
○全店共通券･地元専用券が利用できる店舗
１、会津若松市 ※”可”は既存サービスと商品券を併用できるお店です。

スーパー・コンビニエンスストア
かねか城北店 城北町4-2 25-0556 生鮮・食品他 可
かわちや若松店 米代2-6-36 26-0100 生鮮・食品他 可
業務スーパー日新店（㈱江戸屋） 日新町13-23 27-0187 食品・酒類など
COOP BESTA あいおい 相生町7-16 37-0133 食料品等 可
COOP BESTA にいでら 門田町飯寺村西385-2 26-5200 食料品等 可
COOP BESTA ほんまち 本町8-1 26-8811 食料品等 可
ｻﾝﾏｰﾄ松長団地店（㈲桐屋本店） 一箕町松長1-17-8 24-0327 食料品 可
ブイチェーン行仁店 行仁町4-8 22-1997 食料品他 可
JA会津ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ まんま～じゃ 扇町49-1 24-0831 米・野菜・果実・花・苗・加工品他 可
㈱ヤマヘイ 本町3-22 27-4788 食料品一般 可
リオン・ドール 会津アピオ店 インター西116 32-6511 食料品・雑貨 可
リオン・ドール 駅前店 中央3-8-8 22-0065 食料品・雑貨 可
リオン・ドール 神明通り店 中町4-36 26-2115 食料品・雑貨 可
リオン・ドール 七日町店 西七日町21-12 22-1000 食料品・雑貨 可
リオン・ドール 滝沢店 一箕町八幡字牛ヶ墓7-1 39-6711 食料品・雑貨 可
リオン・ドール 年貢店 門田町日吉字小金井37 28-7700 食料品・雑貨 可
リオン・ドール 門田店 東年貢1-2-25 38-4311 食料品・雑貨 可
セブンイレブン会津東山店 東山町石山字天寧347-1 29-4795 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 コンビニエンスストア
セブンイレブン馬場町店 馬場町2-3 22-1707 コンビニエンスストア
セブンイレブン門田日吉店 門田町日吉笊籬田32-2 26-2195 コンビニエンスストア
セブンイレブン会津扇町店 扇町80-1 24-7030 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津山見町店 山見町64-1 32-8131 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津東栄町店 東栄町2-36 26-7088 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津亀賀川西店 一箕町亀賀字川西121-1 32-2512 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン門田丑渕店 門田町日吉字丑渕11-42 27-8070 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津湊店 湊町共和字宝名分15-2 93-2332 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津若松インター店 町北町始字宮前127 22-0655 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津高瀬店 町北町中沢字新田28-6 25-4077 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津飯盛山店 飯盛1-2-1 28-7400 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津城南店 門田町黒岩大坪179 26-0671 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津小田橋店 北青木1-15 28-0796 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津天神町店 天神町30-43 27-4459 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津石堂町店 石堂町4-45 24-8727 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津年貢町店 西年貢2-1-25 38-2407 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津芦ノ牧店 大戸町小谷湯ノ平87 92-2055 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津総合運動公園前店 門田町堤沢字北村232-1 28-6178 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン城西店 湯川町2-44 27-7091 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン城前店 東栄町8-53 26-3787 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津千石店 花畑東3-41 24-8333 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津米代店 米代2-7-6 27-5208 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津北滝沢２丁目店 北滝沢2-1-21 32-5242 コンビニエンスストア 可
セブンイレブン会津亀賀店 一箕町亀賀字郷之原176 24-1806 コンビニエンスストア 可
ヤマザキショップ 医療センター店 山鹿町3-27（竹田病院内） 29-9828 食品全般・衛生材料他
ヤマザキショップ 山鹿店 本町1-1（山鹿クリニック内） 36-5651 食品全般・衛生材料他
ローソン会津飯盛三丁目店 飯盛3-1-20 36-7555 コンビニエンスストア
ローソン会津一箕町店 一箕町亀賀字川西1-5-3 33-3963 コンビニエンスストア
ローソン会津門田工業団地町店 門田町工業団地76-2 29-3227 コンビニエンスストア
ローソン会津門田日吉店 対馬館町5-5 29-0314 コンビニエンスストア
食品
珈琲館　アメリカ屋 上町2-35 22-2766 自家焙煎ｺｰﾋｰ豆・ｺｰﾋｰ器具
㈱石堂園茶舗 大町店 大町1-8-11 22-0158 日本茶・茶道具・茶器 可
㈱石堂園茶舗 神明通り店 栄町3-21 26-0232 日本茶・茶道具・茶器 可
㈾奥田園茶舗 日新町9-1 27-0466 お茶 可
紀州園 大町1-1-55 28-0214 茶・コーヒー豆・食品 可
佐々木茶舗 大町2-10-7 22-0246 お茶・茶器等 可
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三笠園茶舗 本町3-13 27-0493 お茶・紙・結納品・海苔 可
石本米穀店 扇町124 22-2401 特撰あいづ米 可
㈲伊藤食糧 東山町石山院内125 27-0056 米・食料品 可
大関米店 湯川町2-30 27-0872 米・食品・そば粉・氷 可
大堀米店 七日町13-1 22-0675 米 可
㈲塔寺屋商店 新横町1-55 27-0018 米・食品・燃料 可
外島米店 大町2-10-13 22-0527 米・灯油
㈲二瓶商店 新横町4-13 27-3064 米
㈲ 渡久商店 上町3-27 22-1422 会津米・会津地酒 可
石橋酒店 御旗町3-18 27-0313 清酒薫鷹 可
㈲うめや商店 大町1-2-39 22-1547 酒小売
㈱新城酒店 千石店 東千石3-1-38 28-0122 酒類・飲料水等 可
末廣酒造㈱ 日新町12-38 27-0002 日本酒・食品・雑貨
鶴乃江酒造㈱ 七日町2-46 27-0139 清酒製造販売 可
會津 宮泉酒造 東栄町8-7 26-0031 日本酒・焼酎・食品 (売店のみ利用可) 可
横田酒店 大塚2-1-55 25-3223 酒・米
こまつ八百屋 中町1-36 27-7095 野菜・果物他 可
吉岡青果店 宮町5-15 28-2133 青果物 可
肉の庄治郎 西七日町1-15 22-0469 精肉
㈱まつもと精肉店 上町1-1 22-0396 精肉
馬さしの鈴静 西七日町3-3 22-2488 馬肉類 その他
㈱ハヤオ ２９屋 大町1-8-5 ｶﾈﾏﾝﾋﾞﾙ1F 22-0298 食肉・惣菜
おおた魚店 相生町2-10 22-2274 鮮魚 可
㈲三瓶魚店 堤町2-8 22-0678 鮮魚店
㈲百足屋商店 新横町1-1 27-3251 魚・酒類他食料品 可
㈲会津クラウン商事 宮町8-49 28-2310 自然、健康食品 可
会津自然派宣言 慶山1-13-2 38-8141 ハチミツ・馬油 可
㈲小川八洲商店 町北町藤室横道48-1 25-1511 ジュース類
斎藤豆腐店 本町8-18 27-0641 豆腐・油揚げ他 可
鈴木製麺所 追手町3-23 27-2923 製麺
㈲永井屋麹店 神指町高久字高久72 22-5238 みそ
㈱長嶺養蜂場 神指町高久字高久223 25-3883 はちみつ・みつ蜂の貸出 可
㈲ハニー松本 材木町2-1-4 27-2131 ハチミツ他 可
㈲松葉屋商店 本町11-4 27-0579 こんにゃく類・ところ天・焼麩 可
㈲松本養蜂総本場 柳原町4-10-47 26-1823 ミツバチ産品(蜂蜜・ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ・ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰ等) 可
明治乳業代理店　池上商店 大町2-3-9 22-0860 乳製品卸販売
㈱山新商店 中町4-13 28-1415 なめこ・山菜缶詰・ぜんまい 可
吉岡商店 日新町1-11 27-2784 食品・ガス・石油・器具販売修理

