－３８１１ 会津若松 可 小売業 カー用品
イエローハット西若松店 　　　　　　　　門田町大字飯寺字村西８８４ ２８－７６１２ 会津若松 可 小売業 カー用品
㈱マイム 　　　　　　　　中央３丁目７－３０ ３９－２９２２ 会津若松 否 小売業 介護用品
ビビホーム大和一 　　　　　　　　インター西１０２ ３２－６４４６ 会津若松 否 小売業 家具
㈱大関家具店 　　　　　　　　本町９－３ ２７－０６４９ 会津若松 可 小売業 家具インテリア
（有）坂田家具店 　　　　　　　　日新町１－４３ ２７－１３１６ 会津若松 否 小売業 家具小売
(有)オークビレッジ 　　　　　　　　飯盛１丁目１－１６ ２９－１０２４ 会津若松 可 小売業 家具雑貨
(有)井澤屋家具店 　　　　　　　　本町１１-５ ２７-２３３０ 会津若松 否 小売業 家具販売
会津路菓子処　白虎堂 　　　　　　　　馬場町1－51 ２２－１１２３ 会津若松 可 小売業 菓子
熊野屋七日町店 　　　　　　　　七日町５－１７ ２２－７４１１ 会津若松 可 小売業 菓子
姿焼き本舗鈴や 　　　　　　　　栄町６－６ ２４－１３６５ 会津若松 可 小売業 菓子
(有)伊勢屋製菓 　　　　　　　　大町１－３－１ ２２－１６５２ 会津若松 可 小売業 菓子
（有）吉田菓子舗 　　　　　　　　馬場町１－２２ ２２－０９８５ 会津若松 否 小売業 菓子
㈱長門屋飯盛店 　　　　　　　　飯盛２－１４－２８ ２９－１８００ 会津若松 可 小売業 菓子
㈱長門屋七日町店 　　　　　　　　七日町３－３０ ２９－７０７０ 会津若松 可 小売業 菓子
㈱会津葵 　　　　　　　　追手町４-１８ ２６－５５５５ 会津若松 否 小売業 菓子販売
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㈱太郎庵　会津城南店 会津若松市天神町２２-２４ ２８－１５００ 会津若松 可 小売業 菓子販売
㈱太郎庵　会津総本店 　　　　　　　　白虎町１８０-１ ３２－２８７７ 会津若松 可 小売業 菓子販売
㈱太郎庵　会津西栄店 　　　　　　　　西栄町２-１６ ２８－８３１０ 会津若松 可 小売業 菓子販売
㈱太郎庵　七日町菓房 　　　　　　　　七日町３-３５ ２６－２１３７ 会津若松 可 小売業 菓子販売
㈱太郎庵　にいでら工房 　　　　　　　　門田町飯寺字村西７４７-１ ２６－２１３７ 会津若松 可 小売業 菓子販売
福島日石㈱ 　　　　　　　　日吉町８－３４ ２７－７４７４ 会津若松 否 小売業 ガス灯油
ＭＵＳＩＣＰＬＡＺＡ白水堂会津若松店 　　　　　　　　米代２丁目２－５ ３６－６６０１ 会津若松 可 小売業 楽器
うえのホーム電器 　　　　　　　　一箕町大字鶴賀字堤２－５１ ２５－３５８４ 会津若松 否 小売業 家電
星家電 　　　　　　　　材木町２丁目８－３９ ２７－２６０７ 会津若松 否 小売業 家電製品
(有)タックル 　　　　　　　　桧町４－４５ ２８－１５７７ 会津若松 否 小売業 家電販売
ケーズデンキ会津若松本店 　　　　　　　　町北町大字藤室字道上８４－１ ３９－４０５０ 会津若松 否 小売業 家電製品
三浦英二商店 　　　　　　　　西栄町９－１９ ２７－０５１８ 会津若松 否 小売業 金物
（資）武藤紙店 　　　　　　　　中央１丁目２－２６ ２４－０６１１ 会津若松 否 小売業 紙
若松フォトサービス 　　　　　　　　本町９－１５ ２７－０１９７ 会津若松 可 小売業 カメラ写真
