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57

会津大学売店 33-0771 一箕町鶴賀上居合90 不可 コンビニエンスストア

かわちや若松店 26-0100 米代2-6-36 可 生鮮食品他

COOP BESTA あいおい 37-0133 相生町7-16 可 食料品等

COOP BESTA にいでら 26-5200 門田町飯寺村西385-2 可 食料品等

COOP BESTA ほんまち 26-8811 本町8-1 可 食料品等

セブンイレブン会津飯盛山店 88-0914 飯盛1-2-18 可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津石堂町店 24-8727 石堂町4-45 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津扇町店 24-7030 扇町80-1 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津大町1丁目店 24-1522 大町1-9-15 可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津亀賀店 24-1806 一箕町亀賀郷之原176 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津北滝沢２丁目店 32-5242 北滝沢2-1-21 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津高野町中沼店 25-0711 高野町中沼沼木291-1 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津城南店 26-0671 門田町黒岩大坪179 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津城北町店 32-3807 城北町4-2 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津千石店 24-8333 花畑東3-41 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津総合運動公園前店 28-6178 門田町堤沢北村232-1 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津滝沢町店 24-0622 滝沢町3-92 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津天神町店 23-7554 天神町30-43 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津中四合店 24-5511 神指町中四合寺西乙321-2 可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津西七日町店 22-4577 西七日町8-3 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津年貢町店 38-2407 西年貢2-2-7 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津馬場町店 22-1707 馬場町2-3 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津東栄町店 26-7088 東栄町2-36 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津東山店 29-4795 東山町石山天寧347-1 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津白虎町店 32-0706 白虎町213-3 不可 コンビニエンスストア

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

セブンイレブン会津湊店 93-2332 湊町共和宝名分15-2 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津門田丑渕店 27-8070 門田町日吉丑渕11-42 可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津門田日吉店 26-2195 門田町日吉笊籬田32-2 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津山鹿町店 28-0707 山鹿町4-33 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津山見町店 32-8131 山見町64-1 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津米代店 27-5208 米代2-7-6 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津若松インター店 22-0655 町北町始宮前127 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン城前店 26-3787 東栄町8-53 不可 コンビニエンスストア

スーパー・コンビニエンスストア

地元専用券と全店共通券の両方が利用できるお店
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ヒルズマーケット 23-9616 一箕町松長6-12-1 不可 食料品・雑貨

ファミリーマート会津神指店 38-3016 神指町南四合才ノ神482-1 可 コンビニエンスストア

ファミリーマート会津材木町店 36-5116 材木町1-9-22 可 コンビニエンスストア

ファミリーマート会津千石町店 36-5025 千石町5-62 可 コンビニエンスストア

ファミリーマート会津白虎店 37-7033 白虎町66-9 可 コンビニエンスストア

ファミリーマート会津門田町店 38-3156 幕内南町10-36 可 コンビニエンスストア

ファミリーマート会津若松七日町店 36-5058 大町1-1-31 可 コンビニエンスストア

ファミリーマート北会津店 57-1002 北会津町小松北面38-1 可 コンビニエンスストア

ファミリーマート吉川会津店 37-1121 町北町上荒久田宮下142 可 コンビニエンスストア

ヤマザキショップ竹田医療センター店 29-9828 山鹿町3-27竹田医療センター３階 可 コンビニエンスストア

ヤマザキショップ山鹿店 29-9828 本町1-1 可 コンビニエンスストア

リオン・ドール 会津アピオ店 32-6511 インター西116 可 食品他

リオン・ドール 駅前店 22-0065 中央3-8-8 可 食品他

リオン・ドール 千石店 23-9311 平安町1-23 可 食品他

リオン・ドール 滝沢店 39-6711 一箕町八幡牛ヶ墓7-1 可 食品他

リオン・ドール 七日町店 22-1000 西七日町5-33 可 食品他

リオン・ドール 年貢店 28-7700 門田町日吉小金井37 可 食品他

リオン・ドール 門田店 38-4311 東年貢1-2-25 可 食品他

ローソン会津飯盛三丁目店 36-7555 飯盛3-1-20 可 コンビニエンスストア

ローソン会津一箕町店 33-3963 一箕町亀賀川西1-5-3 不可 コンビニエンスストア

ローソン会津門田日吉店 29-0314 対馬館町5-5 可 コンビニエンスストア

ローソン会津若松神指町店 23-7699 神指町北四合榎木檀296-1 可 コンビニエンスストア

ローソン会津若松南花畑店 23-4044 南花畑1-1 可 コンビニエンスストア

65

會津一國庵 23-7198 町北町藤室藤室178-4 可 武者煎餅・会津のこづゆ

會津酒坊マルミ屋 25-3313 大町2-3-7 可 酒類

會津酒楽館　渡辺宗太商店 22-1076 白虎町1 可 地酒

会津のお肉屋さん　㈱ニヘイフーズ 22-8480 神指町中四合若宮丙150 可 食肉

会津の米蔵　二瓶商店 27-3064 新横町4-13 不可 米

会津蜂蜜㈱ 27-2912 宝町3-9 可 蜂蜜

㈲あいづ松川 22-5294 神指町高久高久242-1 可 米・蕎麦・味噌

會津宮泉酒造 26-0031 東栄町8-7 不可 日本酒、焼酎

会津ヤクルト販売㈱ 22-8960 神指町黒川湯川東177 不可 ヤクルトの販売及び宅配

会津若松飲食業組合 23-7316 城東町14-51 不可 中華麺

㈱アサクラ 26-3712 門田町御山村上267-1 可
イタリア食材全般（オリーブ
オイル・パスタ）

㈱石堂園茶舗 大町店 22-0158 大町1-8-11 可 日本茶・茶道具・茶器

食品
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㈱石堂園茶舗 神明通り店 26-0232 栄町3-21 可 日本茶・茶道具・茶器

石橋酒造場 27-0313 御旗町3-18 不可
清酒薫鷹1.8ℓ・720㎖ビン
詰、その他

石本米穀店 22-2401 扇町124 可 特撰あいづ米

㈲伊藤食糧 27-0056 東山町石山院内125 不可 会津米・食料品

WHISKY SHOP アクアヴィテ 050-8883-8392 大町1-1-41 可
ウィスキー・食品・飲料・雑
貨

植木屋商店 22-0215 馬場町1-35 可 酒

㈲うめや商店 22-1547 大町1-2-39 可 お酒

大堀米店 22-0675 七日町13-1 可 米、灯油　他

㈾奥田園茶舗 27-0466 日新町9-1 可 お茶

お米の山城屋 22-0141 蚕養町1-6 可 米

カネハチ米店 27-7181 西栄町7-20 不可 米

紀州園茶舗 28-0214 大町1-1-55 可 茶・菓子・急須

業務スーパー会津日新店 27-0187 日新町13-23 不可 食品・日用品

㈱くまのもり樂農 080-6017-6846 湊町共和熊野鼻23 不可
令和4年産米・モチ精米・う
るち精米

COCOKARA 26-0651 日新町16-27 可 米・その他食品

こまつ八百屋 27-7095 中町1-36 可 青果物

酒のトーヨコ 24-2692
一箕町亀賀藤原52ヨークベニマル一
箕町店

可 酒類

酒のむかでや 080-5555-3251 インター西51 不可 清酒

佐々木茶舗 22-0246 大町2-10-7 可 茶・紙

㈱サトー商会　会津若松店 93-5123 天神町21-2 可 食品・包材

澤井園 27-0823 日新町1-42 可 お茶

三代目酒やしもだいら 24-3563 西七日町7-3 可 酒類全般

自然食品の専門店玄 32-1850 一箕町鶴賀上居合175-8 可 自然食品

旬菜館 33-7622 神指町東城戸280 可 農産物直売所

㈱新城酒店 22-0907 行仁町1-15 可 酒類・飲料水・食品

㈱新城酒店千石ニュータウン店 22-0907 東千石3-1-38 可 酒類・飲料水・食品

末廣酒造　嘉永蔵 27-0002 日新町12-38 不可 清酒

鈴木製麺所 27-2923 追手町3-23 不可 中華そば（生ラーメン）

千葉酒店 92-3532 大戸町芦ノ牧1083 不可 酒類・食品

鶴乃江酒造㈱ 27-0139 七日町2-46 不可 清酒

外島米店 22-0527 大町2-10-13 不可 米・灯油

㈲永井屋麹店 22-5238 神指町高久高久72 不可 みそ・麹・甘酒

肉の庄治郎 22-0469 西七日町1-15 可 精肉・馬刺し・馬肉

29屋 22-0298 大町1-8-5 カネマンビル1F 不可 食肉・惣菜

農事組合法人　堰場ファーム里山 93-2377 湊町平潟堰場53 不可 農産物

馬さしの鈴静 22-2488 西七日町3-3 可 馬刺し・馬肉・豚肉・鶏肉等
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花春酒造㈱直売店神指蔵 22-0022 神指町中四合小見前24-1 不可 清酒・焼酎・その他

㈲ハニー松本 27-2131 材木町2-1-4 可 ハチミツ・ハチミツ加工・酒

㈲星野酒店 27-0142 表町1-20 不可 酒類・食品雑貨

松本養蜂総本場 26-1823 柳原町4-10-47 可 はちみつ

まんま～じゃ 24-0831 扇町49-1 可 農産物直売所

三笠園茶舗 27-0493 本町3-13 可 お茶・結納品・自然飼玉子

満田屋 27-1345 大町一丁目1-25 不可
味噌、漬物、食用油、うめ、
みそ田楽の提供

㈴山家屋商店 27-0501 材木町1-8-13 可 みそ・しょうゆ

㈱山新商店 28-1415 中町4-13 可
なめこ・山菜缶詰・会津名産
食品

山田青果店 22-2619 駅前町4-9 可 青果物

やまでら茶屋 26-2961 七日町3-32 可 米・灯油・タバコ

横田酒店 25-3223 大塚2-1-55 可 酒・食料品

吉岡青果店 28-2133 宮町5-15 可 青果物

リンクスアピオ店 37-2633 インター西118 可 食品

リンクス年貢店 29-1340 門田町日吉小金井19 可 食品

㈲渡久商店 22-1422 上町3-27 可 会津米・会津地酒

渡部柿園 26-3899 門田町御山舘ノ内77 不可 みしらず柿

31

会津葵 シルクロード文明館 27-1001 追手町4-6 不可 菓子

会津葵 本店 26-5555 追手町4-18 不可 菓子

会津菓匠庵すがの屋 22-2375 七日町13-36 可 和菓子

會津柏屋 25-0424 一箕町亀賀藤原170-1 可 お菓子

会津路菓子処　白虎堂 22-1123 馬場町1-51 可 菓子

會ベーグル 23-7775 大町1-8-13 可 ベーグル

會・ ｍａｔｉｅｒｅ 23-8713 飯寺北2-3-80 可 パン

伊勢屋製菓 22-1652 大町1-3-1 可 菓子

熊野屋七日町店 22-7411 七日町5-17 不可 菓子

三万石　会津城前店 27-6655 城前10-67 可 菓子

三万石　会津門田店 29-6111 天神町22-11ヨークベニマル門田店内 可 菓子

庄助製菓本舗 27-0287 日新町16-40 可 菓子

食ぱん道　会津若松店 93-8083 徒之町4-29 可 食ぱん

㈱太郎庵 会津城南店 28-1500 天神町22-24 可 和洋菓子

㈱太郎庵 会津総本店 32-2877 白虎町180-1 可 和洋菓子

㈱太郎庵 七日町菓房 93-9388 七日町3-35 可 和洋菓子

㈱太郎庵 にいでら工房店 26-2137 門田町飯寺村西747-1 可 和洋菓子

㈱太郎庵 西栄町店 28-8310 西栄町2-16 可 和洋菓子

菓子・パン
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太郎焼総本舗 24-7911 七日町8-10 可 太郎焼等

