
○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。

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2-5 27-6609 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
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㈲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１ 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

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

運　輸　業

旅 館 ・ ホ テ ル 等

建　設　業