菓子・パン
㈱会津葵 シルクロード文明館 追手町4-6 27-1001 菓子
㈱会津葵 南蛮館 中央1-2-46 22-2010 菓子
㈱会津葵 本店 追手町4-18 26-5555 菓子
㈲伊勢屋製菓 大町1-3-1 22-1652 菓子
㈱柏屋 一箕町亀賀字藤原170-1 25-0424 お菓子 可
菓子工房 がぶり 東山町石山字院内408 29-4177 和洋菓子 可
㈲熊野屋 七日町店 七日町5-17 22-7411 和菓子 可
㈱三万石 会津城前店 城前10-67 27-6655 菓子 可
㈱三万石 会津若松店 中央1-2-26 三万石会津若松店 25-3152 菓子 可
㈱太郎庵 会津城南店 天神町22-24 28-1500 菓子製造販売
㈱太郎庵 会津総本店 白虎町180-1 32-2877 菓子製造販売
㈱太郎庵 七日町菓房 七日町3-35 93-9388 菓子製造販売
㈱太郎庵 にいでら工房 門田町飯寺村西747-1 26-2137 菓子製造販売
㈱太郎庵 西栄町店 西栄町2-16 28-8310 菓子製造販売
㈱長門屋 七日町店 七日町3-30 29-7070 菓子
㈱長門屋本店 川原町2-10 27-1358 菓子
日本一本店 栄町7-21 22-0390 餅・赤飯・和菓子 可
パティスリー 白亜館 天神町24-14 27-0898 洋菓子 可
パティスリー Ａｒ 中央1-4-15 0120-823-870 ケーキ・飲食 可
会津路菓子処　白虎堂 馬場町1-51 22-1123 菓子 可
㈲白虎最中本舗 七日町13-36 22-2375 菓子 可
㈲吉田菓子舗 馬場町1-22 22-0985 菓子
會・マチエール  ｍａｔｉｅｒｅ 門田町飯寺字村東36-4 23-8713 パン 可
ホームベーカリーコビヤマ 山見町307 22-1898 パン・焼き菓子
ﾌﾚｯｼｭﾍﾞｰｶﾘｰ ﾓｯｸﾓｯｸ (㈲林製ﾊﾟﾝ) 材木町1-8-20 27-6523 パン・菓子 可
衣料品
ＡＯＫＩ会津若松店 町北町藤室字道下81-1 22-3739 メンズ、レディスのスーツ及び各商品 可



ＡＯＫＩ会津門田店 天神町19-20 38-3788 メンズ、レディスのスーツ及び各商品 可
自遊着 衣家 桧町1-31 八幡ﾋﾞﾙ101号 25-5118 衣料品販売 可
三信衣料　門田店 門田町黒岩字大坪12-3 28-6011 ジーンズ・カジュアル衣料・学生服 可
冨喜屋商事㈱ 千石町1-8 23-9118 紳士服 可
マルモ洋服店 城前8-23 27-3471 洋服一般
衣千花 中町4-20 26-7705 婦人服 可
大竹洋品店 本町9-1 27-8448 婦人服
ブティックカザマ 大町2-11-21 24-0966 婦人服・アクセサリー・バック・靴 可
コルディア（㈾三都屋会津店） 栄町2-22 27-7295 婦人服 可
㈱サロン・ド・ニット 栄町3-19 27-4500 婦人服 可
四国屋 本町4-16 27-0106 婦人衣料・手芸材料・肌着 可
タカハシブラザー 中町4-38 27-1341 婦人服・手芸用品
ブティック ヴァン 本町4-12 26-0703 婦人洋品
㈲丸幸 松屋衣料店 大町2-7-11 22-2461 婦人紳士肌着類・リサイクル商品 可
㈲マルサ 中央1-1-20 27-2187 婦人服 可
宮原洋品店 大町1-7-11 22-1329 洋品小売
山形屋支店 栄町3-23 27-2553 婦人服
やまがたや本店 栄町1-19 27-2385 婦人服
㈲リチャード 栄町1-17 27-0560 婦人服、小物 可
ワコール ザ ストア 会津若松店 栄町2-23 サトープレゼンスビル 36-6505 婦人インナー 可
きもの伝承 きずな 七日町6-5 24-0227 きもの・和雑貨 可
斎藤呉服店 天寧寺町5-11 27-2950 呉服・紳士オーダースーツ
㈲大善屋呉服店 大町1-1-53 27-0404 呉服・和装小物・和雑貨 可
アンティーク 月乃 七日町6-18 アイバッセ１Ｆ 090-4636-7222 古布・きもの・帯・古道具 可
長谷川呉服店 材木町1-9-16 27-2098 衣料品 可
丸桝呉服店 本町4-5 27-1192 呉服・和装小物 可
皆長呉服店 中央1-5-38 22-1342 呉服全般 可
きものの山木屋 大町1-5-1 22-1032 呉服
㈱凛 七日町2-48 28-0800 着物・婦人雑貨 可
ＡＢＣ－ＭＡＲＴ 会津若松店 天神町22-28 36-6051 靴
大松屋 上町2-6 22-1547 履物・カバン
靴下屋 会津若松店 中町1-46 27-0950 靴下・学生服 可
ＫＵＷＡ ＫＵＷＡ ＫＯＢＥ 会津店 大町1-2-54 32-9001 婦人靴 可
㈲大黒屋製帽店 日新町3-6 27-2469 帽子
立花屋桐材店 西七日町3-15 22-1268 桐下駄 可
Ｋｏ'ｓ 大町1-9-15 93-5070 子供服
ソクラテス 中央1-1-37 32-3068 衣料・キャラクター雑貨 可
中合 サテライトショップ会津 中町3-53 会津ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞ2F 26-5151 衣料品・ギフト・食品 可
㈱やまぐち 中央2-7-14 22-1110 作業服・手袋・雨具・荒物
医薬品・化粧品
㈲十字堂薬店 御旗町1-47 27-2485 医療品・介護用品 可
㈱神保薬品 大町2-9-3 22-0749 医療品・化粧品・漢方薬・健康補助食品 可
せき薬局 西栄町6-31 27-1277 医薬品・医療機器・雑貨 可
ＩＲＩＳ 栄町3-26赤枝ビル１Ｆ 28-9218 化粧品 可
あいりす門田店 天神町22-11 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ門田店内 29-4760 化粧品 可
コスメティック ルビー 中町4-37 27-2639 化粧品・洋品・バッグ・雑貨など 可
ＮａＫａＪｉＭａ 表町2-2 27-8821 化粧品 可
ｖａｎｉｌｌａ 大町2-11-17 080-6007-8217 化粧品・エステ・雑貨 可
ポーラ エスティン美々 大町1-4-1 23-9370 化粧品
星白清堂 上町1-3 22-0705 化粧品・洋品・バッグ・雑貨など 可
美肌工房 マルヤマ 栄町1-22 26-1230 化粧品・小物 可
家具・インテリア
㈲家具の大須賀 旭町7-20 22-8236 一般家具・ジュータン・カーテン 可
大関家具店 本町9-3 27-0649 家具 可
㈲坂田家具店 日新町1-43 27-1316 家具 可
㈲中澤家具店 西七日町1-3 25-3227 一般家具・特注家具 可
ビビホーム大和一 インター西102 32-6446 家具・インテリア用品
㈲ｲﾝﾃﾘｱﾜｰｸ貴ｾﾞﾝ・ｶｰﾃﾝﾎｰﾑ21 西七日町4-10 37-7757 カーテン・雑貨・資材等 可
ｂ Ｐｒｅｓｅ 西栄町6-30 27-3200 インテリア雑貨・家具 可
㈲稲忠 大町1-1-33 27-1048 畳・上敷ゴザ・のれん・ほうき・和の雑貨