㈱長門屋本店 27-1358 川原町2-10 可 和菓子

㈱長門屋本店七日町店 29-7070 七日町3-30 可 和菓子

日本一本店 22-0390 栄町7-21 不可 和菓子・餅・赤飯

パティスリー 白亜館 27-0898 天神町24-14 可 ケーキ・焼菓子

Ｐａｎｆｅｅｌ　ＳＨＵＮ 26-8318 大町1-1-41 可 パン

白虎最中本舗 27-2762 七日町2-40 可 和洋菓子

ベーカリー＆カフェ コパン 93-7566 一箕町亀賀北柳原52 可 パン・焼き菓子・ドリンク

焼きたてパン工房　モックモック 27-6523 材木町1-8-20 可 パン

洋菓子ドリアン 85-8077 西七日町8-12 可 ケーキ・パン

羊羹の松本家 27-2009 東山町湯本123 可 羊羹（和菓子）

㈲吉田菓子舗 22-0985 馬場町1-22 不可 和菓子・パン

吉田ベーカリー 28-2272 和田1-8-4 不可 洋菓子

34

AOKI会津門田店 38-3788 天神町19-20 可 紳士服・レディース

AOKI会津若松店 22-3739 町北町藤室道下81-1 可 紳士服・レディース

Azzurro 27-2385 栄町1-19 可 婦人服

庵はづき 93-9295 馬場本町1-5 不可 呉服・小物

衣千花 22-2914 大町2-13-24 可 衣料品等・お土産品

カルム 24-7630 栄町2-12 可 婦人服

きもの伝承・雑貨商　きずな 24-0227 七日町6-5 可 きもの・和雑貨・会津木綿

きものべんりや　としの坊 22-9363 七日町8-12 可 衣料品・和雑貨

靴下屋　会津若松店 27-0950 中町1-46 不可 靴下全般・学生服

四国屋 27-0106 本町4-16 可 婦人衣料・手芸材料・肌着

㈲大黒屋製帽店 27-2469 日新町3-6 不可 帽子

大善屋呉服店 27-0404 大町1-1-53 不可 着物・和装小物・和雑貨

タカハシブラザー 27-1341 中町4-38 可 婦人服・手芸用品

立花屋桐材店 22-1268 西七日町3-15 不可 会津桐下駄

チヨダ　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ会津若松店 38-3051
幕内南町9-10ＭＥＧＡドン・キホー
テＵＮＹ会津若松店１F

可 靴

デュナミス 29-5055 大町1-10-22 不可 婦人服・身の回り品

東京靴流通センター会津若松店 28-6247 天神町20-5 可 靴

履物・バッグ・傘の大松屋 22-1546 上町2-5 可 履物・カバン・傘

長谷川呉服店 27-2098 材木町1-9-16 可 衣料品、制服、運動着

坂内京染店 25-2366 一箕町八幡滝沢34-4 不可 和服全般・染色品

ファ　パール 27-0251 栄町3-26 不可 服飾・毛皮マフラー

松屋衣料店 22-2461 大町2-7-11 可 リサイクル商品・学校指定品

衣料品
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marusa 27-2187 中央1-1-20 可 婦人服

丸桝呉服店 27-1192 本町4-5 可 きもの・和装小物

マルモ洋服店 27-3471 城前8-23 可 紳士服・婦人服

皆長呉服店 22-1342 中央1-5-38 可 呉服・洋品

みますや会津若松店 29-7003 本町8-14 不可 着物

メンズショップ　FUKIYA 23-9118 千石町1-8 可 紳士服

山形屋 27-2553 栄町3-23 可 衣料品(婦人服)

山木屋呉服店 22-1032 大町1-5-1 可 呉服・和装小物

洋服の青山　会津若松インター店 25-4052 町北町始宮前130-1 可 紳士・婦人服、衣料品

リチャード 27-0560 栄町1-17 不可 婦人服、小物　他

ＲＥＬＡＸＥ 080-5225-7285 米代1-6-2 不可 婦人服

ワコール ザ ストア 会津若松店 36-6505 栄町2-23 サトープレゼンスビル 可 インナーウェア等

22

あいあい薬局 29-6666 城西町5-56 可
処方せん薬品・家庭用医薬
品・食品

あいあい薬局城北店 37-7701 城北町5-31 可
処方せん薬品・家庭用医薬
品・食品

あいあい薬局門田日吉店 29-1666 門田町日吉丑渕11-44 可
処方せん薬品・家庭用医薬
品・食品

会津調剤薬局 36-7672 白虎町152-2 可 一般用医薬品・医薬部外品

IRIS 28-9218 栄町3-26赤枝ビル1F 可 化粧品

あいりす門田店 29-4760
天神町22-11 ヨークベニマル門田店
内

可 化粧品

江戸屋薬局 27-0534 日新町2-1 可 医薬品・サプリ・漢方薬

emiiy 23-8924 中央2-2-11 不可 化粧品

コスメティック ルビー 27-2639 中町4-37 可 化粧品・雑貨・洋品

ＣＥサロン　Ichika 23-7821 北青木4-8 可 化粧品

ＣＥサロン　Pinky 23-4254 西年貢1丁目2-5　タニイビル103 可 化粧品

ＣＥサロン　プラーナ 25-0115 西七日町6-20 可 化粧品

ＣＥサロン　Ray 23-7959 天神町3-10 可 化粧品・健康食品

城東調剤薬局 28-8008 城東町6-19 可 一般用医薬品・医薬部外品

神保薬品 22-0749 大町2-9-3 可
医薬品、健康補助食品、化粧品、
エステ

せき薬局 27-1277 西栄町6-31 可 医薬品・医療品・理化学機器

千石調剤薬局 23-8336 千石町9-23 可 一般用医薬品・医薬部外品

天薬局 38-1801 天神町31-4 可 一般用医薬品・医薬部外品

㈲ハッピーライフ 28-8495 御旗町9-3 不可 医薬品、健食、日用品の小売

（一社）フルールドベリー 85-6890 一箕町松長1-1-18 可
純金入り高級化粧品・サプリ
メント

星白清堂 22-0705 上町1-3 可 化粧品・雑貨・洋品

ラ・ココ　きらり 29-3315 湯川町1-49　湯川ビル1F 可
化粧品・健康食品・食品・小
物・洋服

12

医療品・化粧品

家具・インテリア
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店　　名 ＴＥＬ 所在地
ｻｰﾋﾞｽ
併用
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㈲オークビレッジ（ラ・フラール） 29-1024 飯盛1-1-16 可
生活雑貨・家具・ガーデン用
品

家具・アウトレットＢステージおおぜき 27-0649 本町9-3 可 一般家具

家具の大須賀 22-0084 旭町7-20 可 家具

㈲坂田家具店 27-1316 日新町1-43 可 家具

住空間ファクトリー　ZEN 37-7757 西七日町4-10 不可 カーテン・インテリア雑貨

畳の稲忠 27-1048 大町1-1-33 可 畳製品・和風インテリア小物

土屋畳店 27-0093 門田町御山村上350 不可
新畳・畳表張替・襖・障子張
替

中澤家具店 25-3227 西七日町1-3 可 家具・インテリア用品

ビビホーム大和一 32-6446 インター西102 不可 家具・インテリア用品

ふとんのいわぶち 26-4518 対馬館町4-35 可 寝具全般

吉田民江商店 22-1125 上町1-3 可
畳・カーテン・カーペット・
インテリア用品・施工

㈱ローレル　宮崎本店事業部 28-1366 本町9-13 可 カーテン・ブラインド等

7

岩瀬書店会津若松駅前店 22-3366 白虎町225 可 書籍・文房具・雑貨・食雑貨

ＴＳＵＴＡＹＡ 会津アピオ店 37-2633 インター西118 可 書籍、レンタル、物品販売

ＴＳＵＴＡＹＡ 滝沢店 39-6700 一箕町八幡牛ヶ墓7-1 可 書籍

西沢書店アピオ店 24-0664 インター西113 可 書籍・雑誌

西沢書店門田店 85-7555 天神町22-27 可 書籍・雑誌

ブックスなにわ会津若松店 38-2626 南千石町3-16 不可 書籍・文具

歴史春秋出版㈱ 26-6567 門田町中野大道東8-1 不可 書籍

6

栄町オサダ 26-5671 中町1-4 可 文具・事務用品

中島工房ミューズ 24-6433 中央3-3-7 可 ゴム印・印鑑・絵画の版画

ハンコセンター ハピネス 38-4566 東栄町2-30 不可 印章・雑貨

文具のつるや 25-1080 大町1-8-27 可 文具・事務用機器・OA用品

㈾武藤紙店 24-0611 中央1-2-26 不可 紙・和紙

渡部印店 22-1505 中央1-1-36 可 印鑑

14

愛眼堂若松本店 25-3871 白虎町218-1 可 眼鏡・補聴器

エースコンタクト会津若松店 38-4830
幕内南町9-10ＭＥＧＡドン・キホー
テＵＮＹ会津若松店1F

可 コンタクトレンズ

遠藤時計店 22-1848 大町1-6-10 可 時計・宝飾・メガネ

大宮堂 27-1529 栄町3-24 可 時計・宝石・メガネ

㈲サトウ時計店 27-1290 中町1-1 可 時計・宝飾・メガネ・補聴器

ジュエリー オースカ 27-0887 中町2-87 不可 宝飾品・時計・メガネ

日栄堂時計店 27-0892 大町1-10-14 可
時計・眼鏡・宝飾品修理全
般・貴金属買取

ブランドステーション レガーロ 22-3340 中央1-3-7 可
時計・ブランドバッグ・ジュ
エリー

書籍

事務用品・文具

メガネ・時計
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店　　名 ＴＥＬ 所在地
ｻｰﾋﾞｽ
併用