㈱写真とカメラ　サイトウ 　　　　　　　　栄町６－１５ ２４－０５６７ 会津若松 可 小売業 カメラ写真
メガネのｻﾄｳ 　　　　　　　　追手町７-１５ ２８-００１９ 会津若松 可 小売業 眼鏡
メガネのアイワ 　　　　　　　　栄町３－２３ ２７－１４４０ 会津若松 可 小売業 眼鏡　補聴器
㈱あいづ陶苑（三徳） 　　　　　　　　大町１－９－２０ ２４－８２００ 会津若松 可 小売業 ギフト全般
ギフトプラザ会津店（㈱おおつか） 　　　　　　　　インター西１０６ ２２－０００７ 会津若松 否 小売業 ギフト販売
丸桝．呉服店                 本町４番５号 ２７－１１９２ 会津若松 可 小売業 呉服
きもの伝承　絆 　　　　　　　　一箕町八幡字牛が墓２６４ ３６－０３３０ 会津若松 否 小売業 着物
みますや呉服店 　　　　　　　　本町８－１４ ２８－０４６０ 会津若松 可 小売業 着物
きものの店　皆長呉服店 　　　　　　　　中央１丁目５－３８ ２２－１３４２ 会津若松 否 小売業 着物衣料品
㈱有紀 　　　　　　　　町北町大字上荒久田字宮下６３ ３９－２３０８ 会津若松 否 小売業 桐製品
㈱エヌ・エス・シー 　　　　　　　　北滝沢２－１－２３ ２２－６６６３ 会津若松 可 小売業 携帯電話
(有)山形屋本店 　　　　　　　　上町２－３４ ２２－５７６９ 会津若松 可 小売業 化粧品
㈱オオタ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 　　　　　　　　栄町１－２２ ２６－１２３０ 会津若松 可 小売業 化粧品
ＮＡＫＡＪＩＭＡ（なかじま） 　　　　　　　　表町２－２ ２７－８８２１ 会津若松 可 小売業 化粧品販売
コスメティック　ルビー 　　　　　　　　中町４－３７ ２７－２６３９ 会津若松 可 小売業 化粧品婦人雑貨
星白清堂 　　　　　　　　上町１－３ ２２－０７０５ 会津若松 可 小売業 化粧品婦人雑貨
珈琲館　アメリカ屋 　　　　　　　　上町２－３５ ２２－２７６６ 会津若松 可 小売業 コーヒー
ベビーランドさがら 　　　　　　　　一箕町大字八幡字牛ヶ墓１８－６ ２９－３６８１ 会津若松 可 小売業 子供用品
山寺衣服店 　　　　　　　　大町１－８－１２ ２２－０５７５ 会津若松 可 小売業 呉服、洋服店
大堀米店 　　　　　　　　七日町１３－１ ２２－０６７５ 会津若松 否 小売業 米
山城屋 　　　　　　　　蚕養町１－６ ２２－０１４１ 会津若松 可 小売業 米
(有)伊藤食糧 　　　　　　　　東山町石山院内１２５ ２７－００５６ 会津若松 否 小売業 米
渡久商店 　　　　　　　　上町３－２７ ２２－１４２２ 会津若松 可 小売業 米、酒
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(有)あいづ松川 会津若松市神指町大字高久字高久２４２－１ ２２－５２９４ 会津若松 否 小売業 米穀
石本米穀店 　　　　　　　　扇町１２４ ２２－２４０１ 会津若松 可 小売業 米販売
ゴルフショップ　あいつ゛ 　　　　　　　　和田二丁目一番８号 ２６－２８８０ 会津若松 可 小売業 ゴルフ用品
（有）福門商会（ファミリーマート会津千石町店） 　　　　　　　　東千石１丁目５－２ ３２－１１８７ 会津若松 否 小売業 コンビニエンスストア
