
◎■㈱ヨークベニマル猪苗代店 (猪苗代 芦原) e家具・アウトレット シンミョー(猪苗代 本町) レストラン　ウッドペッカー(猪苗代 渋谷) ラ・ネージュ　　　　　  　(猪苗代 城南) コーヒー　アルペン　　  　(猪苗代 中町) あるぱいんロッジ　　　　  (猪苗代 土町)

◎■㈱リオンドール猪苗代店 (猪苗代 芦原) 暮らしの総合商社　大谷 (猪苗代 芦原) そば処　こがね (猪苗代 半坂) あまの食堂                            (千里 猪苗代駅前) Lunch&Café 　Sunny　　 (猪苗代 渋谷) 猪苗代観光ホテル　　  (猪苗代 スキー場)

おもちゃのとみや　      　(猪苗代 新町い) しおやぐら　　　　　  　(猪苗代 新町い) そば楽人                                (千里 千代田) HERO'S CAFÉ　　　    (猪苗代 磐里) フォレストリゾート　猪苗代四季の里　(猪苗代 見祢山)

セブンイレブン猪苗代バイパス店 (猪苗代 梨ノ木) ㈲中村金物店　　　     　 (猪苗代 本町) すし割烹はな〇　　　  　(猪苗代 本町) デニーズ猪苗代インター店　　   (千里 千代田) スイーツ＆カフェ　ファブール　(猪苗代 渋谷) 猪苗代ライジングサンホテル・ヴィライナワシロ　 (猪苗代 スキー場)

セブンイレブン猪苗代駅通り店    (千里 八千代) ㈲穴沢書店　　　　　     　 (千里 千代田) 台湾料理　食の味　　     　(猪苗代 芦原) 和風レストラン　まるまつ猪苗代店(千里 千代田) café   comaya　　　          (千里 千代田) ㈱オール・リゾート・サービス 　(猪苗代 新北町)

ローソン猪苗代三郷店　        　  (長瀬 伯父ヶ倉) ㈱アーティザン　　　      　(千里 千代田) 天蕎庵　　　　　　　  　(猪苗代 新北町) 若喜食堂　　　　　　　  　(千里 千代田) 紅茶カフェ　ウォールナッツ　　(翁島 翁島) 会津猪苗代の宿　神田荘・カンダファーム　    (猪苗代　名古屋町)

セブンイレブン猪苗代リゾート入口店 (翁島 翁島) ㈲扇屋時計分店　　　     　 (千里 八千代) ラーメンハウス　とんとん (猪苗代 半坂) 安積屋食堂　　　　    　  (吾妻 中ノ沢) 三茶カフェ　　　　　　　  (翁島 三城潟) 静楓亭　　　　　　　  　 (猪苗代 林崎)

㈲鈴木綿店　　　　     　　 (千里 六角) レストラン　梨ノ木 (猪苗代 梨ノ木) 小西食堂　　　　　　  　 (吾妻 中ノ沢) den・en  café　　　　　   (翁島 三城潟) やまき屋　　　　　　　  　 (猪苗代 土町)

◎㈲赤埴商店 （猪苗代 新町い） ㈲徳江生花店　　　      　(猪苗代 出雲壇) ななかまど食堂　　　  　(猪苗代 新町い) 猪苗代地ビール館　　　　  (翁島 三城潟) entotsunoki （月輪 上戸） 御もてなしの宿　悠ゆ亭  (猪苗代 林崎)

総合食品　エンドー　      　(猪苗代 半坂) フラワーショップとくえ リオンドール店 　   (猪苗代 芦原) 農家レストラン　結　　　  (猪苗代 見祢) いわはし館　　　　　　  　(翁島 三ツ和) 扇屋旅館　　　　　　　  (吾妻 中ノ沢)

◎田原商店 (猪苗代 半坂) Roots猪苗代                         (月輪 上戸) 食事処　ばんらい　　　  　(猪苗代 城南) 馬刺し専門店　大久保商店  (翁島 三城潟) 郷　　　　　　　　     　 (猪苗代 上新町) 白城屋旅館　　　　　　  (吾妻 中ノ沢)