取扱品

眼鏡市場　会津若松店 25-2858 白虎町181-1 可
眼鏡・コンタクトレンズ・補
聴器

眼鏡市場　会津若松花畑店 36-5088 南花畑3-1 可
眼鏡・コンタクトレンズ・補
聴器

メガネのアイワ 27-1440 栄町3-23 可 眼鏡

メガネの石津屋 時計店 22-3210 栄町1-42 不可 メガネ・時計・補聴器

メガネのサトウ 28-0019 追手町7-15 可 眼鏡・補聴器

和真メガネ会津若松店 32-8891 大町2-14-26 可 メガネ・補聴器

9

会津慶山焼 26-2507 東山町石山天寧67 可 会津慶山焼・手作りの陶器

㈱あいづ陶苑 22-1500 大町1-2-52 不可 料理道具

㈲コサカ漆器店　会津名匠華蔵 22-1619 上町3-25 不可 会津塗

鈴善漆器店 22-0680 中央1-3-28 可 漆器

㈴関漆器店 25-0151 中央1-4-12 不可 漆器

創作陶器 すゞ信 29-5577 大町1-10-16 可 陶磁器（和・洋食器）

ぬり一七日町店 85-7211 七日町3-36 不可 漆器

美工堂 27-3200 西栄町6-30 可 工芸品　会津木綿　会津漆器

福西漆器店 27-0845 大町1-1-45 可 漆器

4

青葉電気店 27-5438 城東町4-18 可 家電製品

うえのホーム電器 25-3584 一箕町鶴賀堤2-51 不可
家電品・ボイラー・エコ
キュート

㈲新電気商会 93-8505 神指町橋本126 可 家電販売・電気工事業

雪野電気 33-1496 町北町始屋敷97-2 不可 家電製品販売

23

会津幸泉小法師 85-6218 一箕町八幡牛ケ墓236-1 不可 菓子・民芸品・飲食etc

会津武家屋敷 28-2525 東山町石山院内1 可 土産品・観覧・食事

会津武家屋敷内売店（池田物産） 28-2525 東山町石山院内1 不可 観光土産品

会津ブランド館 25-4141 七日町6-15 可
民芸品・工芸品・ご当地食
品・作家作品

会津町方伝承館 22-8686 大町2-8-8 不可 伝統工芸品・土産

飯盛分店 22-5818 一箕町八幡弁天下甲1404-4 可 土産品・飲食

絵ろうそくの小澤 27-0652 西栄町6-27 不可
会津絵ろうそく・洋ﾛｰｿｸ・御
香・その他

大江戸温泉物語あいづ　やまが売店 0570-011-260 神指町北四合東神指77-1 可 観光物産品

大江戸温泉物語　東山グランドホテル　ショッピングプ
ラザやまが

38-3600 東山町湯本上湯本5 可 観光物産品

おみやげ処　会津若松 25-0544 駅前町1　ＪＲ会津若松駅構内 可 お土産品

おみやげ処やまが 26-4123 和田1-7-16 可 観光物産品

駄菓子屋　あがっせ 92-2336 大戸町芦牧下夕平1082-4 可 駄菓子・お土産・民芸品

鶴ヶ城 27-4005 追手町1-1 可 入場料・お土産品

鶴ヶ城会館 28-2288 追手町4-47 不可 土産品

漆器・陶器

家電

お土産・地場産品
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店　　名 ＴＥＬ 所在地
ｻｰﾋﾞｽ
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取扱品

七日町観光案内所 23-9611 七日町5-7 可
会津土産品全般・軽飲食（テ
イクアウト)

ほしばん絵ろうそく店 27-1873 七日町3-33 可
化粧品・ろうそく全般・雑
貨・線香

松良 24-2503 飯盛3-15-33 不可 お土産

もめん絲 27-8663 七日町3-31 不可 会津木綿・雑貨・衣類

やまが　飯盛山店 23-4020 飯盛1-5-10 可 観光物産品

やまが　原瀧売店 26-8104 東山町湯本23 可 観光物産品

山田商店 26-3480 館馬町11-29 不可 絵ろうそく製造、販売

山田民芸工房 23-1465 七日町12-35 不可
民芸品（起上り・風車・赤ベ
コ類）

笑美 24-0020 中央1-5-13 不可 赤べこ・土産品

8

㈲エンドー花店　花春本店 26-5566 花春町1-24 可 生花

菊地種苗㈱ 32-8822 神指町東城戸118 可 種・苗

すみれ花店 24-7233 大町2丁目1-1 不可 生花

つぼや花店 27-0411 大町1-1-40 可 生花・花鉢・その他

㈱ニヘイ 26-0113 日新町3-54 可
鉢花（ｼｸﾗﾒﾝ・ﾎﾟｲﾝｾﾁｱ･ﾌﾟﾘﾝｾ
ﾁｱ他)

はな房生花店 27-3878 東年貢2-1-53 不可 生花

フローラルゾーン会津 28-4404 飯盛1-2-3 可 園芸用品・エクステリア用品

㈲ワタナベ花店 27-0878 栄町2-21 不可 生花

2

㈱一休さん大黒堂 28-1930 東千石1-1-32 可 仏壇・仏具・墓石

お仏壇は小野屋 22-4500 インター西104 不可 仏壇・仏具・墓石

4

ウカヤ写真館 22-2487 城北町1-1 不可
各種証明写真・スタジオ記念
写真等

オレンジスタジオ 22-1100 神指町橋本32 可 写真・貸衣装

写真館さくら 37-1223 町北町始北台107-1 可 写真撮影・貸衣装・着付

写真とカメラ　サイトウ 24-0567 栄町6-15 可
写真撮影・デジタルプリン
ト・用品

6

ウッディライフ 29-3666 御旗町5-35 可 アウトドア用品・登山用品

ゴルフショップあいづ 26-2880 和田2-1-8 可 ゴルフ用品

スポーツショップｗｉｎｇ 27-6850 米代2-4-18 不可 スポーツ用品

㈲タナカスポーツ 22-6642 白虎町114-2 可 スポーツ用品

㈲バンダイスポーツ七日町店 27-8118 七日町2-33 不可 野球用品（スポーツ用品）

㈲ヤマトスポーツ店 85-8200 追手町5-21 可 スポーツ用品

8

カンガルー堂会津若松店 36-5620
幕内南町9-10ＭＥＧＡドン・キホー
テＵＮＹ会津若松店1F

可 バッグ・カバン

ギフトプラザ会津店 22-0007 インター西106 可 ギフト商品

スポーツ用品

雑貨・小物

写真

生花・園芸

仏壇・墓石
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ｻｰﾋﾞｽ
併用
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小袖屋　凛 28-0800 七日町2-48 可 バッグ・ショール・革

坂本これくしょん 25-4111 大町1-4-51 不可 漆アクセサリー・蒔絵バック

ソクラテス 28-7417 南町1-64 可 キャラクター・衣料・雑貨

㈱ハタコーポレーション 27-0063 御旗町5-3 可 日用雑貨品

パティズ＆クローバー会津若松店 36-5770
幕内南町9-10ＭＥＧＡドン・キホー
テＵＮＹ会津若松店1F

可 雑貨・文具・化粧品等

はらっぱ 36-7903 日吉町4-25 不可 会津もめん商品

36

会津ガス㈱ 29-1141 神指町南四合才ノ神325-1 可 ガス器具・掃除サービス

会津神指セルフＳＳ 37-7714 神指町高瀬滑田2-2 可 石油製品

会津日石販売㈱　駅前ＳＳ 22-6531 中央3-10-40 不可 給油・サービスステーション

会津日石販売㈱　鶴ヶ城ＳＳ 27-6534 城南町4-44 不可 給油・サービスステーション

会津まちなかマルシェ（※開催日等はお問い合わせくだ
さい）

38-2822 中町4-16 可 アクセサリー、雑貨等

会津若松西バイパスセルフＳＳ 38-0205 門田町一ノ堰村西274-22 可 石油製品、お酒

アップガレージ会津インター店 93-8806 町北町始宮前81 不可 カー用品

㈲ウエキヤ 27-0908 日新町15-51 不可 灯油、プロパン

㈱うたがわＥＮＥＯＳ南町ＳＳ 26-7589 明和町7-15 可
ガソリンスタンド・石油製
品・自動車関連商品

ENEOS Enejet会津運動公園給油所 38-2408 門田町堤沢北村230-1 可 ガソリンスタンド

ENEOS Enejet会津城北給油所 39-2408 町北町藤室達摩164-1 可 ガソリンスタンド

ENEOS Enejet会津西給油所 38-2460 飯寺北3-10-6 可 ガソリンスタンド

ENEOS Enejet会津東給油所 38-2404 桧町1-6 可 ガソリンスタンド

ENEOS Enejet千石バイパス給油所 22-1132 千石町6-50 可 ガソリンスタンド

エネオス若松陸橋ＳＳ 24-4441 町北町上荒久田鈴木60-1 不可
ガソリンスタンド・灯油・オ
イル・タイヤ・配達

會佳堂 85-7363 中央1-3-18 不可 美術工芸品

㈱栗林商店　大町サービス・ステーション 24-1882 大町2-5-8 可 ガソリンスタンド

㈱栗林商店　亀賀サービス・ステーション 22-6758 一箕町亀賀郷之原169 可 ガソリンスタンド

小池宝飾 29-4941 新横町4-24 可 貴金属装飾品

㈲秀美堂 24-0634 大町2-12-2 可 贈答品・ネームプレート

手芸のみとや 26-3108 館馬町7-35 不可 手芸用品

㈱新城 27-6601 城南町4-49 不可
電動工具・土木・建設資材販
売

ゼネラルオート㈱灯油配送センター 38-2410 西年貢2-2-7 可 灯油配達

㈱堤製作所 22-0308 馬場町5-1 不可 鍬

㈲中村豊蔵商店 22-1554 一箕町八幡坂下甲1402 不可 そば道具

㈱光商会福島 32-3222 神指町高久高久147-1 可 灯油・住宅機器

㈱光商会福島　城西営業所 38-2260 城西町2-54 可 灯油・住宅機器

㈱ヒデオ 26-3210 中町2-11 不可 鍵・合鍵・暖房器具

㈱マインド 25-1005 日吉町6-22 可 灯油宅配

その他小売業
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㈲皆川燃料店 27-2608 日新町13-15 可 ＬＰガス・灯油