（有）福門商会（ファミリーマート会津七日町店） 　　　　　　　　大町１－３１ ３８－２５７１ 会津若松 否 小売業 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津東山店 　　　　　　　　東山町大字石山字天寧３４７－１ ２９－４７９５ 会津若松 否 小売業 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津幕内店 　　　　　　　　幕内東町１１－９ ２８－２００８ 会津若松 否 小売業 コンビニエンスストア

㈱新城酒店 　　　　　　　　行仁町１－１５ ２２－０９０７ 会津若松 否 小売業 酒
越澤屋 　　　　　　　　一箕町大字八幡字滝沢１２６ ２２－６７０９ 会津若松 否 小売業 酒タバコ
横田酒店 　　　　　　　　大塚２丁目１－５５ ２５－３２２３ 会津若松 否 小売業 酒たばこ
（有）うめや商店 　　　　　　　　大町１丁目２－３９ ２２－１５４７ 会津若松 否 小売業 酒類
㈱やまや門田店 　　　　　　　　北青木５－２６ ３６－５５３１ 会津若松 可 小売業 酒類販売
㈱パティズ 　　　　　　　　宮町５－１４ ２９－０１００ 会津若松 否 小売業 雑貨
ソクラテス 　　　　　　　　中央１丁目１－３７ ３２－３０６８ 会津若松 否 小売業 雑貨小売
鈴善工業㈱ 　　　　　　　　中央１丁目３－２８ ２２－０６８０ 会津若松 可 小売業 漆器
(有)小野寺漆器店 　　　　　　　　大町２－１－５ ２４－０６６６ 会津若松 可 小売業 漆器
㈱白木屋漆器店 　　　　　　　　大町一丁目２－１０ ２２－０２０３ 会津若松 可 小売業 漆器
㈱大生（漆器のあいづや） 　　　　　　　　飯盛１丁目２－３８ ３６－５４３２ 会津若松 否 小売業 漆器
（有）中村豊蔵商店　 　　　　　　　　一箕町大字八幡字坂下甲１４０２ ２２－１５５４ 会津若松 否 小売業 そば道具一式
いのうえさいくる 　　　　　　　　大塚２丁目５－２ ２２－００７７ 会津若松 否 小売業 自転車
セフティサイクルショップ　スズキ 　　　　　　　　一箕町大字亀賀字郷の原４５５ ２４－１０７０ 会津若松 可 小売業 自転車バイク
(有)松坂屋商会 　　　　　　　　東栄町３－４０ ２８－１５２５ 会津若松 可 小売業 自転車販売
会津スバル自動車㈱ 　　　　　　　　一箕町大字亀賀字郷の原２２７－２ ２３－１１４１ 会津若松 可 小売業 自動車販売
会津三菱自動車販売㈱ 　　　　　　　　町北町藤室達摩１６８－１ ２５－２７１１ 会津若松 否 小売業 自動車販売
末廣酒造㈱ 　　　　　　　　日新町１２－３８ ５４－７７８８ 会津若松 否 小売業 酒造業
（有）大竹種苗店（神指店） 　　　　　　　　神指町黒川字芦野８６８ ２４－１３９８ 会津若松 否 小売業 種苗業
（有）大竹種苗店（本店） 　　　　　　　　大町２丁目５－３ ２２－２９３９ 会津若松 否 小売業 種苗業
馬さしの鈴静 　　　　　　　　西七日町３－３ ２２－２４８８ 会津若松 否 小売業 食肉
（有）中村商店 　　　　　　　　千石町１－８ ３２－０５７７ 会津若松 否 小売業 食品卸
ＣＯＯＰ　ＢＥＳＴＡにいでら 　　　　　　　　門田町大字飯寺字村西３８５－２ ２６－５２００ 会津若松 否 小売業 食料品
ＣＯＯＰバリュー博労町通りあいおい 　　　　　　　　相生町７－１６ ３７－０１３３ 会津若松 否 小売業 食料品
ＣＯＯＰバリューほんまち 　　　　　　　　本町８－１ ２６－８８１１ 会津若松 否 小売業 食料品
会津若松駅　食品館ピボット 　　　　　　　　駅前町１－１０ ３７－７６３３ 会津若松 可 小売業 日用品・食料品