㈲別府商店(※日用品・雑貨も取扱有り)（猪苗代 新町い） レイクサイド磐光　　　  　(月輪 志田浜) HERO'S DINER　　　 　 (猪苗代 祢次) ドライブイン相津　　　　  (翁島 三城潟) 居酒屋食堂　日々喜　　  (猪苗代 梨ノ木) 田村屋旅館　　　　　   (吾妻 沼尻温泉)

◎べろながや (猪苗代 本町) まるいち食堂　　　　  　(猪苗代 四ツ谷) ㈲ドライブイン磐尚　　  　(翁島 三城潟) おもてなし処　わたや　  (猪苗代 本町) 花見屋旅館　　　　　  　 　(吾妻 中ノ沢)

八子米店　　　　　      　(猪苗代 本町) 安藤呉服店 (猪苗代 本町) 森の空　KAZU　　　　  　(猪苗代 沼ノ倉) 美蕎旬菜　三城　　　　  　(翁島 三城潟) 居酒屋　一　　　　　　  　(千里 八千代) ホテル　プルミエール箕輪　　 (吾妻 高森)

◎渡部商店  (猪苗代 商工会通り) ㈲おしゃれセンター折笠　リオンドール店 (猪苗代 芦原) 芳本茶寮      　　　　　　　(猪苗代 城南) レストラン白鳥　　　　  　(月輪 松橋浜) 居食屋　啓ちゃん　　　  　(千里 八千代) 磐梯名湯リゾート　ボナリの森　 (吾妻 中ノ沢)

◎ミニショップさかえ (吾妻 中ノ沢) おもちゃ＆ファッション パンダ (猪苗代 芦原) 来夢　猪苗代店　　　  　(猪苗代 梨ノ木) 酒匠房　艸(KUSA)　　   　(千里 六角) 森の旅亭　マウント磐梯  (吾妻 横向温泉)

㈲山崎商店　　　　     　 (吾妻 中ノ沢) 喜多見ミシン商会 (猪苗代 四ツ谷) 御宿　万葉亭　　　　  　 (吾妻 中ノ沢)

しらい商店　　　　　      (吾妻 樋ノ口) 青木呉服店 (千里 猪苗代駅前) ホテル　リステル猪苗代　  (長瀬 川桁)

肉のおおくぼ　　　     　 (猪苗代 上新町) 山田呉服店 (吾妻 樋ノ口) ■㈱ダイユーエイト猪苗代店　(猪苗代 梨ノ木) ㈱五十嵐建設工業　  　    (猪苗代 新北町) 猪苗代生コン㈱　　  　    (吾妻 田茂沢) 国民宿舎　さぎの湯　　  　 (翁島 押立)

㈲金丸精肉店　　　　      (吾妻 中ノ沢) ■㈱コメリハード＆グリーン猪苗代店　(千里 堅田) ㈲江花電気商会　　  　　    (猪苗代 中町) ㈲国分木材店　　　　      (吾妻 樋ノ口) 翁島温泉　玉の湯旅館　　  (翁島 翁島駅前)

㈲牛木精肉店　　　　     　 (長瀬 下館) ㈱サトーデンキ　　　　  (猪苗代 本町) ㈱オムニバス　　　　      (猪苗代 上新町) 佐藤建築　　　　　　      (吾妻 木地小屋) ヒーリング　イン　ホワイトペンション  (翁島 不動)

酒井酒店　　　　　      　(猪苗代 本町) ㈱パナレイク　　　　　  　(猪苗代 芦原) ㈲会津燃料　　　　　 　 (猪苗代 新北町) 笹岡一級建築士事務所      (猪苗代 新町ろ) 東信建設工業㈱　　  　    (吾妻 樋ノ口) ペンション　ヴェルレーヌ  (翁島 翁島)