ＭＵＳＩＣ ＰＬＡＺＡ 白水堂 36-6601 米代2-2-5 可 楽器・楽譜

㈱やまぐち 22-1110 中央2-7-14 可 日用雑貨・作業用品

㈲山田八太郎商店 26-0130 門田町面川根岸556 可 石油製品

山本商事㈱ 24-4561 インター西29 不可 肥料・農薬・農業資材・米穀

㈱雪包装 22-7149 一箕町鶴賀船ヶ森東470 可
包装資材・包装機器・介護用品・衛生用品・厨房調理

用品・施設用品・イベント用品・その他

若松ガス㈱ 28-1361 千石町4-16 可 灯油・ガス器具・工事

39

会津らーめん　頓珍館 28-3680 東年貢1-5-2 可 ラーメン

会津らあめん頓珍館千石店 85-7338 東千石1-3-3 不可
ラーメン・ソースカツ丼・そ
の他

会津ら～めんほていや 24-6448 山見町130-1 可
ラーメン・ギョーザ・ソース
カツ丼・定食

味の里しおえ 26-9060 門田町御山村上319 不可 ソースカツ丼・麺類・定食

味平食堂 25-0485 八日町3-10 不可 ラーメン・カツ丼

あたごや食堂 27-7429 東山町石山天寧9 不可 ラーメン

いさみ食堂 22-0064 馬場町1-13 不可 ラーメン

一風亭 28-4885 天寧寺町1-5 可 麺類・ソースかつ丼

うえんで本店 92-3253 大戸町上三寄大豆田11-3 不可 ラーメン

うえんで山鹿店 36-5078 西栄町2-17 不可 ラーメン

元祖會津中華そば　めでたいや 33-0288 千石町3-1 不可 ラーメン・かつ丼など

喜多方ラーメン専門店喜鈴城前店 23-8084 東栄町1-84 不可 ラーメン

喜多方ラーメン来夢 会津若松駅前店 93-6277 扇町122-2 可 ラーメン・餃子

喜多方ラーメン来夢 会津若松門田店 29-0455 飯寺北3-10-1 可 ラーメン・餃子

きむらや。 26-8245 湯川町1-47 不可 ラーメン

牛乳屋食堂 92-2512 大戸町上三寄香塩343 不可 ラーメン・丼類

空山ＮＥＯ七日町店 22-7272 七日町9-7 可 ラーメン

くるくる軒 24-9050 栄町2-7 不可 ラーメン・定食他

菜華楼 27-8008 花春町2-34 可 中華料理

三宝亭会津若松インター店 32-6220 インター西117 可 ラーメン・その他

鈴木飯店 26-8353 米代1-6-2 可 ラーメン類

チャイナレストラン ジャスミン 27-9275 桧町5-47 不可 中華料理

中華飯店　重慶 25-2331 町北町始宮前90-1 不可 飲食　ラーメン　餃子

中華飯店大川 22-9672 大町2-13-23 不可 冷凍餃子発送、持ち帰り

中華料理　萬来軒　千石店 24-5280 花畑東3-24 可 中華料理

中華料理　萬来軒　鶴賀店 24-2575 鶴賀町2-20 可 中華料理

中国料理　黄鶴楼 24-1120
駅前町5-25駅前フジグランドホテル
3F

可 中華料理

テイク食堂 29-9828 山鹿町3-27 可 ラーメン・中華

ラーメン・中華
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手作りギョーザミナ 090-2979-4669 行仁町1-25　リトル東京101号 可 手作りギョーザ

とんこつらーめんこうみ家 32-8334 蚕養町6-35 可 らーめん

馬力本願 22-0133 七日町7-3 可 ラーメン等

まんぷく食堂 75-2335 河東町谷沢十文字101 不可 ラーメン

麺＆ダイニング　坂新 23-8213 城西町4-38 不可 ラーメン

よどや 32-6200 山見町263-5 可 ラーメン

ラーメン居酒屋寿楽 24-8641 馬場町2-45 不可
カレー・焼きそば・ラーメン
他

らーめんお食事処あおやま 22-7508 行仁町3-14 不可 ラーメン

ラーメン金ちゃん 32-6120
駅前町5-25駅前フジグランドホテル
1F

不可 ラーメン

らぁ麺　まえ田 090-4824-3560 米代2-7-16 可 ラーメン・ハンバーグ

拉麺まま家 85-8355 上町1-19 不可 ラーメン

76

會津懐石 鶴我 東山総本山 23-8294 東山町石山院内151 不可 会津郷土料理・馬肉料理

会津迎賓館寿し万 25-3311 駅前町6-25 可 寿司・割烹

會津桜鍋 鶴我 会津本店 29-4829 東栄町4-21 不可 馬肉料理・会津郷土料理

会津大学食堂 33-0771 一箕町鶴賀上居合90 不可 日替定食・麺類・丼物他

会津とんかつの店　とん八 22-1078 扇町80-2 不可 とんかつ定食・お弁当　他

会津よろずや 36-7787 七日町2-37 可 飲食物、雑貨、アクセサリー

会津料理 鶴井筒 26-5629 東山町石山院内109-1 可 郷土料理飲食店

味処 桐 27-1098 栄町2-22 不可 ソースカツ丼・手打ちそば等

炙りや 牛ぞう 24-1129 中央1-2-2 不可 焼肉

一坊 27-1115 大町1-10-17 不可 日本料理

丑若丸 24-7757 一箕町八幡滝沢134 不可 和食・うなぎ

鰻のえびや 22-1288 馬場町1-21 可 うなぎ料理・他

鶯宿亭 28-4015 飯寺北1-9-17 可 食事　飲物

お好みハウス どんどん 32-8055 旭町7-14 可
お好み焼・もんじゃ・牛すじ
カレー・ソースカツ丼

お好み焼き 鉄板焼き 廣 22-5566 中島町2-24 可 広島流お好み焼き・鉄板焼き

お魚の美味しい店魚志 23-4345 栄町8-27 不可 寿司

お食事処 更科 27-5413 飯盛1-1-28 不可
ラーメン・かつ丼他・麺類・
ごはん類

会席料理鈴乃紀 27-8060 東栄町9-26 不可 日本料理

かっぱ寿司会津若松店 37-1278 平安町1-12 可 寿司

かっぱ寿司会津若松南店 38-3538 西年貢1-4-4 可 寿司

割烹・会津料理　田季野 25-0808 栄町5-31 可 輪箱飯

割烹　水林 22-0645 栄町7-4 不可 日本料理

割烹　萬里 22-8502 栄町4-37 可 和食全般

割烹　芳登里 26-0426 門田町中野大道東12-1 不可 日本料理・仕出し・ランチ

和食・うどん・そば・とんかつ・かつ丼・焼肉
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割烹　萬花楼 27-4567 東栄町10-6 不可 小懐石料理

釜めし山葵 32-3035 上町3-22 不可 釜飯

かみしろや 26-8648 城東町1-50 可 手打ちそば・うどん

㈲亀井鮨 22-9744 馬場町1-8 可 寿司・居酒屋

カルビ大将 会津若松駅前店 22-5678 白虎町27-1 可 焼肉

韓国料理いぶし 36-7959 桧町1-36ツルマキビル1階 不可 韓国料理

元祖煮込みソースカツ丼の店 なかじま 24-5151 上町2-39 可 ソースカツ丼

元祖ほるもん道場　会津清水通り店 24-9484 栄町4-28 不可 焼肉

かんのや 22-3904 行仁町4-11 可 手打ちそば・天ぷら

亀鶴寿し 27-8596 中町2-82 可 寿司・刺身

牛角会津若松店 37-0229 桧町1-50 可 焼肉店

蕎八かやの 27-0825 追手町5-34 不可 手打ちそば・もち

桐屋・権現亭 25-3851 上町2-34 不可 手打そば・会津料理

銀のさら　会津若松店 85-7487 行仁町9-28 可 すし

喰陣 37-1235
駅前町5-25　駅前フジグランドホテ
ル１F

不可 弁当販売

高麗家 25-4129 上町8-30センチュリーホテル1F 可 焼肉・韓国料理

ごはん処結や 080-8848-5628 栄町6-12 可
弁当・定食・アクセサリー・
書額等

小松島 23-4355 東栄町6-24　三進ビル1F 可 牛たん

渋川問屋 28-4000 七日町3-28 可 郷土料理

しゃとれ　蔵 26-9067 東栄町4-20 可 会席料理

十割手打ちそば処　中むら 24-4617 七日町6-18アイバッセ1F 不可 生そば

食堂トミーとマツ 36-7666 栄町1-31 可 食堂

すし万大将 22-1980 町北町藤室達摩162-2 不可 寿司・定食

炭火焼肉　棕櫚 32-5433 中央1-3-3 不可 焼肉店

そば処　和田 28-1001 和田2-2-9 不可 そば・うどん・飯物

蕎麦の蔵　美國庵 93-5335 西七日町22-24 可 蕎麦・ソースかつ

ちゃんこやぐら大鼓 25-1413 北滝沢2-1-62 可 ちゃんこ鍋

㈱鶴ヶ岡茶寮 26-6052 東栄町8-47 可 会津料理・郷土料理

手打ちそば・うどん　徳一 28-5681 東千石1-5-17 可 手打ちそば・うどん・ご飯類

㈱東商　東山庵 26-6013 東山町石山天寧161 不可 生そば

とんかつ　とん亭 27-2191 天寧寺町1-11 可 ソースかつ丼

とんかつ番番 27-6327 東千石2-1-32 可 とんかつ

中村麺兵衛　会津若松店 22-5039 北滝沢2-4-12 可 そば・天ぷら

鍋と焼肉 だるま 27-1129 七日町1-16 不可 焼肉

日新町 ハトヤ食堂 27-2138 日新町14-14 不可 麺類・丼類

日本料理　生粋 26-3300 東栄町11-3 不可 日本料理
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日本料理　瑞兆 22-8801 上町1-25 可 魚料理・日本そば