ふとんのいわぶち 対馬館町4-35 26-4518 寝具全般 可
書籍
ＴＳＵＴＡＹＡ 会津アピオ店 インター西118 37-2633 レンタル・小売（ＣＤ・ＤＶＤ・書籍） 可
ＴＳＵＴＡＹＡ 神明通り店 栄町2-14 38-0611 レンタル・小売（ＣＤ・ＤＶＤ・書籍） 可
ＴＳＵＴＡＹＡ 滝沢店 一箕町八幡字牛ヶ墓7-1 39-6700 レンタル・小売（ＣＤ・ＤＶＤ・書籍） 可



ＴＳＵＴＡＹＡ 年貢店 門田町日吉字小金井19 29-1340 レンタル・小売（ＣＤ・ＤＶＤ・書籍） 可
ブックスなにわ会津若松本店 南千石町3-16 38-2626 本・文具
㈱西沢書店 会津アピオ店 インター西113 24-0664 書籍・雑誌 可
㈱西沢書店 門田店 天神町22-27 85-7555 書籍・雑誌 可
ブックオフ 会津アピオ店 インター西118 37-1522 中古書籍など 可
歴史春秋出版㈱ 門田町中野大道東8-1 26-6567 書籍
事務用品・文具
㈱栄町オサダ 中町1-4 26-5671 文具・事務用品 可
㈲関ビジネス 中央1-3-46 32-1010 事務用品・事務機 可
㈲つるや商店若松店 大町1-8-27 25-1080 文具・事務用機器 可
㈲日東事務機 プラネット インター西111 25-0988 文具・事務用品
㈾武藤紙店 中央1-2-26 24-0611 文房具・書籍
中島工房　ＭＵＳＥ 中央3-3-7 24-6433 ゴム印・印鑑・絵画・陶器 可
ハンコセンター ハピネス 東栄町2-30 38-4566 印章・雑貨
渡部印店 中央1-1-36 22-1505 印鑑 可
メガネ・時計
愛眼堂メガネ㈱ 大町2-13-30 25-3872 眼鏡・補聴器 可
メガネの石津屋 時計店 栄町1-42 22-3210 メガネ・時計・補聴器
大宮堂 栄町3-24 27-1529 メガネ・時計・宝石 可
メガネのアイワ 栄町3-23 27-1440 眼鏡・補聴器
メガネのサトウ 追手町7-15 28-0019 眼鏡・補聴器 可
遠藤時計店 大町1-6-10 22-1848 時計・宝飾・メガネ 可
㈲サトウ時計店 中町1-1 27-1290 時計・宝飾・メガネ・補聴器・クロック

長門屋時計メガネ店 本町4-10 27-2795 時計・メガネ・電池交換 可
㈲日栄堂 大町1-10-14 27-0892 時計・宝石・メガネ 可
ジュエリー オースカ 中町2-87 27-0887 宝飾品・時計
小池宝飾 新横町4-24 29-4941 貴金属・宝飾品
㈲ジュエリー・クライム 中町3-53 26-0557 宝飾品・バック・時計 可
会津リオン補聴器センター 駅前町7-10 32-3341 補聴器 可
漆器・陶器
㈲小野寺漆器店 大町2-1-5 24-0666 漆器 可
漆器のあいづや（㈱大生） 飯盛1-2-38 36-5432 椀類・箸・皿・茶托・ｲﾝﾃﾘｱ小物類他 可
㈱白木屋漆器店 大町1-2-10 22-0203 漆器 可
鈴善漆器店 中央1-3-28 22-0680 漆器
㈴関漆器店 中央1-4-12 25-0151 漆器 可
ぬり一　七日町店 七日町3-36 85-7211 漆器 可
㈱ 福西惣兵衛商店 大町1-1-45 27-0845 漆器 可
創作陶器 すゞ信 大町1-10-16 29-5577 陶磁器全般 可
会津慶山焼㈱ やま陶 東山町石山字天寧67 26-2507 陶器
家電
でんき倶楽部さがら 和田1-1-37 27-7122 家電製品
雪野電気 七日町13-44 28-2804 家電製品販売
ライフページさいとう 館脇町3-26 28-2952 家電品販売
お土産・地場産品
会津町方伝承館 追手町1-1 27-4005 会津の伝統工芸品(漆器･焼物･民工芸品･清酒他)

あいづふるさとｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ 駅カフェ 七日町5-1 39-3880 地場産品・カフェ 可
会津武家屋敷 東山町石山字院内1 28-2525 土産品
小澤商店（小澤蝋燭店） 西栄町6-27 27-0652 会津総ろうそく・洋ﾛｰｿｸ・御香・その他

歳時記市場 中町3-53 会津ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞ1階 28-4474 奥会津地場産品（食品・工芸品） 可
鶴ヶ城会館 追手町4-47 28-2288 お土産品(売店)･食事(二の丸･ｼﾞｪﾗｰﾄ工房)

紀州屋１９３４ 　ＢＵＳ ＣＡＦＥ 大町1-1-57 85-6984 会津の特産品 可
手作り体験ひろば・番匠 和田1-6-3 27-4358 民芸品 可
ほしばん絵ろうそく店 七日町3-33 27-1873 絵ろうそく製造販売・化粧品・雑貨 可
あいづショップ やまが 栄町3-19 27-2611 観光土産品 可
山鹿興産㈱ 和田1-7-16 26-4123 観光土産品 可
会津絵ろうそく本舗 山田商店 館馬町11-29 26-3480 絵ろうそく製造、販売
生花・園芸
㈲大竹種苗店 大町2-5-3 22-2939 農･園芸用種苗・資材 可
㈱お達者くらぶ 日新町7-78 37-0025 農業園芸用品・除雪機
㈲きくや生花店 西栄町1-82 27-3585 生花
杏花 白虎町217 ハガネレジデンス102 24-8887 生花・鉢物・観葉植物 可
㈲つぼや花店 大町1-1-40 27-0411 生花
Ｆｌｏｗｅｒ Ｓｐａｃｅ ＴＩＡＲＡ 門田町飯寺村東482-58 93-9222 生花･ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ･花束･ｱﾚﾝｼﾞ･ﾌﾗﾜｰ販売･教室