しおや酒店　　　　      　(猪苗代 本町) 岡田電器　　　　　　　  　(千里 扇田) ㈲大協商事　山内ガス店  (猪苗代 本町) ㈲鈴木設備　　　　  　       (猪苗代 見祢) さくら塗装㈱猪苗代出張所  (長瀬 下館) レイクサイドホテル　みなとや    (翁島 長浜)

ぷちショップつるや　      (猪苗代 芦原) ㈲猪苗代ガス　　　    　　  (千里 扇田) ㈲武田工務店　　　      　(猪苗代 六角) 佐藤工務店　　　　　　     (長瀬 下館)

◎渡八商店 (長瀬 川桁) 会津 豊玉　　　　　　  　　(猪苗代 芦原) ㈱JA会津よつば　猪苗代給油所  (千里 千代田) トムズウッドワーカー      (猪苗代 旭町) ㈱森口電気商会　　　　      (長瀬 伯父ヶ倉) ㈱猪苗代観光船　　　　  　 (翁島 長浜)

㈲せんべや　　　　　  　(猪苗代 諏訪前) 日章産業㈱本店                     (千里 千代田) 美喜美建　　　　　  　    (猪苗代 神明町) 渡部電気工業㈱　　　          (長瀬 白津) 世界のガラス館　猪苗代店  (翁島 三城潟)

(資)稲川酒造店　　       　(猪苗代  上新町) ㈱磐梯高原柏屋　　　  　(猪苗代 梨ノ木) 若松ガス㈱猪苗代支店　　  (千里 堅田) 明誠建設㈱　　　　  　    (猪苗代 本町) 宇南山設備　　　　　　      (翁島 五十軒) 国指定重要文化財　天鏡閣  (翁島 長浜)

コガネ㈲ (猪苗代 半坂) 工房ポプリ　　　　　　  (猪苗代 四ツ谷) ㈱JA会津よつば　吾妻給油所   (吾妻 樋ノ口) 渡部産業㈱　　　　　　      (猪苗代 沼ノ倉) ㈱佐賀工務所  (翁島 西久保) 野口英世記念館　　 　 (翁島 三城潟)

ホンダワイナリー　ワイン工房あいづ　(千里 猪苗代駅前) お菓子工房　ふくすべるぐ (千里 六角) ㈲阿部伊三郎商店　　　      (千里 八千代) ㈱安部建設 (月輪 上戸駅前) ㈱磐梯マリーン　　　　　 (翁島 長浜)

㈱清水屋製麵　　　　　  (吾妻 田茂沢) お菓子の蔵太郎庵   猪苗代店(千里 北高野) ㈱猪苗代自動車　　　　  　(猪苗代 沼ノ倉) ㈲笠間建材店　　　　　      (千里 千代田) 佐藤木材㈲　　　　　  　    (月輪 湊志田) 磐梯高原　南ヶ丘牧場　  　 (翁島 磐根)

佐藤製麵所　　　　　　　  (長瀬 川桁) ほうらい堂　道の駅猪苗代店 (千里 堅田) ㈲高見沢モータース　　　  (猪苗代 中町) ㈱佐藤建匠　　　　　　      (千里 千代田) ㈲ホーライハウジング　      (月輪 金曲)

鈴木冷菓店　　　　　　　  (長瀬 川桁) ㈲日乃出屋物産店　　　  (吾妻 中ノ沢) ㈲森山オートクリニック  　(猪苗代 祢次) ㈱まるよし建材センター      (千里 千代田) ㈲渡部住宅設備機器             (月輪 壺下) ㈱DMC aizu  猪苗代スキー場　   (猪苗代 スキー場)

ごっつあんファーム　     　 (翁島 翁島駅前) ㈲宝来堂製菓　　　　  　(吾妻 中ノ沢) ㈲五十嵐自動車整備工場　  (千里 扇田) 沼尻スキー場　（ぬまじりの森）　  (吾妻 沼尻温泉)