二丸屋 武蔵亭 28-1208 材木町2-8-18 可 郷土料理・そば・お土産

飲･喰･処 ぱんどら 29-3888 山鹿町6-55 不可 定食

福西本店　炭蔵　和彩夢家 23-8696 中町4-16 可 和食

マルモ食堂 22-0818 白虎町229 不可
麺類（ラーメン・そば・うど
ん）定食・丼類・その他

まるやま　会津門田店 29-9111 北青木2-57 可 とんかつ

宮古そば処　分家　吉兵衛 33-0844 栄町7-7　ステージ707　3F 不可 日本そば

麺麺亭そば御膳 37-1610 白虎町171-2 可 そば・和食・洋食

焼肉きんぐ会津若松店 36-6535 桧町1-13 不可 焼肉

焼きや 22-0120 大町1-8-25 不可 お好み焼き・焼き物

ゆず庵　会津若松店 85-8057 天神町20-2 不可 和食

料亭翠雲 24-1919 栄町7-50 可 日本料理

料理旅館 田事 24-7500 城北町5-15 可 郷土料理・宿泊

和食dinning芳～kaguwa～ 37-7077 栄町4-12エクシードⅡ　2F-D 不可 日本料理

和風ダイニング輪-Rin- 23-9099 大町1-2-55ホテル大阪屋2F 不可 和食

和風れすとらん くいしん坊 26-8239 中町4-31 可
ザルそば・定食・ソースカツ
等

28

會津の食彩　花咲 85-8889 花春町4-30 不可 オリジナルランチ

會津バル 36-7257 大町1-9-5 石川ビル1F 不可 スペイン料理

あゆむCafé 93-8717 東栄町1-77 不可 洋食

インド料理　カーン ナワブ 050-1133-5636 栄町1-41 不可 インド料理

カレーハウスCoCo壱番屋　会津若松千石通店 38-3420 天神町18-8 不可 カレーライス

キッチン瓦・モーモー鈴吉 24-2414 栄町7-52 不可
ピザ・ハンバーグ・しゃぶ
しゃぶ・すき焼き

ココット 23-8229 栄町3-35 不可 フランス料理

左雨 26-9845 中町1-10 不可 ステーキ・定食

ステーキ宮 会津若松駅前店 32-1166 白虎町27-2 可 ステーキ・ハンバーグ

スパイス処　サバイ 080-3259-6003 馬場町1-7キヨミズビル1F 不可 カレー・スパイス料理

ダイニングバー　オルテンシア 22-0540 行仁町2-35 不可 洋食等

Diningbar Clover 93-5277 栄町4-12エクシードビルⅡ　1F-A 可
創作イタリアン・ワイン・ア
ルコール各種

Teppanyakiあいづ家 29-0371 七日町2-51 可 洋食・レストラン

トラットリア　ネモ 32-0203 馬場町1-45サンコープラザ1F 不可 イタリア料理

ハレの日 93-5668 中町4-11 可 定食

ピザーラ会津若松店 24-7000 白虎町217 不可 宅配ピザ

ビストロ　コロンボ 77-6537 東栄町6-14 不可 洋食

Bistro+Bar UNO 29-6500 七日町2-40 不可 レストラン

ピッツェリア　ダ・チーロ 85-6638 栄町3-20 可 ピザ

洋食・レストラン
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french style La Shun 32-2141 一箕町亀賀藤原352 不可
フレンチ・ケータリング・お
弁当・オードブルetc

プロント 会津若松店 28-8355 中町4-31 可
ｺｰﾋｰ類･ﾊﾟｽﾀ・ｹｰｷ・ｱﾙｺｰﾙ類･
ﾋﾟｻﾞ･一品料理

野菜レストラン ポタジエ 93-8404 一箕町八幡牛ヶ墓14-1 可 イタリアン

洋食屋　セピア 28-3900 山鹿町6-62　浅沼ビル2F 不可 洋食（お肉ワイン）

洋食家 ふらいと 27-6027 東山町石山院内152-3 可
パスタ・グラタン・ハンバー
グ

リストランテ　パパカルド 93-7887 七日町2-39 不可 イタリア料理

レストランバーマーティン 25-3536 栄町1-25 不可 洋食

レストラン葡萄屋 27-4462 東栄町7-31 不可
洋食・ハンバーグ・ビーフシ
チュー・ピザ

レストラン　ラ　レゾン 93-6355 西栄町7-21 可 フランス料理・飲食等

35

アイスブティックモンジューあいづ店 28-5433 中町3-53 可
アイスクリーム・クレープ・
ジェラート

會津壹番館 27-3750 中町4-18 不可 コーヒー・ケーキ

会津バーガーLucky Smile 23-8241 七日町3-45 可 ハンバーガー

あいづ浪漫亭　しおぐら 93-7500 中町4-16 可 食事・物販

あぐりかふぇC’ｓ 24-5522 扇町49-2 可 カフェ・喫茶

ＡｄｏｒｉＡ北出丸カフェ 27-3600 追手町4-28　北出丸館1F 可 ドリンク・デザート・料理

Café&Artgallery大正館 85-6362 大町1-9-8 不可 ソフトドリンク・軽食

カフェ＆デリ・マルク 32-9255 一箕町亀賀川西39-4 可
お弁当・お惣菜・日替わりラ
ンチ

Cafe＆Bar　Naga 85-8581 天寧寺町7-8プランドールＩ・Ｎ 可 カフェ・喫茶

カフェカローテ 36-7272
一箕町松長6-12-1ヒルズ天生アメニ
ティ施設内

不可 カフェ

café KEI-KI 27-0823 日新町1-42 可 お菓子

カフェ　Sugar 090-2889-3525 駅前町5-25　フジグランドホテル2F 可 軽食

Gunes kebab 090-4555-5388 緑町8-62 不可 ケバブサンド他

クラブシシリーカフェ 24-4700 中央1-1-10 可
パンケーキ・ワッフル・コー
ヒー・紅茶類・雑貨

コーヒーハウスオリジナル 24-9388 千石町10-36 不可 コーヒー・食事

コメダ珈琲店会津若松白虎通り店 23-4227 白虎町178-1 不可 珈琲等

サーティワンアイスクリーム　ＭＥＧＡドン・キホーテ
ＵＮＹ会津若松店

29-0431
幕内南町9-10ＭＥＧＡドン・キホー
テＵＮＹ会津若松店1F

不可 アイスクリーム

スペース・カフェおくのくら 090-4638-7139
本町9-23スペース・アルテマイス
ター内

不可
地場野菜をふんだんに使ったランチ、手作りのパウン

ドケーキ、シフォンケーキ、コーヒー、紅茶等

たけとう茶屋 22-1068 中央1-2-7 不可
カフェ・テイクアウト・ラン
チ

タリーズコーヒー会津若松店 36-6055
幕内南町9-10ＭＥＧＡドン・キホー
テＵＮＹ会津若松店1F

不可 コーヒー・雑貨

豆ふ屋cafe shun 27-1024 追手町3-27 可 ランチ・飲み物全般

桃里道 090-7930-5425 七日町1-28 不可 あんみつ

ドトール 会津若松アピオ店 24-4511 インター西118 可
飲食・小売（コーヒー豆な
ど）

ドトール 会津若松神明通り店 38-0633 栄町2-14 可
飲食・小売（コーヒー豆な
ど）

ドトール 会津若松滝沢店 37-0911 一箕町八幡牛ヶ墓7-1 可
飲食・小売（コーヒー豆な
ど）

ドトールコーヒーショップ竹田綜合病院店 29-9828 山鹿町3-27竹田医療センター1階 可 軽食・喫茶

軽食・喫茶・カフェ



会津若松市プレミアム商品券　取扱店一覧 16/25

店　　名 ＴＥＬ 所在地
ｻｰﾋﾞｽ
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なぬか町茶房　結 23-7302 七日町1-28 可 お餅料理

パーラージロー 25-2002 栄町2-12 可 コーヒー・お食事

パティスリーＡｒ 24-0933 中央1-4-15 可 ケーキ・洋菓子一般・喫茶

picnic food bom sopung
　＊オープン日は追ってお知らせします。

中町1-14(TELは追ってお知らせしま
す。)

可
コールドプレスジュース、チーズステーキサ
ンド、センイルケーキ

マクドナルド会津アピオ店 37-2477 インター西116 可 ハンバーガー類

マクドナルド会津若松店 39-2351 滝沢町6-25 可 ハンバーガー類

マクドナルド会津若松Ｍ.ドン・キホーテＵＮＹ店 36-5130
幕内南町9-10ＭＥＧＡドン・キホー
テＵＮＹ会津若松店1F

可 ハンバーガー類

マクドナルド門田ヨークベニマル店 36-0551 天神町22-12 可 ハンバーガー類

若松駅前バスターミナル　Terminal cafe＆shop 22-5560 白虎町227 可 カフェ、お土産品

65

会津路　城下町ラーメン　たなかや 24-9099 城北町1-3 可 居酒屋

Irish Bar Craic 22-4867 栄町8-8 不可
カクテル・ウィスキー・ビー
ル・フード

IZAKAYA　aN 32-2811 栄町7-11 可 居酒屋

居酒屋 お江戸 33-5515 栄町7-10 不可 居酒屋

居酒屋　上酒林 32-2288 駅前町8-25 不可 居酒屋

居酒屋 源蔵 24-9138 馬場町1-9 可 寿司・居酒屋

居酒屋　だいこん家 26-9508 東栄町6-17 不可 居酒屋

居酒屋大統領 88-2886 上町1-20 不可 居酒屋

居酒屋　舞酒 24-6420 上町1-19 可 居酒屋

居酒屋　源 28-0771 古川町3-5 可 居酒屋

居酒屋土竜 85-6776 中央1-1-48 不可 居酒屋

居酒屋よさく 25-4614 馬場町1-42 不可 居酒屋

居食・居酒屋 なごみ 33-5155 馬場町1-33 可 居酒屋

居食屋 太平楽 29-6385 桧町3-3 不可 居酒屋

いろはにほへと会津若松店 39-7427 駅前町6-42山惣センタービル1F 可 居酒屋

魚菜KanPana 22-7171 中央1丁目5-8 可 居酒屋

うまいもん処ろばたや 85-6440 行仁町9-6 可 居酒屋・ろばた焼き

海の幸・山の幸　こだわりやま　会津若松駅前店 37-0223 駅前町420 不可 居酒屋・食品・飲料

㈲ゑびす亭 23-1318 上町1-26 可 居酒屋

お食事処　居酒屋 楽天家 24-0811 大町1-8-20 不可
ビール・日本酒・焼き鳥・刺
身他

おふくろの味あいべ 090-2954-2422 西栄町6-20 不可 居酒屋

かなざわ 090-6687-0107 栄町4-28　栄町ビル2F 不可 居酒屋

歌謡スタジオスナック彩歌 24-5622 栄町7-52　Ｍビル1B 可 スナック・酒類

気まぐれ厨房　わいがや 27-5855 宮町5-22 不可 居酒屋

串ぜん 22-8828 栄町5-47　エクセレント大手門ビル 不可 居酒屋

串焼居酒屋　会津豚とん拍子 37-0888 大町1-8-5　カネマンビル1F 不可
やきとん・やきとり・一品料
理など

居酒屋・バー・スナック



会津若松市プレミアム商品券　取扱店一覧 17/25
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串焼さぶろく亭 32-8227 上町1-27 不可 居酒屋