フラワーショップゆき 中町3-53 27-9206 アートフラワー・苗・鉢物 可
仏壇・墓石



アルテマイスター保志 日新町3-9 26-4622 木工品他 可
㈱小野屋 インター西104 22-4500 仏壇・仏具・神具・墓石 可
アートマイスター石彩工房 ＴＲＹ 一箕町亀賀郷之原222-3 25-0609 墓石・石材・加工販売他
写真
写真館 さくら 町北町始字北台107-1 37-1223 写真撮影・貸衣装・美容・着付 可
㈱写真とカメラ　サイトウ 栄町6-15 24-0567 プリント・カメラ・写材・撮影 可
若松フォトサービス 本町9-15 27-0197 プリント・写真用品 可
スポーツ用品
ゴルフショップあいづ 和田2-1-8 26-2880 ゴルフ用品 可
スポーツクラブタカハシ 中島町2-31 37-1512 スポーツ用品 可
㈲タナカスポーツ 白虎町114-2 22-6642 スポーツ用品
㈲バンダイスポーツ七日町店 七日町2-33 27-8118 スポーツ用品
雑貨・小物
㈲オークビレッジ 飯盛1-1-16 29-1024 生活雑貨・家具 可
ギフトプラザ会津店（㈱おおつか） インター西106 22-0007 ギフト商品・雑貨
スペース・アルテマイスター 本町9-23 26-4621 木工品他 可
Ｈａｐｐｙ Ｓｔｏｎｅ 大町1-8-10 23-9488 パワーストーン
㈱パティズ 神指町南四合字幕内南154ｱﾋﾟﾀ会津若松店1F 36-5770 ファンシー雑貨 可
Ｍｙ Ｅａｒｔｈ 栄町2-25 ｱﾋﾞｽﾋﾞﾙ2F 27-1672 天然石・アロマ・癒し雑貨 可
モカフルー 城西町5-9 27-2132 生活雑貨小売 可
その他
会津若松市一般廃棄物協業組合 神指町南四合字才ノ神461 29-5388 専用ごみ収集袋
㈲エイシンアートセンター 米代1-4-27 29-0238 美術品の総合販売
ギャラリー會佳堂 中央1-3-18 85-7363 絵画・茶道具等 可
㈱堤製作所 馬場町5-1 22-0308 鍬
㈲中村豊蔵商店 一箕町八幡坂下甲1402 22-1554 そば道具・木製品 卸売
新室農機 一箕町亀賀字郷之原356-2 24-4765 農機具他 可
ＭＵＳＩＣ ＰＬＡＺＡ 白水堂 米代2-2-5 36-6601 楽器・楽譜 可
㈲ポラリス 東千石2-5-5 27-2722 台所用品
㈱マインド 日吉町6-22 25-1005 灯油 可
松岡新聞店・読売民友城西店 城西町5-25 26-6209 産地直送便(販売)・新聞代支払いは不可 可
松岡新聞店・読売民友東部店 一箕町亀賀字郷之原351-3 22-8026 産地直送便(販売)・新聞代支払いは不可 可
㈲ﾏﾙｺｳ質店(ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ ﾚｶﾞｰﾛ) 中央1-3-7 22-3340 時計・ブランドバッグ・ジュエリー

山本商事㈱ インター西29 24-4561 肥料・農薬・農業資材・建設資材・米他 可

ラーメン・中華
麺屋あおい 住吉町356-4 29-2610 正油チャーシューメン・味噌チャーシューメン

味平食堂 八日町3-10 25-0485 らーめん 可
あたごや食堂 東山町石山字天寧9 27-7429 ラーメン他
手打ちラーメン　いさみ 馬場町1-13 22-0064 麺類・ソースかつ丼
一風亭 天寧寺町1-5 28-4885 白べこラーメン・ソースかつ丼セットなど 可
よつかど 老麺 角膳 大町1-8-5 33-6577 ラーメン・丼物・定食 可
牛乳屋食堂 大戸町上三寄香塩343 92-2512 ラーメン・丼類
くるくる軒 栄町2-7 24-9050 ラーメン
味噌蔵 小豆屋 東千石1-3-3 28-0615 ラーメン
醤油らーめん 家元 こまめや 城東町2-8 26-8779 ラーメン
麺屋ごんちゃん 中島町3-1 22-5522 ラーメン
お食事処 更科 飯盛1-1-28 27-5413 ラーメン・かつ丼他
麻衣系ら～めん 紗羅家 西栄町2-17 26-7053 ラーメン・定食 可
山海 上町3-3 85-8620 らーめん 可
鈴木飯店　門田店 対馬館町3-5 26-6477 ラーメン類・ソースカツ丼
鈴木飯店　米代店 米代1-6-2 26-8353 ラーメン類・ソースカツ丼
田中屋 城北町1-3 24-9099 ラーメン類 可
つけめん よし岡 大町1-8-13 22-4484 つけ麺・ラーメン
頓珍館 東年貢1-5-2 28-3680 ラーメン 可
日新町 ハトヤ食堂 日新町14-14 27-2138 麺類 他
坂新 麺&ダイニング 城西町4-38 23-8213 ラーメン（その他）
万世楼飯店 滝沢町1-15 24-6085 飲食店
英世ラーメン 中町1-23 090-2881-6938 ラーメン・カレーラーメン
やなぎ亭 柳原町2-5-25 28-3929 ラーメン・かつ丼
よどや 山見町263-5 32-6200 ラーメン 可
喜多方ラーメン来夢 若松駅前店 扇町122-2 93-6277 ラーメン・餃子

ｻｰ
ﾋﾞｽ

飲　食　業
店　　名 住　　所 ＴＥＬ 取　　扱　　品



喜多方ラーメン来夢 若松門田店 門田町飯寺字村西865-1 29-0455 ラーメン・餃子
中華食堂「若大将」 東千石1-3-8 26-4344 定食・ラーメン・餃子など 可
中国料理 四季花 行仁町3-14 22-5772 中国料理 可
チャイナレストラン ジャスミン 桧町5-47 27-9275 中華料理
中華飯店大川 大町2-13-23 22-9672 麺類・ご飯類・餃子他
㈲萬来軒　城南店 門田町黒岩字城南138-1 28-8088 中華料理 可
㈲萬来軒　千石店 花畑東3-24 24-5280 中華料理 可
㈲萬来軒　鶴賀店 鶴賀町2-20 24-6481 中華料理 可
和食・うどん・そば・とんかつ・かつ丼・焼肉
彩喰彩酒 會津っこ 栄町4-49 32-6232 郷土料理・地酒
丑若丸 一箕町八幡字滝沢134 24-7757 割烹・小料理
鰻のえびや 馬場町1-21 22-1288 鰻 可
鰊屋敷 太田 相生町2-10 22-2274 飲食店 可
㈲亀井鮨 馬場町1-8 22-9744 寿司 可
亀鶴寿し 中町2-82 27-8596 寿司・刺身
㈱生粋 東栄町11-3 26-3300 日本料理
渋川問屋 七日町3-28 28-4000 郷土料理 可
しゃとれ　藏 東栄町4-20 27-0115 会席料理 可
割烹 水林 栄町7-4 22-0645 食事全般・宴会
㈱田季野 栄町5-31 25-0808 会津料理・輪箱飯 可
料理旅館 田事 城北町5-15 24-7500 料理店・仕出し弁当・旅館業
会津料理 鶴井筒 東山町石山字院内109-1 26-5629 郷土料理
會津桜鍋 鶴我 会津本店 東栄町4-21 29-4829 馬肉料理・会津郷土料理
会席料理郷土料理　鶴ヶ岡茶寮 東栄町8-47 26-6052 日本料理 可
二丸屋 武蔵亭 材木町2-8-18 28-1208 店舗飲食・売店小売(鰊山椒漬・郷土みやげ他)