金田モーター　　　　　  　 (千里 扇田) ㈱山口設計　猪苗代本店      (猪苗代 津金沢) 佐藤印刷所　　　　　　  (猪苗代 城南) ㈱東日本レンタル　猪苗代スキー場店 (猪苗代 スキー場)

藤鈑金塗装工業　　　      　(千里 堤崎) 渡部設計事務所　　　      (吾妻 白木城) ㈲二葉印刷　　　　　　　  (千里 八千代) ㈱東日本レンタル　バイパス１号店 (猪苗代 梨ノ木)

太田理容店　　　　 　 　 (猪苗代 雷) ■㈱カワチ薬品猪苗代店　  (猪苗代 梨ノ木) おかべクリーンコート      (猪苗代 旭町) 白新舎　阿部クリーニング店　(猪苗代 神明町) 磐梯観光タクシー㈱          (猪苗代 神明町) ㈱アセラ　　　　　　  　 (猪苗代 新北町)

大友理容所　　　　　  　(猪苗代 新町い) ■㈱ツルハドラッグ猪苗代店　(猪苗代 梨ノ木) ㈲三交産業　　　　　　  (猪苗代 二丁田) ㈱白成舎　本店　　　      (猪苗代 四ツ谷) 猪苗代タクシー㈲                 (千里 千代田)

岡村美容室　　　　　  　(猪苗代 本町) サンドラッグ猪苗代店　 　(猪苗代 芦原) ㈲新田興業　　　　　　　  (千里 百目貫) ㈱白成舎　カワチ店　　      (猪苗代 梨ノ木) 新雪トラベルサービス　  　 (千里 千代田）

美容室　TAKE・TOP　   (猪苗代 本町) ムナカタ薬局（調剤を除く）(猪苗代 四ツ谷) ㈲クリーンセンター遠藤　  (長瀬 水沢) O・Kサービス運転代行　    (長瀬 川桁)

びーなす　　　　　　 　 (猪苗代 神明町) 五十嵐石材　　　　　  　    (長瀬 川桁)

Bien Venu　　　　　 　 (吾妻 小田) スタジオやまうち　　　  (猪苗代 本町) なかむら英数教室　　　　  (猪苗代 堤町)

ヘアーサロンジン　　  　   (長瀬 川桁) ふれあい心のサービス猪苗代店　(長瀬 川桁) ㈲和光写真　　　　　　　  (猪苗代 芦原) 川桁新聞店　　　　　   　   (長瀬 川桁) モンド　アトリエ　　　  　(猪苗代 沼ノ倉)

ヨシダ理容室　　　   　  　(長瀬 川桁) 森のほぐしや　鈴木整体館　　   (翁島 磐根)

サチ美容室　　　　　     　(翁島 翁島駅前)

 

【あんま・マッサージ・整体等】 【新聞】 ※◎印は応募箱設置店

《おことわり》

地区の表記は、各事業所の意向によるものです。

【旅行業】

【不動産】

【運転代行】

【石材業】

【写真】 【教育・芸術】 ※■印は大型店舗

【理美容・コスメ】 【ドラッグストア・薬局】 【廃棄物処理・清掃業】 【クリーニング店】 【タクシー】

【スキー場・スキーレンタル】

【建築設計】 【印刷所】

【自動車整備】

◆美容・健康・コスメ◆

【ホームセンター】 【建設業関連（土木・建築・設備工事他)】

【小売店（衣料品）】

【観光・体験施設】

【食品・酒製造販売】

【小売店（電化製品）】

【菓子店】

【ガソリンスタンド・ガス・燃料】

【コンビニエンスストア】

【小売店（飲食料品）】

【居酒屋】

◆暮らし◆

令和４年度 野口英世ふるさと商品券取扱加盟店 〔業種別〕

◆ショッピング◆ ◆グルメ・飲食◆ ◆宿泊・観光関連◆
【スーパー】 【小売店（日用品・その他）】 【レストラン・お食事処】 【カフェ】 【旅館・ホテル・ペンション】