蔵斗 93-5959 七日町2-40　七日町パティオ内 可 日本酒　他

小晴れ 93-8690 栄町8-35ヴェルファーレ上六日 可 お酒・食品

彩喰彩酒 會津っこ 32-6232 栄町4-49 可 飲食全般（郷土料理・地酒）

魚と煮もののこんべえ 24-2015 大町2-6-2 可 居酒屋

酒場　時遊人　旬の会津 93-5323 栄町4-46 不可 熟成肉と会津の旬野菜

櫻妓 32-1688 栄町8-35ヴェルファーレ上六日203 可 スナック

さんなんぼう 28-7100 西栄町2-11 不可 居酒屋

酒家盃爛処 25-0062 中央1-3-23角 可 居酒屋

酒菜　天味 93-5160 栄町4-39パピヨンプラザビル1F西 可 居酒屋

酒楽工房わきあいあい 22-5065 宮町4-7 不可 居酒屋

しゅんさい鱗 85-6492 東栄町4-28 不可 料理・酒類

笑楽食酒　ほっぺ 22-5675 栄町5-49 可 居酒屋

食彩　源ちゃん 85-8102 馬場町1-10 不可 居酒屋

Shot Bar Rush 25-1557 上町2-1　パティオビル1F 可 アルコール

soupcurry＆Dining tipu 77-4037 東栄町6-24　三進ビル104 可
クラフトビール・スープカ
レー、燻製料理、カクテル

スタンドバー銀座九丁目 24-2015 大町2-6-2 可 酒類

スナックアゲハ 25-0008 上町2-1　パティオビル1F 不可 スナック

スナック魅羽 32-1422 上町9-10センチュリーノアビル407 可 スナック

スポーツバーウィザーズ 29-1665 東栄町6-14 不可 カクテル・ビール

炭焼みなみ 28-0022 東年貢2-5-17 不可 焼きとり

全会津地酒協同組合連合会
もっきりセンター会津支部

85-6299 栄町7-5 不可
ビール・日本酒・ウイスキー、焼きとり、あ
げもの、餃子、刺身

創作Dinning輝香 93-7220 上町2-1パティオビル1F 可
日本酒・クラフトビール・和
食・ラーメン

Taro食堂 85-7751 中央1-3-12 可 居酒屋

千扇 32-7013 上町1-12アサヒアルパ1F 不可 スナック

田伝夢思 27-5215 東栄町6-16 可 居酒屋

ＤＯＧ　ＨＯＵＳＥ 27-5858 大町1-1-50 不可 洋食等

寧々家会津若松駅前店 33-1680
駅前町1-10会津若松駅食品館ピボッ
ト内

可 居酒屋

ねぼけ茶屋 32-8088 宮町4-6 可 居酒屋（一般食堂）

花小路のり平 25-2577 栄町1-34 可 飲食全般

Pubentrance Uzia 77-5707 大町2-5-3　1F 可
クラフトビール・キューバサ
ンド

beercafe  thirdplace 77-5085 上町8-23　U0823ビル1F 可 クラフトビール

BRITISH PUB IE 080-5735-4119 馬場町1-7　キヨミズビル１F 可 お酒、軽食

ボリューム 26-2558 中町2-81中町ビル1階 可 居酒屋・カラオケ

マゲンドジャパン 24-1067 駅前町8-24マゲンドビル1階 可 バー

やきとり大吉会津若松店 29-8686 山鹿町6-67サイトウビル1階 可 居酒屋
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やきとり　とり助 25-0095 上町1-16 可 居酒屋

やきとり家すみれ会津若松店 23-4721 東千石2-2-1 可 やきとり

よろずや 32-2177 中央1-1-38 不可 居酒屋

7

㈱アポロ 22-5139 七日町14-7 可
印刷（名刺・はがき・チラシ・年
賀状・ポスター・封筒等）

北日本印刷㈱ 26-6222 門田町中野大道東8-3 不可 年賀状・印刷物等

㈲佐島屋印刷所 24-0405 中央1-2-5 可
一般印刷・伝票・名刺・封筒・は
がき・Tシャツ・缶バッチ

三洋印刷㈱ 24-3667 町北町上荒久田鈴木163 不可 印刷物全般

㈲タカハシ印刷 25-4701 一箕町亀賀川西167-2 不可
ハガキ・年賀状・名刺・印刷
物全般

㈲田中印刷 27-5225 湯川町3-79 可 印刷物一般

㈲古川コピーセンター 25-2343 中央3-1-38 不可 マスク・印刷物

28

會津佐藤理髪店 28-1012 東千石3-1-28 不可 理容・オーダーシューズ

アイラッシュサロン　ヘレン 23-9228 花畑東5-7 可 エステ

アロマ 080-1683-0207 栄町7-35 不可
リラックスサロン・整体マッ
サージ

ANKS 39-6088 八角町16-46 不可 エステ全般

アンジェリカガーデン 24-8251 神指町橋本71 可 美容業

髪癒regalo 93-8262 居合町6-62 可 美容室

JILL　hair 36-7836 城西町2-8　1F 可 美容

CHANA 090-4555-5388 建福寺前1-25ルミネ青木202 不可 エステティックサロン・脱毛

ぱあまやさん　裕 27-8700 中町2-8 可 カット・パーマ・カラー

パステル 22-2345 中央2-7-13 可
エステティックサロン・ヘアーサ
ロン・ヘッドスパサロン

Vanilla 080-6007-8217 大町2-11-17 不可 化粧品・エステ

ｐａｌｆｕｎ千石店 29-0808 東千石1-4-11 不可 美容業

ｐａｌｆｕｎ滝沢店 25-2184 滝沢町6-25 アルザビル1F 不可 美容業

ｐａｌｆｕｎ中町店 26-9875 中町4-20 不可 美容業

美容室・美gin（ビギン) 24-7494 町北町上荒久田村北123 可 美容

ブローチェ 39-6848 大町2-11-25 可 美容業

ブローチェウェルネス 22-1090 鶴賀町1-1会津中央病院新館B1F 可 美容業

ブローチェリコ 37-2000 大町2-14-23 可 美容業

ヘアーメイクＥＡＲＴＨ　会津若松店 36-7155 千石町6-55 可 美容業

ヘア＆フェイスサロン 裕 26-3246 建福寺前2-50 可 美容

ヘアモードむろい 24-0512 八角町4-3 可 美容一般

ホップスコッチ 23-7117 扇町71-11 可 美容

ＶＯＹＡＧＥ 33-1388 大町1-3-54 可 美容業

マーガレット美容室 26-4340 南花畑1-17 可 美容全般

印刷

理・美容
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由奈 93-9448 館脇町4-44フラワーコートA棟A-3 可 エステ

Ｌｉａｎ　Ｔｈｅ　Ｈａｉｒ 85-8167 白虎町154-6 不可 パーマ・カット

リラクゼーション　ナースの手もみん 080-6850-1030 白虎町135-1 可
リラクゼーション、オイルト
リートメント

㈲ルビアン 22-7394 中央2-6-2 可 美容業・化粧品

21

㈲栗城クリーニング 22-4352 千石町4-11 可 クリーニング

㈱斎藤クリーニング店　滝沢店 22-2230 八角町13-45 可 一般クリーニング

㈱斎藤クリーニング店　中町店 27-0426 中町1-22 可 一般クリーニング

スーパークリーニング千石店 38-4845 千石町5-62 可 クリーニング

はせがわドライクリーニング店 27-5557 日新町4-34 可 クリーニング

ホワイト急便駅前店 22-0527 大町2-10-13 可 クリーニング

ホワイト急便大町本店 27-1219 大町1-1-1 可 クリーニング

ホワイト急便慶山店 26-8522 和田2-1-61 可 クリーニング

ホワイト急便コープわかまつ店 28-3377 門田町飯寺村西644 可 クリーニング

ホワイト急便千石店 24-3931 花畑東2-47　BBシャイン102号 可 クリーニング

ホワイト急便滝沢店 22-8741 一箕町八角中村東67-4 可 クリーニング

ホワイト急便中央病院店 25-1515 一箕町鶴賀1-1 可 クリーニング

ホワイト急便中島店 39-2299 中島町7-18 可 クリーニング

ホワイト急便本町店 27-0170 本町11-15 可 クリーニング

ホワイト急便門田青木店 38-1788 北青木4-23尾崎ビル1階 可 クリーニング

ホワイト急便門田店 28-7420 門田町中野大道東7-2 可 クリーニング

ホワイト急便ヨークベニマル町北町店 23-7133 町北町上荒久田宮下82-1 可 クリーニング

ホワイト急便リオン・ドール七日町店 23-9700 西七日町5-34 可 クリーニング

ホワイト急便リオン・ドール門田店 38-3591 東年貢1-2-25 可 クリーニング

丸山クリーニング 22-5586 一箕町八幡墓料129 不可 クリーニング

三浦クリーニング店 25-3333 一箕町亀賀藤原368-4 可 クリーニング

27

会津自動車工業㈱ 24-2721 一箕町亀賀郷之原224 不可 スタッドレスタイヤ

会津乗合自動車株式会社　車検工場 24-6621 中央3-9-7 可
車検、点検、一般修理、部品
購入等

会津三菱自動車販売㈱ 25-2711 町北町藤室達摩168-1 不可 部品・修理代金

葵自動車整備協業組合 24-2728 町北町上荒久田村北甲1278-2 不可 車検・整備・点検

旭オートサービス㈲ 25-0678 町北町上荒久田宮下151 不可 自動車整備

イエローハット西若松店
※会津インター店は全店共通券のみ利用可

28-7612 飯寺北3-14-7 可 カー用品

(同)ウスキオート 33-2778 町北町上荒久田鈴木140-1 不可 自動車修理代、タイヤなど

㈲大塚鈑金塗装 27-8872 西年貢1-1-37 不可 自動車及び関連パーツ

カー＆メンテナンス嵐丸 23-7110 宝町4-31 可 中古車・タイヤ・自動車部品

自動車・自転車・整備

クリーニング
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カーショップフクシマ㈱ 22-4118 一箕町鶴賀村西138 不可
自動車修理・車検整備パーツ取付・タイヤ組替・アラ