割烹　萬里 栄町4-37 22-8502 和食 可
寿し処 ひょうたん駒 桧町4-5 27-1133 寿し・飲み物 可
㈲芳登里 門田町中野字大道東12-1 26-0426 飲食店
ちゃんこ やぐら大鼓 北滝沢2-1-62 25-1413 ちゃんこ鍋 可
㈱安積屋本店 山葵 上町3-22 32-3035 釜飯
かみしろや 城東町1-50 26-8648 うどん・そば・ごはん
㈲會津きり屋 権現亭 上町2-34 25-3851 手打そば・会津料理 可
㈲會津きり屋 夢見亭 慶山1-14-52 27-5568 手打そば・会津料理 可
㈱会津香寿庵（蕎麦 香寿庵) 東栄町1-84 26-8484 蕎麦 可
舌つづみ 中央 中央3-1-2 22-7717 そば・うどん
麺麺亭 そば御膳 白虎町171-2 37-1610 そば 可
手打ちそば・うどん　徳一 東千石1-5-17 28-5681 そば・うどん 可
東山庵 東山町石山天寧161 26-6013 生そば
そば処 彦いち 大戸町上三寄大豆田878 92-2320 生そば 可
そば処 和田 和田2-2-9 28-1001 そば・うどん・ご飯類
お食事処 きたみ 表町6-2 29-7702 シャモ親子丼・ソースカツ丼・餃子

味処 桐 栄町2-22 27-1098 ソースカツ丼・ソバ
ステーキ 左雨 中町1-10 26-9845 ステーキ・とんかつ
とんかつ 番番 東千石2-1-32 27-6327 とんかつ
とんかつ　とん亭 天寧寺町1-11 27-2191 とんかつ
㈲とん八 扇町80-2 22-1078 とんかつ
元祖煮込みソースカツ丼の店 なかじま 上町2-38 24-5151 ソースカツ丼 可
まるやま会津門田店 北青木2-57 29-9111 とんかつ・ジャンボ海老
カルビ大将 会津若松店 白虎町27-1 22-5678 食品、飲料品 可
炙りや 牛ぞう 中央1-2-3 24-1130 焼肉
高麗家 上町8-30ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ1F 25-4129 焼肉・韓国料理 可
炭火焼肉　棕櫚 中央1-3-3 32-5433 牛肉 可
炭焼 みなみ 東年貢2-5-17 28-0022 やきとり
鍋と焼肉 だるま 七日町1-16 27-1129 鍋と焼肉
洋食・レストラン
オステリア サルーテ 栄町6-12 85-8970 イタリア料理
ココット 扇町81-51 85-8085 フランス料理 可
ビストロ プチ マルシェ 一箕町八幡字牛ヶ墓14-1 93-8404 洋食
洋食家 ふらいと 東山町石山字院内152-3 27-6027 ハンバーグ・オムライス・パスタ 可
プロント 会津若松店 中町4-31 28-8355 ｺｰﾋｰ類･ｱﾙｺｰﾙ類･ﾊﾟｽﾀ･ﾊﾟﾝ･ｹｰｷ･一品料理 可
洋食屋 マーティン 大町1-8-23 夢舎ビル2F 25-3536 食べ物・酒
ミリサイゴン 城南町2-39 27-0730 ベトナム料理
フレンチスタイル Ｌａ Ｓｈｕｎ 一箕町亀賀藤原352 32-2141 フランス料理・ワイン
会津大学食堂(㈲ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ) 一箕町鶴賀字上居合90 33-0771 日替定食・麺類・丼物他
會津バル 大町1-9-5 石川ビル１Ｆ 36-7257 飲食
食彩アトリエ あいづ家 七日町2-51 29-0371 レストラン



和風れすとらん くいしん坊 中町4-31 26-8239 定食・ソースカツ・ザルそば等 可
ココス会津若松 平安町2-46 37-2038 朝バイキング・ハンバーグ・デザート

ココス会津若松門田店 門田町飯寺村西854-1 36-6391 朝バイキング・ハンバーグ・デザート

ステーキ宮 会津若松駅前店 白虎町27-2 32-1166 食品、飲料品 可
飲･喰･処 ぱんどら 山鹿町6-55 29-3888 定食
ｂｉｓｔｒｏ ｂｅａｇｌｅ ｃｈｅｆ 栄町1-14 24-8920 カフェレストラン
レストラン ポタジェ 一箕町八幡字牛ヶ墓14-1 93-8404 イタリアン・パスタ
ラシーヌ 追手町4-47 28-2288 レストラン
Dining&Café bar ＬＯＯＰ 栄町4-12 １Ｆ－Ａ 93-5277 ピザ・パスタ・酒
軽食・喫茶店・カフェ
會津壹番館 中町4-18 27-3750 コーヒー・紅茶・ケーキ 可
アドリア北出丸カフェ 追手町4-28　北出丸館1F 27-3600 ドリンク・軽食
喫茶 杏 日新町12-38 27-0002 喫茶
ベーカリー＆カフェ コパン 一箕町亀賀北柳原52 93-7566 パン・クッキー・ドリンク 可
ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｺｰﾝｽﾞ･ﾅﾎﾟﾘの窯 会津若松店 中央1-3-1 32-8388 ピザ・パスタ 可
太郎焼総本舗 七日町8-10 24-7911 太郎焼・コーヒー
ドトール 会津若松アピオ店 インター西118 24-4511 飲食・小売（コーヒー豆など） 可
ドトール 会津若松神明通り店 栄町2-14 38-0633 飲食・小売（コーヒー豆など） 可
ドトール 会津若松滝沢店 一箕町八幡字牛ヶ墓7-1 37-0911 飲食・小売（コーヒー豆など） 可
ギャラリー 喫茶　和 南町2-51 29-8077 飲食･和雑貨 11:00～4:00　土祝休み