紙屋商店 　　　　　　　　七日町３－４３ ２７－０４７１ 会津若松 可 小売業 食料品
自然食品の専門店　玄 　　　　　　　　一箕町大字鶴賀字上居合１７５－８ ３２－１８５０ 会津若松 否 小売業 食料品
スーパーヤマヘイ 　　　　　　　　本町３－２２ ２７－４７８８ 会津若松 可 小売業 食料品
フレッシュマートタカク 　　　　　　　　材木町１-５-４６ ２７－５７４０ 会津若松 可 小売業 食料品
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（有）糸吉商店（ブイチェーン行仁店） 会津若松市行仁町４－８ ２２－１９９７ 会津若松 否 小売業 食料品
㈱マルトモ 　　　　　　　　米代２－６－３６ ２９－００６１ 会津若松 可 小売業 食料品
（有）河内屋商店スーパーかねか城北店　　　　　　　　城北町４－２ ２５－０５５６ 会津若松 可 小売業 食料品
リオンドール　アピオ店 　　　　　　　　インター西１１６ ３２－６５１１ 会津若松 可 小売業 日用品・食料品
リオンドール　駅前店 　　　　　　　　中央３－８－８ ２２－００６５ 会津若松 可 小売業 日用品・食料品
リオンドール　滝沢店 　　　　　　　　一箕町大字八幡字牛ヶ墓７－１ ３９－６７１１ 会津若松 可 小売業 日用品・食料品
リオンドール　七日町店 　　　　　　　　西七日町２１－１２ ２２－１０００ 会津若松 可 小売業 日用品・食料品
リオンドール　年貢店 　　　　　　　　門田町大字日吉字小金井３７ ２８－７７００ 会津若松 可 小売業 日用品・食料品
リオンドール　門田店 　　　　　　　　東年貢１－２－２５ ３８－４３１１ 会津若松 可 小売業 日用品・食料品
リオンドール　若松店 　　　　　　　　中町４－３６ ２６－２１１５ 会津若松 可 小売業 日用品・食料品
㈱ヨークベニマル飯寺店 　　　　　　　　門田町大字飯寺字村西７３７-１ ３８－３２６０ 会津若松 否 小売業 日用品・食料品
㈱ヨークベニマル一箕町店 　　　　　　　　一箕町大字亀賀字藤原５２番地 ２５－２４１１ 会津若松 否 小売業 日用品・食料品
㈱ヨークベニマル西若松店 　　　　　　　　住吉町２８２ ２７－８３１１ 会津若松 否 小売業 日用品・食料品
㈱ヨークベニマル花春店 　　　　　　　　花春町３－１６ ２８－２２１１ 会津若松 否 小売業 日用品・食料品
㈱ヨークベニマル門田店 　　　　　　　　天神町２２-１１ ２９－４９１１ 会津若松 否 小売業 日用品・食料品
テイク㈱竹田綜合病院内売店 　　　　　　　　山鹿町３－２７ ２９－９８２８ 会津若松 否 小売業 日用品・食料品
(有)百足屋商店 　　　　　　　　新横町１－１ ２７－３２５１ 会津若松 否 小売業 食料品酒類
ふとんの　いわぶち 　　　　　　　　門田町日吉字対馬館７６－７ ２６－４５１８ 会津若松 否 小売業 寝具販売
スーパースポーツゼビオ会津若松町北店 　　　　　　　　町北町大字上荒久田字宮下１５８ ２２－３８３９ 会津若松 可 小売業 スポーツ用品
（有）タナカスポーツ 　　　　　　　　白虎町１１４－２ ２２－６６４２ 会津若松 否 小売業 スポーツ用品
（有）エンドー花店 　　　　　　　　花春町１－２４ ２６－５５６６ 会津若松 可 小売業 生花
(有)きくや生花店 　　　　　　　　西栄町１-８２ ２７－３５８５ 会津若松 否 小売業 生花
会津地区青果物商業協同組合 　　　　　　　　一箕町大字鶴賀字船ヶ森東４７０ ２５－１１７８ 会津若松 否 小売業 青果小売