イメント調整・アンダーコーティング

㈱カーステージゴリラ 27-2234 材木町1-223-1 不可
中古自動車・車検・鈑金・
カー用品

格安タイヤ　トレッド 32-8585 町北町上荒久田鈴木60-1 不可
型落ちタイヤ・ホイール・中
古品買取販売

君島輪業商会 26-8213 門田町中野屋敷219-3 不可 自転車・オートバイ・除雪機

小松モータース 27-8597 天神町24-25 不可
四輪・二輪車の整備、用品販
売（タイヤ・ドラレコ等）

セフティーサイクルショップスズキ 24-1070 一箕町亀賀郷之原455 可
自転車、バイク、除雪機の販
売・修理

㈲セレクトワンズ 23-1510 町北町上荒久田村北65 可 自動車・整備・タイヤ・部品

タイヤピット会津 36-7175 一箕町亀賀郷之原227-2 可 自動車用タイヤ・ホイール

㈱タケウチパーツ 22-8100 神指町東城戸100 可
自動車部品・タイヤ・新車・
中古車

㈲沼木モーター商会 27-4342 幕内東町11-52 可 自動車整備・用品

ホリデー車検　会津アピオ店 24-2408 インター西110 可
冬タイヤ・自動車販売・リース・キーパー
コーティング・鈑金・車検・自動車修理

ホリデー車検　会津運動公園店 38-2408 門田町堤沢北村230-1 可 自動車修理・車検・冬タイヤ

松坂屋自動車工場 24-4426 神指町高瀬新田48 可
自転車・バイク・自動車修理
販売・除雪機

㈲松坂屋商会 28-1525 東栄町3-40 可 自転車・バイク・除雪機

㈲間宮モーター商会 27-1276 御旗町1-48 不可 自動車整備等

夢カーショップ会津 93-9177 蚕養町4-18 不可
車両・整備・用品（税金関係
は除く）

One`s　cycle会津若松駅前店 93-5221 駅前町239-13 不可 自転車等

One`s　cycle会津若松店 85-8830 南花畑3-36 不可 自転車等

29

アイサポ会津若松店 27-2641 本町11-16 不可 iPhone修理等

あいづ広域観光情報センター　あいらんしょ 23-7854 大町1-9-29小池ビル1F 不可 地域物産品・土産

会津交通観光㈱ 26-0011 東栄町1-81 可 旅行商品

会津トラベルサービス㈱ 24-6666 白虎町227 可 旅行

会津若松市一般廃棄物協業組合 29-5388 神指町南四合才ノ神461 不可 専用ごみ収集袋

㈱Windmill　English　Centre 37-7030 中島町11-20 不可 英会話レッスン

㈲介護福太郎 37-2166 中央2-1-21 可 福祉用具

カラオケビッグエコー会津若松店 36-5080 北青木1-6 可 カラオケ

カラオケレストランGU会津店 28-8455 中町3-53会津ロイヤルプラザビルB1F 可 カラオケ

SUNSET音楽室 23-8485 馬場町1-18 可
貸スタジオ・楽器販売・機材
レンタル

時遊館 会津若松駅前店 37-2335 白虎町227-2 可 カラオケ

鈴屋会津店 29-3280 明和町7-3 不可 貸衣裳

Studio　Luana 26-5234 天神町25-39 不可 各種フィットネス体験

誠心ゼミナール 29-7001 日新町8-7 可 学習塾

ゼミナール２０００ 24-5865 石堂町7-9 可 学習塾

専修学校城南スクール 27-1645 城南町1-36 不可 学習塾

旅工房あいづ㈱ 27-2000 本町1-33 不可 旅行商品・旅行雑貨

その他サービス業
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店　　名 ＴＥＬ 所在地
ｻｰﾋﾞｽ
併用

取扱品

ナチュラル整体 090-6688-4075 一箕町亀賀郷之原299 可 整体

ピーシーアシストAIZU 93-6335 中町1-9 可
パソコン修理・中古パソコン
販売

ピラティスサロンクラーラ 23-4505 七日町4-26 可 ピラティスレッスン

ペットサロンしみず千石店 26-4386 桧町1-66 不可
犬のシャンプー、カット・
犬、猫のホテル

ペットのためのお店オリーヴ 22-0937 大町1-7-14 可
ペットホテル・トリミング・
ペット用品販売

ボウリング王国スポルト会津ロイヤルプラザ店 27-1922 中町3-53 会津ロイヤルプラザ3階 可 ボウリング

ボウル・サンシャイン会津若松 37-0231 旭町7-25 不可 ボウリング

みとみライセンスアカデミー会津若松校 85-6700
幕内南町9-10ＭＥＧＡドン・キホー
テＵＮＹ会津若松店1F

可 学習塾・予備校

リオン・ドールカルチャーセンター 38-0620 栄町2-14 不可 受講料

リラクゼーションサロンＲ 070-5327-5236 大町1-3-49大雄ビル102 可 タイ式マッサージ

若松痛みの接骨院　カラダのメンテナンスAntos 090-7411-5896 住吉町16-8 可 自費施術、美容鍼灸

わん*ハピネスK-Style 36-6085 西栄町6-37 可
ペットフード・グッズ・トリ
ミング

25

会津東山温泉　御宿東鳳 26-4141 東山町石山院内706 可 旅館（宿泊・売店等）

会津若松ワシントンホテル 22-6111 白虎町201 可 宿泊及び飲食（レストラン）

芦ノ牧温泉　大川荘 92-2111 大戸町芦ノ牧下平984 不可 宿泊、飲食、お土産

芦ノ牧温泉　離れ山翠 92-2121 大戸町芦ノ牧下夕平1128 可 宿泊・飲食・売店

芦ノ牧温泉　丸峰別館川音 92-2121 大戸町芦ノ牧下夕平1128 可 宿泊・飲食・売店

芦ノ牧温泉　丸峰本館 92-2121 大戸町芦ノ牧下夕平1128 可
宿泊・飲食・売店・日帰り温
泉

芦ノ牧グランドホテル 92-2221 大戸町芦ノ牧1044 可 宿泊・飲食・売店

芦ノ牧プリンスホテル 92-2321 大戸町芦牧下夕平1050 可 宿泊・飲み物・売店

大江戸温泉物語あいづ 22-0600 神指町北四合東神指77-1 可 宿泊・日帰り温泉

おやど東山 28-1222 東山町湯本下原255-3 不可 食事・宿泊

くつろぎ宿新滝 26-0001 東山町湯本川向222 可
宿泊・飲食・おみやげ物　な
ど

くつろぎ宿千代滝 26-0001 東山町湯本寺屋敷43 可
宿泊・飲食・おみやげ物　な
ど

今昔亭 27-6048 東山町湯本下原247 不可 宿泊・飲食・土産等

庄助の宿 瀧の湯 29-1000 東山町湯本滝の湯108 不可 宿泊・飲食・売店

仙峡閣 92-2026 大戸町上小塩遅谷3084-3 不可 宿泊・売店

月のあかり 29-1000 東山町湯本下原257-3 不可 宿泊・飲食・売店

東横イン会津若松駅前 32-1045 白虎町222-1 不可 宿泊

はなれ松島閣 29-1000 東山町湯本滝の湯108 不可 宿泊・飲食・売店

原瀧 26-4126 東山町湯本下原235 不可 宿泊・飲食・土産等

東山グランドホテル 27-3500 東山町湯本上湯本5 可 宿泊

不動館　小谷の湯 92-2311 大戸町小谷湯ノ平2498-2 不可 宿泊・おみやげ品

ホテルいづみや 27-5538 南千石町6-35 不可
宿泊・宴会・折詰料理（事前
予約のみ）

ホテル大阪屋 22-5305 大町1-2-55 不可 宿泊代

旅館・ホテル等
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店　　名 ＴＥＬ 所在地
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ホテル　タカコー 27-7117 東栄町3-35 可 宿泊

ＹＵＫＫＵＲＡ　ＩＮＮ 29-1000 東山町石山院内637 不可 宿泊・飲食・売店

8

㈱会津ガラス 25-0108 一箕町亀賀郷之原430 可 ガラス・建具の施工及び修理

㈱荒明工務店 32-1331 高野町中前田310 不可 リフォーム工事

看板の天狗堂 22-2459 七日町12-21 可
看板・車両マーキング・大判インクジェット
出力・飛沫防止パーテーション

㈱佐賀工務所 22-2767 滝沢町5-93 不可 住宅工事

ＧＬリフォーム（大成ハウス㈱） 32-4300 中央3-8-10 不可 住宅工事

㈱東北入谷まちづくり建設 27-1248 門田町一ノ堰村西708-9 不可 土木・建築工事全般

芳賀ガラスサッシ店 27-7500 山鹿町5-1 不可
ガラス・サッシ・エクステリ
ア等販売施工

平田塗装防水㈱ 93-8861 町北町藤室道下2-1 可
塗装・防水工事・除雪サービス・
雪止め取付・交換工事

10

会津交通㈱ 26-6658 東栄町1-83 可 タクシー

会津鉄道㈱ 28-5885 材木町1-3-20 可
乗車券及び東武特急券（JR券
は対象外となります）

会津乗合自動車株式会社 22-5560 白虎町195 可 車内回数券

会津乗合自動車株式会社　駅前営業所 24-7058 中央3-8-11 可 タクシー運賃

葵観光タクシー若松営業所 37-2855 インター西8 可

介護タクシーたいよう 77-4762 城東町14-36-23 可
介護タクシー・介護保険外自費ヘルパー（外
出支援・在宅支援)