パーラージロー 栄町2-12(2F) 25-2002 ｺｰﾋｰ・お食事 可
福島県立博物館ティールーム 城東町1-25 福島県立博物館内 28-7638 飲食 可
フロレスタ会津若松店 和田2-4-10 85-8865 ドーナツ
アイスブティック モンジューあいづ店 中町3-53 28-5433 アイスクリーム・クレープ 可
やまでら茶屋 七日町3-32 26-8079 だんご・ｺｰﾋｰ・米・灯油・洋服・ｶﾊﾞﾝ 可
マクドナルド 会津アピオ店 インター西116 37-2477 ハンバーガー類 可
マクドナルド 会津アピタ店 神指町南四合幕内南154 36-5130 ハンバーガー類 可
マクドナルド 会津若松店 滝沢町6-25 39-2351 ハンバーガー類 可
マクドナルド 門田ヨークベニマル店 天神町22-12 36-0551 ハンバーガー類 可
会津バーガー Ｌｕｃｋｙ Ｓｍｉｌｅ 七日町3-45 23-8241 ハンバーガー・ホットドッグ 可
お好みハウス どんどん 旭町7-14 32-8055 お好み焼・もんじゃ　その他
お好み焼き 鉄板焼き 廣 中島町2-24 22-5566 お好み焼き・鉄板焼き 可
焼きや 大町1-8-25 22-0120 お好み焼き
居酒屋・バー・スナック
会津しこん 栄町8-35 37-1707 居酒屋
いろはにほへと会津若松店 駅前町6-42山惣センタービル１Ｆ 39-7427 居酒屋
㈲ゑびす亭 上町1-26 23-1318 居酒屋 可
居酒屋 お江戸 栄町7-10 33-5515 居酒屋
海鮮料理　海神（㈱石橋） 中町2-58 28-0039 海鮮料理
美食酒処 海鈴 大町1-2-55 ホテル大阪屋２Ｆ 32-0255 飲食全般 可
上酒林 上町1-16 32-2288 居酒屋一般
ＫａｎＰａｎａ 中央1-5-8 22-7171 居酒屋 可
北の酒林 駅前町8-25 22-2248 居酒屋
串ぜん 栄町5-47 22-8828 居酒屋
居酒屋 源蔵 馬場町1-9 24-9138 居酒屋 可
焼肉居酒屋 さかな家 栄町6-25 24-0077 焼肉居酒屋 可
作蔵 本町店 本町4-1 27-0171 居酒屋
さぶろく亭 上町1-27 32-8227 居酒屋
笑寛 猿丸 上町2-34 85-7074 居酒屋
居食屋 太平楽 桧町3-3 29-6385 居酒屋
居食・居酒屋 なごみ 馬場町1-33 33-5155 居酒屋 可
㈲舞酒 上町1-19 24-6420 居酒屋 可
居酒屋 夢酒 升や 東栄町3-42(日商ﾋﾞﾙ1F) 29-5556 居酒屋
㈲よさく 馬場町1-42 25-4614 居酒屋
よろずや 中央1-1-38 32-2177 居酒屋
居酒屋 楽天家 大町1-8-20 24-0811 地酒･馬刺･やきとり･会津薬用人参天ぷら･薬用人参酒

スポーツバー ウィザーズ 東栄町6-14 29-1665 カクテル
會・心・おもてなし 香おる 栄町6-5 八番街 22-7662 スナック
花東山（花佳） 宮町4-4 北日本ﾋﾞﾙ２Ｆ 24-5838 スナック
ビストロバー 来夢来人 駅前町5-4 22-2558 飲食店 可
カラオケスナック Ｖｏｌｕｍｅ 中町2-81 中町ﾋﾞﾙ1F 090-4042-4246 スナック 可
ＲＯＸＹ 栄町8-35 ｳﾞｪﾙﾌｧｰﾚ上六日2F 85-7003 スナック

サ　ー　ビ　ス　業
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印刷業
北日本印刷㈱ 門田町中野大道東8-3 26-6222 印刷業
㈲佐島屋印刷所 中央1-2-5 24-0405 印刷物（名刺・ハガキ）
三洋印刷株式会社 町北町上荒久田鈴木163 24-3667 一般印刷物
㈲タカハシ印刷 一箕町亀賀字川西167-2 25-4701 印刷業
㈲田中印刷 湯川町3-79 27-5225 印刷業
北斗印刷㈱ 町北町始字深町67-2 32-2366 一般商業印刷

理･美容業
アクトラーゼ 門田町黒岩石高115 29-8989 ｼｬﾝﾌﾟｰ・ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ・理美容・ｴｽﾃ

ビューティサロン しらいわ 東年貢1-10-1 27-7628 パーマ・カット
タカハシ理容店 材木町1-9-33 27-3446 ﾍｯﾄﾞｽﾊﾟ・ﾌｪｲｽｴｽﾃ・送迎･訪問理容

トータルビューティー パステル 中央2-7-13 22-2345 エステティックサロン・美容室 可
ヘアー＆エステ パルティ 天神町24-48 29-1139 美容業
ｐａｌｆａｎ千石店 東千石1-4-11 29-0808 パーマ・カラー・カット・美容商品

ｐａｌｆａｎ滝沢店 滝沢町6-25 アルザビル1F 25-2184 パーマ・カラー・カット・美容商品

ｐａｌｆａｎ中町店 中町4-20 26-9875 パーマ・カラー・カット・美容商品

美容室・美ｇｉｎ（ビギン） 町北町上荒久田村北123 24-7494 美容全般（カット・パーマ・カラーｅｔｃ） 可
ヘア＆フェイスサロン 裕 建福寺前2-50 26-3246 美容
ぱあまやさん裕 栄町1-6 25-0747 美容
ＦＡＴ ＧＡＭＥ 栄町2-25 アビスビル２Ｆ西側 29-6773 美容業
Ｆｒｏｍ Ｙｕｉ 大町2-14-12 宮森ビル１Ｆ 85-7658 エステ・マッサージ
Ｈａｉｒ Ｂａｈａｔｉ 花畑東4-14 22-4511 美容室 可
ヘアーモードむろい 八角町4-3 24-0512 美容一般 可
マーガレット美容室 南花畑1-17 26-4340 美容

クリーニング
あひるの洗たく屋さん ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙｱﾋﾟｵ店 インター西116 22-9733 クリーニング
あひるの洗たく屋さん ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙ滝沢店 一箕町八幡字牛ヶ墓7-1 32-3326 クリーニング
あひるの洗たく屋さん 日吉店 対馬館町1-17 23-9898 クリーニング
クリーニング新城 日新町2-6 27-6610 衣類クリーニング 可
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾚｲｰﾙ ｺｰﾌﾟﾍﾞｽﾀあいづ相生店 相生町7-16 22-9520 クリーニング
クリーニングレイール 扇町店 扇町147-1 93-5450 クリーニング
㈲栗城クリーニング 千石町4-11 22-4352 クリーニング 可
㈱斎藤クリーニング店 中町1-22 27-0426 衣類クリーニング 可
ツルマキ 桧町1-36 25-4486 クリーニング取次 可
長谷川ドライクリーニング店 日新町4-34 27-5557 衣類のクリーニング
丸山クリーニング 一箕町八幡字墓料129 22-5586 クリーニング
三浦クリーニング店 一箕町亀賀字藤原368-4 25-3333 クリーニング 可
自動車・自転車・整備
会津自動車工業株式会社 一箕町亀賀字郷之原224 24-2721 車検・自動車用品
会津三菱自動車販売株式会社 町北町藤室字達摩168-1 25-2719 新車・中古車・部用品・一般･車検整備