栄川酒造㈱ 耶麻郡磐梯町大字更科字中曽根平６８４１－１１　　　　　　　　７３－２３００ 会津若松 可 小売業 清酒
鶴乃江酒造㈱ 　　　　　　　　七日町２－４６ ２７－０１３９ 会津若松 否 小売業 清酒食品
会津酒造歴史館 　　　　　　　　東栄町８－７ ２７－００３１ 会津若松 否 小売業 清酒土産品
アピタ会津若松店 　　　　　　　　神指町南四合字幕内南１５４ ３６－５６１１ 会津若松 可 小売業 総合小売
紀州園　佐原商事(有) 　　　　　　　　大町１－１－５５ ２８－０２１４ 会津若松 可 小売業 茶
（有）佐々木茶舗 　　　　　　　　大町２丁目１０－７ ２２－０２４６ 会津若松 否 小売業 茶
加藤陶器店 　　　　　　　　大町１丁目１－５２ ２７－５３３０ 会津若松 可 小売業 陶器
㈱やま陶　　　 　　　　　　　　東山町石山字天寧６７ ２６－２５０７ 会津若松 可 小売業 陶器
㈱マインド 　　　　　　　　一箕町八幡墓料７６－７ ２５－１００５ 会津若松 可 小売業 灯油
㈱三原 　　　　　　　　大町１－１－４４ ２７－０７５４ 会津若松 否 小売業 時計カメラ貴金属
遠藤時計店 　　　　　　　　大町１－６－１０ ２２－１８４８ 会津若松 可 小売業 時計宝飾
（有）ｻﾄｳ時計店 　　　　　　　　中町１－１ ２７－１２９０ 会津若松 否 小売業 時計宝飾メガネ
（有）日栄堂 　　　　　　　　大町１－１０－１４ ２７－０８９２ 会津若松 否 小売業 時計宝石眼鏡
大宮堂 　　　　　　　　栄町３－２４ ２７－１５２９ 会津若松 可 小売業 時計宝石メガネ
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ホシ時計店 会津若松市中央１丁目１－１９ ２７－１３０３ 会津若松 可 小売業 時計メガネ宝飾
長門屋時計眼鏡店 　　　　　　　　本町４－１０ ２７－２７９５ 会津若松 可 小売業 時計メガネ
会津の納豆屋さん（元祖白糸納豆） 　　　　　　　　滝沢町４－１９ ２２－２２６８ 会津若松 否 小売業 納豆
小澤商店（小澤ろうそく店） 　　　　　　　　西栄町６－２７ ２７－０６５２ 会津若松 否 小売業 日用品
カインズホーム会津若松店 　　　　　　　　門田町大字黒岩字大坪２１ ２９－１１２２ 会津若松 否 小売業 ホームセンター
ダイユーエイト会津若松店 　　　　　　　　駅前町１－３０ ３７－７８８０ 会津若松 可 小売業 ホームセンター
ダイユーエイト西若松店 　　　　　　　　門田町大字飯寺字村西６４９－１ ２８－３２７７ 会津若松 可 小売業 ホームセンター
㈱石堂園茶舗 　　　　　　　　大町１－８－１１ ２２－０１５８ 会津若松 可 小売業 日本茶
㈱Ａ＆Ａ 　　　　　　　　町北町大字中沢字大道西上甲１８０６－１ ２４－２９０１ 会津若松 否 小売業 農業関連用品
木履庵 　　　　　　　　大町１－１－５１ ２７－１２０２ 会津若松 否 小売業 履物
大松屋 　　　　　　　　上町２－５ ２２－１５４６ 会津若松 可 小売業 はきもの
(有)ハニー松本 　　　　　　　　材木町２-１-４ ２７－２１３１ 会津若松 否 小売業 蜂蜜食品加工
(有)林製パン 　　　　　　　　材木町１丁目８－２０ ２７－６５２３ 会津若松 可 小売業 パン
(有)北海食品 　　　　　　　　表町１－２５ ３８－３９７７ 会津若松 否 小売業 パン販売
(有)介護福太郎 　　　　　　　　一箕町亀賀字藤原３１６－２ ３７－２１６６ 会津若松 可 小売業 福祉用品
