
○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2-5 22-1546 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