会津若松平和自動車学校 一箕町亀賀字郷之原228-3 32-1155 自動車教習 可
旭オートサービス㈲ 町北町上荒久田字宮下151 25-0678 自動車鈑金・整備 可
イエローハット西若松店 門田町飯寺字村西884 28-7612 カー用品 可
いのうえさいくる 大塚2-5-2 22-0077 自転車・バイク等 可
カーショップフクシマ株式会社 一箕町鶴賀字村西138 22-4118 自動車板金塗装、整備
カーショップＯＮＥ 門田町黒岩字大坪246-1 27-5842 中古車新車整備板金・ワコーズ商品 可
セフティサイクルショップスズキ 一箕町亀賀郷之原455 24-1070 自転車・バイク販売、修理 可
福島ﾄﾖﾍﾟｯﾄ株式会社　あいづ一箕店 一箕町大字亀賀字郷之原350 24-4121 自動車販売及び修理業
福島ﾄﾖﾍﾟｯﾄ株式会社　あいづ門田店 古川町1-10 27-1661 自動車販売及び修理業
プライド・ワン 本町10-3 すわの森ビル１Ｆ 28-4731 カーフィルム・ポリマー施工
㈲松坂屋商会 東栄町3-40 28-1525 自転車・バイク・自動車修理販売 可
㈲山田八太郎商店 門田町面川字根岸556 26-0130 石油製品・タイヤ・自動車部品 可
その他
㈱アールエイチ企画 飯盛3-3-34 28-5623 旅行商品
会津トラベルサービス株式会社 白虎町227 24-6666 旅行 可
㈲介護福太郎 中央2-1-21 37-2166 福祉用具
㈲サンゴルフガーデン 旭町7-25 32-2888 ゴルフ練習場 可
カラオケ時遊館 会津若松駅前 白虎町227-2 37-2335 カラオケ 可
カラオケ時遊館（飯盛店） 一箕町八幡中島38-16 32-2891 カラオケ
㈲スパイス企画 表町1-43 26-1136 催事用品レンタル 可
株式会社ビック 城東町14-51 ラフィーネ城東１Ｆ 28-7441 清掃・ハウスクリーニング
まんざき珠算塾 西七日町4-26 24-8819 珠算教室
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いろりの宿 芦名 東山町湯本下原232-1 26-2841 宿泊プラン・夕食プラン 可
芦の牧不動館 大戸町小谷湯ノ平2498-2 92-2311 宿泊 　
芦ノ牧プリンスホテル 大戸町芦牧字下夕平1050 92-2321 宿泊・売店商品
㈱芦ノ牧ホテル 大戸町芦牧796 92-2206 宿泊
石橋 中町2-58 28-0039 宿泊
大川荘 大戸町芦牧下平984 92-2111 旅館業 可
ホテル 大阪屋 大町1-2-55 22-5305 ホテル
渓流の宿 渓山 大戸町芦牧984-3 92-2031 宿泊 可
庄助の宿 瀧の湯 東山町湯本滝の湯108 29-1000 宿泊・日帰り宴会・日帰り温泉 可
有限会社 仙峡閣 大戸町上小塩字遅谷3084-3 92-2026 宿泊
民宿 多賀来 東山町石山字院内104 26-6299 宿泊費
民宿たきざわ 山見町263-1 25-3183 宿泊 可
ホテル 玉屋 東山町湯本下原233 27-2015 宿泊
会津つるやホテル 中町2-88 27-5772 宿泊
御宿 東鳳 東山町石山字院内706 26-4141 宿泊
ホテルニューパレス 中町2-78 28-2804 宿泊 可
原瀧・今昔亭 東山町湯本字下原235 26-4126 宿泊・入浴・会食 可
㈱東山ホテル（おやど東山） 東山町湯本字下原255-3 28-1222 食事・宿泊
ホテルタカコー 東栄町3-35 27-7117 宿泊
ＹＵＫＫＵＲＡ　Ｉｎｎ 東山町院内625 29-1126 宿泊 可
会津若松ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ(㈱AWH） 白虎町201 22-6111 宿泊・宴会・ｶﾞｽﾗｲﾄ･ﾎﾞﾝｼﾞｭｰﾙ 可

アイゼネホーム㈱ 天神町16-30 26-4200 住宅リフォーム 可
㈱会津ガラス 一箕町亀賀字郷之原430 25-0108 板ガラス・サッシ・鏡・エクステリア

歩塗装 門田町日吉対馬館15-12 27-5842 外壁、屋根、建築塗装全般 可
㈱荒明工務店 高野町中前田310 32-1331 工事全般
おしだリフォーム工房 神指町南四合字幕内北58-9 26-6468 リフォーム工事 可
景星装芸社 門田町中野字大道西23-4 26-0446 看板
㈱新城 城南町4-49 27-6601 卸売（土木･建設資材・ガラス・アルミサッシ） 可
㈲田辺工務店 中央3-3-6 29-1190 リフォーム・エコリフォーム
㈱天狗堂 七日町12-21 22-2459 看板他 可
㈲東海堂アド工芸 西年貢2-2-14 27-8610 看板 その他
㈱日伸 町北町上荒久田宮下63 39-2244 一般管工機材卸売業
㈲原田表装店 北青木15-1 26-5516 襖・障子・壁紙・内装工事
平次建設株式会社（すずらん） 門田町中野字大道西55 26-8529 建築・介護用品
㈲前田電機 南千石町6-20 27-3377 電気工事業
㈱悠二十一 一箕町八角中村東66-1 32-5160 新築・リフォーム 可
㈲若松設備 天神町28-69 28-7335 水道工事・器具類 可

会津交通株式会社 東栄町1-83 26-6655 タクシー 可
会津タクシー 中央3-8-11 24-7058 タクシー
会津鉄道株式会社 材木町1-3-20 28-5885 乗車券 可
会津乗合自動車㈱(ﾊﾞｽ) 白虎町195 22-5560 路線ﾊﾞｽ乗車券類(まちなか周遊ﾊﾞｽﾌﾘｰ乗車券や企画券含む) 可
とまと運転代行 栄町4-43 27-8115 運転代行

２、会津若松市河東町

㈱会津磐梯カントリークラブ 河東町八田大野原62 94-2011 ゴルフ場 可
㈲上田屋 河東町広田字広田101-1 75-2026 菓子 可
ウチダ電器 河東町広田字広田6 75-2027 家電 可
遠藤精肉店 河東町郡山字金道111 75-3263 精肉(牛･豚･鶏･馬)・馬刺し・ホルモン