㈱コナカ 　　　　　　　　南千石町２－３６ ２８－７０４７ 会津若松 可 小売業 紳士服
松屋衣料店 　　　　　　　　大町二丁目７－１１ ２２－２４６１ 会津若松 可 小売業 婦人衣料
四国屋 　　　　　　　　本町４－１６ ２７－０１０６ 会津若松 可 小売業 婦人衣料品
ファパ－ル 　　　　　　　　栄町３－２６ ２７－０２５１ 会津若松 可 小売業 婦人衣料品
やまがたや本店・山形屋支店 　　　　　　　　栄町１－１９ ２７－２３８５ 会津若松 否 小売業 婦人服
（有）さわ 　　　　　　　　大町１－８－２４ ２５－１６９５ 会津若松 否 小売業 婦人服
タカハシブラザー 　　　　　　　　中町４－３８ ２７－１３４１ 会津若松 可 小売業 婦人服手芸用品
㈱川島屋文具店 　　　　　　　　大町２丁目８－１４ ２２－５１３１ 会津若松 可 小売業 文具事務機
文具市場　プラネット 　　　　　　　　インター西１１１ ２５－０９８８ 会津若松 否 小売業 文房具
(有)つるや商店若松店 　　　　　　　　大町一丁目８－２７ ２５－１０８０ 会津若松 可 小売業 文房具
㈱栄町オサダ 　　　　　　　　中町１－４ ２６－５６７１ 会津若松 可 小売業 文房具
外島米店 　　　　　　　　大町２丁目１０－１３ ２２－０５２７ 会津若松 可 小売業 米穀
㈱石井商店 　　　　　　　　日新町１６－２７ ２６－０６５１ 会津若松 否 小売業 米穀販売
㈱オ－スカ 　　　　　　　　中町２－８７ ２７－０８８７ 会津若松 可 小売業 宝飾、時計
（有）石津屋時計店 　　　　　　　　栄町１－４２ ２２－３２１０ 会津若松 否 小売業 メガネ、時計
鈴木製麺所 　　　　　　　　追手町３－２３ ２７－２９２３ 会津若松 否 小売業 めん類
日本一本店 　　　　　　　　栄町７－２１ ２２－０３９０ 会津若松 否 小売業 餅、和菓子
会津ヤクルト販売㈱ 　　　　　　　　神指町黒川字湯川東１７７ ２２－８９６０ 会津若松 可 小売業 ヤクルト
江戸屋薬局 　　　　　　　　日新町２－１ ２７－０５３４ 会津若松 否 小売業 薬局
せき薬局 　　　　　　　　西栄町６－３１ ２７－１２７７ 会津若松 可 小売業 薬局
ナガシマ薬局 　　　　　　　　栄町６－９ ２５－０９０１ 会津若松 可 小売業 薬局
(有)十字堂薬店 　　　　　　　　御旗町１－４７ ２７－２４８５ 会津若松 否 小売業 薬局
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桃里道（とおりみち） 会津若松市七日町１－２８ ２６－５１３９ 会津若松 否 小売業 洋服
㈱長門屋本店 　　　　　　　　川原町２－１０ ２７－１３５８ 会津若松 可 小売業 和菓子
（有）みたてや菓子店 　　　　　　　　上町８－４ ２２－１７３６ 会津若松 否 小売業 和洋菓子
手づくりサハラ 　　　　　　　　大町１－１－５６ ２８－２２４１ 会津若松 否 小売業 婦人服
㈱カワチ薬品会津若松南店 　　　　　　　　門田町大字飯寺字村東８５８ ２６－０１１１ 会津若松 否 小売業 薬品・日用品
㈱カワチ薬品会津アピオ店 　　　　　　　　町北町大字始字宮前１０－３ ２４－５２７０ 会津若松 否 小売業 薬品・日用品
㈱カワチ薬品花春店 　　　　　　　　花春町５－１ ２６－５３６６ 会津若松 否 小売業 薬品・日用品
ヒーリングサロンビューティー 　　　　　　　　幕内東町１１－２６ ２７－７０８１ 会津若松 否 サービス業 エステティック
（財）会津若松市観光公社　御薬園 　　　　　　　　花春町８－１ ２７－２４７２ 会津若松 否 サービス業 観光