㈲サンユーサービス 29-6110 錦町1-10 不可 運転代行業

とまと運転代行 27-8115 栄町4-43 不可 運転代行

白虎タクシー㈱ 28-1555 城西町8-64 不可 タクシー

若松駅前バスターミナル 22-5560 白虎町227 可
路線バス回数券、高速バス企画乗車券
(グルメ・ショッピング)

28

会津さくぞう河東店 76-0033 河東町南高野向原3-1 可
酒・ビール・やきとり・丼
類・定食・焼きそば等

会津野 75-3179 河東町東長原東高野157 不可 らーめん・カツ丼他

会津磐梯カントリークラブ 94-2011 河東町八田大野原62 可 ゴルフ場

㈲上田屋 75-2026 河東町広田広田101-1 可 和菓子・洋菓子・パン等

ウチダ電器 75-2027 河東町広田広田6 不可 家電販売修理

ENEOS 磐梯インター給油所 76-1600 河東町八田漆沢124 可 ガソリンスタンド

カミニート美容室 75-3470 河東町広田六丁275 可
パーマ・カラー・カット・着
付

㈲河東自動車工業 75-3979 河東町岡田方便118 不可 車両整備

喜多方ラーメン専門店喜鈴河東店 75-5855 河東町倉橋鏡山17-1 可 ラーメン・お土産

㈲強清水　元祖　清水屋 94-2008 河東町八田沢目406-1 不可 そば・うどん・天ぷら

強清水千本蕎麦 94-2051 河東町八田沢目384-1 可 手打ちそば・うどん

しみず理容所 75-4418 河東町谷沢十文字58-2 不可 理容業

すずき商会 76-1935 河東町東長原空也原142 可
はんこ・名刺・はがき印刷・
フレグランス

建設業

運輸業

河東エリア
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セブンイレブン会津高塚団地前店 75-4749 河東町南高野高塚275 可 コンビニエンスストア

セブンイレブン会津広田店 75-4237 河東町郡山金道25 可 コンビニエンスストア

㈱はすぬま 75-3179 河東町東長原東高野157 不可 生鮮食料品

㈲八田商店 75-3261 河東町八田八田野51 不可 プロパンガス・灯油

㈲広田自動車 75-2810 河東町広田沢目65-1 不可 自動車

㈾広田タクシー 75-2321 河東町広田広田113 可 タクシー

ＢＬＵＥ ＣＯＲＮ'Ｓ ＤＩＮＩＮＧ 75-5507 河東町広田横堀98 可 洋食

ホワイト急便高塚店 75-3260 河東町南高野高塚108 可 クリーニング

まるみや 75-2310 河東町広田広田22 不可
麺類・定食類・オードブル・
宴会

やまが　会津藩校日新館店 27-2525 河東町南高野高塚山1686-6 可 各種観光物産品

山口石屋酒店 75-2031 河東町広田塩新100 可 酒類・食料品・雑貨

代田まんじゅう本舗 75-2067 河東町谷沢十文字62 可 和菓子・菓子類

リオン・ドール 河東店 75-5711 河東町南高野向原15 可 食品他

ローソン磐梯河東インター店 93-6340 河東町八田琵琶石66-1 可 コンビニエンスストア

渡部信造商店 75-2003 河東町広田広田104 可 酒類、米

10

㈲会津さくらんぼ村 58-2740 北会津町真宮1617 可 農産物

㈲北会津自動車 56-3315 北会津町新在家前田11-3 可 自動車整備・自動車販売

セブンイレブン会津西病院前店 56-2301 北会津町東小松2248-1 不可 コンビニエンスストア

セブンイレブン北会津荒舘小学校前店(仮)
※8月末オープン予定

北会津町下荒井(住所・TELは追って
お知らせします。)

不可 コンビニエンスストア

成田商店 56-2412 北会津町三本松中大川向32-2 不可
弁当・折詰め・オードブル・
宴会

美容室Ｇｏｏ ＨＡＩＲ ＤＥＳＩＧＮ 85-6854 真宮新町南1-89-2 不可 美容業

ホワイト急便会津工場前店 58-2555 真宮新町北3-50 可 クリーニング

ホワイト急便東小松店 56-3399 北会津町東小松2244-1 可 クリーニング

本名衣料店 56-3399 北会津町東小松2244-1 可 衣料品・寝具・学生衣料

㈱ワキムラ塗装店 56-2316 北会津町三本松中大川向65-1 不可 塗装工事全般

50

会津若松駅　食品館ピボット 37-7633 駅前町1-10 可 食品

アベイル門田店 36-5431 門田町飯寺村西786 不可 婦人服・紳士服

イエローハット会津インター店
※西若松店は地元専用券も利用可

32-3811 町北町始宮前81 可 カー用品

ヴィクトリアゴルフ会津若松町北店 22-8069 町北町上荒久田村北89-1 可 ゴルフ用品・衣料品

ウエルシア会津若松湯川店 36-5301 湯川町4-10 可
医薬品・化粧品・食品・日用
品

カインズ会津若松店 85-7111 神指町南四合幕内南632-1 可
日用品・酒・飲料・園芸用品・建築資材・イ
ンテリア用品・ペット用品他

㈱カワチ薬品 会津アピオ店 24-5270 町北町始宮前10-3 可
医薬品・化粧品・日用雑貨
品・食料品

㈱カワチ薬品 会津若松中央店 32-2631 中央2-3-7 可
医薬品・化粧品・日用雑貨
品・食料品

㈱カワチ薬品 会津若松南店 26-0111 門田町飯寺村東858 可
医薬品・化粧品・日用雑貨
品・食料品

全店共通券のみ利用可

北会津エリア
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㈱カワチ薬品 花春店 26-5366 花春町5-1 可
医薬品・化粧品・日用雑貨
品・食料品

ケーズデンキ　会津若松本店 39-4050 町北町藤室道下84-1 可 家電

ケーヨーデイツー会津若松店 36-5271 神指町南四合幕内南632-5 可
ＤＩＹ用品・園芸・家庭用品・インテリア・
レジャー用品・ペット用品など

ココカラファイン会津若松店 38-2045 門田町飯寺村西729 可 医薬品・化粧品・雑貨・食品

コジマ×ビックカメラ会津若松店 28-7711 花春町4-1 可 家電製品

㈱サンドラッグ会津若松アピオ店 37-7725
インター西116　リオンドールアピオ
店内

可 医薬品・日用雑貨

シャンブル門田店 36-5105 門田町飯寺村西786 不可 婦人服・インテリア・雑貨

シュープラザ会津若松花春店 36-6256 花春町2-47 可 靴

紳士服のコナカ会津若松店 28-7047 南千石町2-36 可 衣料品

スーパーオートバックス会津若松店 24-0456 扇町101 可 カー用品

スーパースポーツゼビオ会津若松町北店 22-3839 町北町上荒久田宮下158 可
スポーツウエア・シューズ・
競技用品

㈱ダイユーエイト会津若松店 37-7880 駅前町1-30 可 日用品雑貨・園芸など

㈱ダイユーエイト西若松店 28-3277 門田町飯寺村西649-1 可 日用品雑貨・園芸など

ツルハドラッグ会津旭町店 23-4230 旭町6-2 可 医薬品・化粧品・食品・雑貨

ツルハドラッグ会津扇町店 37-7268 白虎町114-1 可 医薬品・化粧品・食品・雑貨

ツルハドラッグ会津河東町店 76-1268 河東町南高野向原12-1 可 医薬品・化粧品・食品・雑貨

ツルハドラッグ会津滝沢店 22-7676 北滝沢2-1-38 可 医薬品・化粧品・食品・雑貨

ツルハドラッグ会津七日町店 37-7012 西七日町21-10 可 医薬品・化粧品・食品・雑貨

ツルハドラッグ会津本町店 23-4706 本町10-1 可 医薬品・化粧品・食品・雑貨

ツルハドラッグ会津真宮店 93-5644 真宮新町北2-9 可 医薬品・化粧品・食品・雑貨

ツルハドラッグ会津南町店 36-5775 南町2-65-1 可 医薬品・化粧品・食品・雑貨

ツルハドラッグ会津門田店 36-5225 北青木2-61 可 医薬品・化粧品・食品・雑貨

ツルハドラッグ会津湯川店 38-3328 湯川町1-58 可 医薬品・化粧品・食品・雑貨

ニトリ会津若松店 22-0595 町北町上荒久田村北70 可 日用品

ハードオフ・オフハウス・ガレージオフ・ホビーオフ会
津若松店

39-4020 町北町始深町20 可 洋服・家具・家電リユース

ファッションセンターしまむら一箕町店 37-0655 一箕町亀賀郷之原366 不可 衣料品

ファッションセンターしまむら門田店 38-2008 門田町日吉丑渕54 不可 衣料品

ペットワールドアミーゴ会津若松店 85-7222 駅前町239-12 可 ペット用品

ホームセンター カンセキ 会津若松店 29-3755 門田町黒岩南青木98-1 可
ＤＩＹ用品・日用品・園芸用
品

マツモトキヨシ会津西若松店 28-2370 住吉町24-3 可
医薬品・化粧品・日用品・食
品

マツモトキヨシ会津門田店 36-5335 東年貢2-3-1 可
医薬品・化粧品・日用品・食
品

ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ会津若松店 36-5611 幕内南町9-10 不可 総合小売

㈱ヤマダデンキ テックランド 会津若松店 37-1390 町北町上荒久田村北110-1 可 家電製品

やまや 門田店 36-5531 北青木5-26 不可 酒・輸入食品

ヨークベニマル一箕町店 25-2411 一箕町亀賀藤原52 可 食料品・衣料品・雑貨品

ヨークベニマル城西町店 36-6086 城西町8-8 可 食料品・雑貨品



会津若松市プレミアム商品券　取扱店一覧 25/25

店　　名 ＴＥＬ 所在地
ｻｰﾋﾞｽ
併用

取扱品

ヨークベニマル飯寺店 38-3260 門田町飯寺村西737-1 可 食料品他

ヨークベニマル西若松店 27-8311 住吉町24-3 可 食料品・衣料品・雑貨品

ヨークベニマル花春店 28-2211 花春町3-16 可 食料品他

ヨークベニマル町北町店 37-1711 町北町上荒久田宮下82-1 可 食料品他

ヨークベニマル門田店 29-4911 天神町22-11 可 食料品・衣料品・雑貨品
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