カミニート美容室 河東町広田字六丁275 75-3470 カット・カラー・パーマ・着付 可
㈲河東自動車工業 河東町岡田字方便118 75-3979 自動車修理、販売 可
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾚｲｰﾙ ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙ河東店 河東町南高野字向原15 75-3931 クリーニング
あいづ さくぞう 河東町南高野字向原3-1 76-0033 ギョーザ・ラーメン 可
佐藤呉服店 河東町広田字堤63 75-2144 衣料品 可
㈲十文字屋 河東町郡山字村東15-3 75-3129 ラーメン・かつ丼
スズキ家電 河東町広田字堤106 75-4477 家電品 可
すずき商会 河東町東長原字空也原142 76-1935 プリントシャツ・販促品・記念品・印刷など 可
セブンイレブン会津広田店 河東町郡山字金道25 75-4237 コンビニエンスストア 可
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まるかんの店 ばんの 河東町熊野堂字高舘130 75-2649 まるかん代理店 可
ばんの療術院 河東町熊野堂字高舘130 75-2649 気功・マッサージ 可
㈾広田タクシー 河東町広田字広田113 75-2321 タクシー 可
ＢＬＵＥ ＣＯＲＮ'Ｓ ＤＩＮＩＮＧ 河東町広田字横堀98 75-5507 洋食
ヘアーサロン ワタナベ 河東町広田字六丁208 75-3455 理容全般
㈱ユナーズ 河東町金田字中田道上丙514-1 75-3788 中古車・車検・鈑金・中古部品・タイヤ 可
代田まんじゅう本舗 河東町谷沢字十文字62 75-2067 和菓子 可
リオン・ドール 河東店 河東町南高野字向原15 75-5711 食料品・雑貨 可
渡部信造商店 河東町広田字広田104 75-2003 酒・食品・雑貨 可

３、会津若松市北会津町

あひるの洗たく屋さん 真宮工場店 真宮新町北1-41 58-2070 クリーニング
天野モーターサイクル 北会津町蟹川2950 58-2022 自転車・オートバイ・各種タイヤ 可
がぶりガーデン 星果樹園 北会津町上米塚1251 56-3188 さくらんぼ、桃、ぶどう狩り・果物直売 可
金子酒店 北会津町下荒井字中里前39-10 58-3100 酒・食品・たばこ 可
北会津自動車 北会津町新在家字前田11-3 56-3315 自動車の整備・自動車の販売
Ｇｏｏ ＨＡＩＲ ＤＥＳＩＧＮ 真宮新町南1-89-2 85-6854 美容業
㈱しぜん村 北会津町下野182 85-7111 ランチ食べ放題￥５４０-・野菜販売

セブンイレブン北会津中学校前店 北会津町西館7-1 59-1355 コンビニエンスストア 可
㈲成田商事 北会津町下米塚703 58-3481 廃棄物収集他
㈲白虎食品 北会津町東小松字舘ノ内14-1 56-5530 カット野菜・セミドライフルーツ

本名衣料店 北会津町東小松2244-1 56-3399 衣料品・クリーニング 可
まみや酒店 真宮新町南4-105 58-3272 酒・タバコ・食料品 可
理容すずき 真宮新町南2-96 58-3215 理容業務一般 可

○全店共通券のみ利用できる店舗
※”可”は既存サービスと商品券を併用できるお店です。

洋服の青山 会津若松インター店 町北町始字宮前130-1 25-4052 メンズ、レディス衣料品 可
アピタ 会津若松店 神指町南四合幕内南154 36-5611 総合小売 可
アミーゴ会津若松店 駅前町239-12 85-7222 ペット用品 可
イエローハット会津インター店 町北町始字宮前81 32-3811 カー用品 可
カインズホーム会津若松店 門田町黒岩字大坪21 29-1122 日用雑貨・資材･園芸用品・酒・飲料他 可
㈱カワチ薬品 会津アピオ店 町北町始字宮前10-3 24-5270 医療品・化粧品・日用雑貨品・食料品 可
㈱カワチ薬品 会津若松中央店 中央2-3-7 32-2631 医療品・化粧品・日用雑貨品・食料品 可
㈱カワチ薬品 会津若松南店 門田町飯寺村東858 26-0111 医療品・化粧品・日用雑貨品・食料品 可
㈱カワチ薬品 花春店 花春町5-1 26-5366 医療品・化粧品・日用雑貨品・食料品 可
ホームセンター カンセキ 会津若松店 門田町黒岩南青木98-1 29-3755 ＤＩＹ用品・ペット園芸用品・日用雑貨 可
農援ｼｮｯﾌﾟ グラントマト会津若松店 神指町高瀬字大道東100-1 25-0500 農業用品・食品・お酒 可
ケーズデンキ　会津若松本店 町北町藤室道下84-1 39-4050 家電 可
ケーヨーデイツー会津若松店 神指町南四合字幕内南632-5 36-5271 一般家庭用品・ＤＩＹ用品・園芸用品など 可
コジマ×ビックカメラ会津若松店 花春町4-1 27-7711 家電製品 可
紳士服のコナカ会津若松店 南千石町2-36 28-7047 メンズ、レディース洋服・関連アイテム 可
㈱ダイユーエイト会津若松店 駅前町1-30 37-7880 園芸用品他･DIY関連商品･日用品･ｶｰ用品･文具 可
㈱ダイユーエイト西若松店 門田町飯寺字村西649-1 28-3277 園芸用品他･DIY関連商品･日用品･ｶｰ用品･文具 可
ツルハドラッグ会津扇町店 白虎町114-1 37-7268 医療品・化粧品・日用品・食品など 可
ツルハドラッグ会津千石店 東千石1-1-15 36-6268 医療品・化粧品・日用品・食品など 可
ツルハドラッグ会津滝沢店 北滝沢2-1-38 22-7676 医療品・化粧品・日用品・食品など 可
ツルハドラッグ会津七日町店 西七日町7-8 37-7525 医療品・化粧品・日用品・食品など 可
ツルハドラッグ会津南町店 南町65-1 36-5775 医療品・化粧品・日用品・食品など 可
ツルハドラッグ会津門田店 北青木2-61 36-5225 医療品・化粧品・日用品・食品など 可
会津若松駅食品館ピボット 駅前町1-10 37-7633 食品販売 可
㈱マックハウス 町北町上荒久田村北101 37-1901 衣料品 可
マツモトキヨシ会津西若松店 住吉町282 28-2370 医薬品・化粧品・日用品・食品 可
マツモトキヨシ会津門田店 東栄町2-3-1 36-5335 医薬品・化粧品・日用品・食品 可
㈱ヤマダ電機 テックランド 会津若松店 町北町上荒久田字村北110-1 37-1390 家電製品 可
酒のやまや　門田店 北青木5-26 36-5531 酒類・食品 可
ヨークベニマル一箕町店 一箕町亀賀字藤原52 25-2411 食料品・衣料品・雑貨品 可
ヨークベニマル飯寺店 門田町飯寺字村西737-1 22-7511 食料品他 可
ヨークベニマル西若松店 住吉町282 27-8311 食料品・衣料品・雑貨品 可

小　売　業
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ヨークベニマル花春店 花春町3-10 28-2211 食料品他 可
ヨークベニマル町北町店 町北町上荒久田字宮下82-1 37-1711 食料品他 可
ヨークベニマル門田店 天神町22-11 29-4911 食料品・衣料品・雑貨品 可

アミューズパーク会津 神指町南四合字幕ノ内南505-2 29-3339 神指町南四合字幕ノ内南505-2
大江戸温泉物語あいづ 神指町北四合東神指77-1 22-0600 宿泊・宴会・日帰り入浴
大江戸温泉㈱（東山グランドホテル） 東山町湯本上湯本5 27-3500 宿泊 可
東山パークホテル新風月 東山町湯本字積り99 26-3690 宿泊 可
スポルト会津 ロイヤルボウル 中町3-53 会津ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞ3階 27-1922 ボウリング 可

そ　の　他