（財）会津若松市観光公社　鶴ヶ城 　　　　　　　　追手町１－１ ２７－４００５ 会津若松 否 サービス業 観光
ツルマキ（ホワイト急便一箕八角店） 　　　　　　　　桧町１－３６ ２５－４４８６ 会津若松 可 サービス業 クリーニング
三浦クリーニング店 　　　　　　　　一箕町藤原３６８－４ ２５－３３３３ 会津若松 可 サービス業 クリーニング
㈱佐藤クリーニング　ホワイト急便市内全店　　　　　　　　大町１丁目１－１ ２９－３２３２ 会津若松 可 サービス業 クリーニング
会津若松平和自動車学校 　　　　　　　　一箕町大字亀賀字郷の原２２８－３ ３２－１１５５ 会津若松 可 サービス業 自動車学校
サロンドシン 　　　　　　　　栄町２－２２ ２８－２７４３ 会津若松 否 サービス業 美容室
ベルジュバンスの店　ヒロミ 　　　　　　　　中町３－４０ ２６－５４９１ 会津若松 可 サービス業 美容室
ぱるふぁん美容室全店 　　　　　　　　東千石町１丁目４－１１ ２９－０８０８ 会津若松 否 サービス業 美容全般
㈱石橋　海鮮料理海神 　　　　　　　　中町２－５８ ２８－４４５８ 会津若松 可 サービス業 ホテル飲食業
大江戸温泉物語あいづ 　　　　　　　　神指町大字北四合字東神指７７－１ ２２－０６００ 会津若松 可 サービス業 ホテル業
東山グランドホテル 　　　　　　　　東山町大字湯本字上湯本５ ２７－３５００ 会津若松 否 サービス業 ホテル業
ホテルタカコー 　　　　　　　　東栄町３-３５ ２７－７１１７ 会津若松 可 サービス業 ホテル業
ホテル玉屋 　　　　　　　　東山町大字湯本字下原２３３ ２７－２０１５ 会津若松 可 サービス業 ホテル業
㈱ホテルニューパレス 　　　　　　　　中町２-７８ ２８－２８０４ 会津若松 可 サービス業 ホテル業
旅籠　芦名 　　　　　　　　一箕町八幡字牛が墓２６４ ３６－０３３０ 会津若松 否 サービス業 旅館業
㈱くつろぎ宿千代瀧　新瀧 　　　　　　　　東山町湯本字寺屋敷４３ ２６－０００１ 会津若松 否 サービス業 旅館業
㈱ニュー松島・庄助の宿　瀧の湯 　　　　　　　　東山町湯本１０８ ２９－１０００ 会津若松 可 サービス業 旅館業
㈱東鳳 　　　　　　　　東山町大字石山字院内７０６ ２６－４３３０ 会津若松 否 サービス業 旅館業
㈱東山第一ホテル 　　　　　　　　東山町大字湯本字下原２５７－３ ２６－８５８５ 会津若松 可 サービス業 旅館業
会津交通観光㈱ 　　　　　　　　東栄町１-８１ ２６－２２２０ 会津若松 可 サービス業 旅行業
大洋自動車工業㈱ 　　　　　　　　中央３丁目９－７ ２４－６６２１ 会津若松 可 サービス業 自動車整備
(有)沼木モーター商会 　　　　　　　　幕内東町８－５ ２７－４３４２ 会津若松 否 サービス業 車検整備
ゼネラル自動車工業㈱オートライフ会津アピオ 　　　　　　　　インター西１１０ ２４－２４０８ 会津若松 否 サービス業 車検整備板金
ゼネラル自動車工業㈱オートライフ運動公園 　　　　　　　　門田町大字堤沢字北村２３０－１ ３８－２４０８ 会津若松 否 サービス業 車検整備板金
会津若松市一般廃棄物協業組合 　　　　　　　　神指町大字南四合字才の神４６１ ２９－５３８８ 会津若松 否 その他 廃棄物運搬業
㈱中合会津店 　　　　　　　　大町１－１０－３５ ２６－５１５１ 会津若松 否 百貨店 百貨店
そね接骨院 　　　　　　　　表町１－３１－１０１ ２７－４１２５ 会津若松 否 病院 接骨院
会津土地建物㈱ 　　　　　　　　白虎町１９１ ２５－１３３１ 会津若松 可 不動産業 宅地建物取引業
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(有)ほたるの里農産（荒井農園） 会津若松市北会津町下荒井２１ ５８－２０８７ 北会津 否 小売業 さくらんぼ園
金子酒店 　　　　　　　　北会津町下荒井字中里前３9－１０ ５８－３１００ 北会津 可 小売業 酒
本名衣料店 　　　　　　　　北会津町東小松２２４４－１ ５６－３３９９ 北会津 可 小売業 衣料品小売
天野モーターサイクル 　　　　　　　　北会津町蟹川２９９０ ５８－２０２２ 北会津 否 小売業 自転車オートバイ
ファションショップタベ 　　　　　　　　北会津町下荒井三の丸６－１ ５８－３４８６ 北会津 否 小売業 婦人服他
まみや酒店 　　　　　　　　真宮新町南４丁目１０５ ５８－３２７２ 北会津 可 小売業 酒食料品
理容すずき 　　　　　　　　真宮新町南２-９６ ５８－３２１５ 北会津 否 サービス業 理容業
さくぞう 　　　　　　　　河東町南高野字向原３－１ ７６－００３３ 河東 否 飲食業 食堂
（有）千本そば 　　　　　　　　河東町八田字沢目３８４－１ ９４－２０５１ 河東 否 飲食業 食堂
カフェレストランバーデンバーデン 　　　　　　　　河東町広田字横堀９８ ７５－４８０８ 河東 可 飲食業 レストラン
（有）ばんの酒店　（ヤマザキショップばんの　　　　　　　　河東町熊野堂字高館１１５ ７５－２６４９ 河東 可 小売業 コンビニエンスストア
リカーショップまもる 　　　　　　　　河東町熊野堂字高館１１０－２ ７５－５４５４ 河東 可 小売業 酒
伊賀酒店 　　　　　　　　河東町南高野字高塚８７ ７５－２７５６ 河東 否 小売業 酒タバコ食品
柴田屋商店 　　　　　　　　河東町広田字広田９ ７５－２１０７ 河東 否 小売業 雑貨
山本自転車店 　　　　　　　　河東町広田字堤８４ ７５－２２２７ 河東 否 小売業 自転車バイク
遠藤精肉店 　　　　　　　　河東町郡山字金道１１１ ７５－３２６３ 河東 否 小売業 食肉販売
大原商店 　　　　　　　　河東町南高野字高塚１０８ ７５－３２６０ 河東 可 小売業 食料品
リオンドール　河東店 　　　　　　　　河東町南高野字向原 ７５－５７１１ 河東 可 小売業 日用品・食料品
佐原商店 　　　　　　　　河東町広田字沢目２７ ７５－２３３９ 河東 否 小売業 食料品日用品
まるや会津河東給油所 　　　　　　　　河東町浅山字浅野２１９ ７５－２８２０ 河東 否 小売業 石油製品
（有）安藤米穀 　　　　　　　　河東町広田字六丁２７１ ７５－２０２４ 河東 否 小売業 肥料農薬米穀
（有）上田屋 　　　　　　　　河東町広田字広田１０１－１ ７５－２０２６ 河東 否 小売業 和洋菓子
ナリ会津カントリークラブ 　　　　　　　　河東町八田字石ヶ坂２８ ９４－２０１６ 河東 可 サービス業 ゴルフ場
㈱会津磐梯カントリークラブ 　　　　　　　　河東町八田字大野原６２ ９４－２０１１ 河東 否 サービス業 ゴルフ場
美容室カミニート 　　　　　　　　河東町広田字六丁２７５ ７５－３４７０ 河東 可 サービス業 美容サービス業
（有）河東自動車工業 　　　　　　　　河東町岡田字方便１１８ ７５－３９７９ 河東 可 サービス業 自動車修理
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