
№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

1 五十嵐石油店 22-0435 天満前8891 LPG・石油類・器具販売

2 小檜山畳本店 22-0531 惣座宮2773-1 畳

3 ㈲大丸呉服店 22-0763 三丁目4832 着物・帯

4 ちか時計店 22-0525 三丁目4822 時計全般・貴金属

5 セブン‐イレブン 喜多方鳥見山店 21-2711 松山町鳥見山字松原158-1 食料品・生活雑貨・酒

6 三浦燃料店 22-0253 惣座宮2733 ＬＰガス・灯油・燃料器具

7 ウエル電化ヒグチ 22-5421 梅竹7275-10 パナソニック製品・修理

8 ㈲松本屋　コープひがし店 25-7123 惣座宮2700-12 文具・書籍・事務機

9 ㈲松本屋　中央通り店 22-0362 三丁目4791 文具・書籍・事務機

10 田原屋菓子店 22-0574 谷地田7393-3 和菓子

11 おおつか化粧品店 22-0925 大道田7473 化粧品・衣料品・雑貨

12 ㈱カインズ　カインズホーム喜多方店 21-1200 関柴町西勝字鴨屋敷8-2 日用雑貨・ＤＩＹ・資材

13 ㈱山内農林 23-5848 慶徳町松舞家字木曽ノ原363-3 米・薪

14 ㈱岩田商店西ＳＳ 21-1230 押切南一丁目158 燃料油・洗車・タイヤ

15 ㈱岩田商店松山ＳＳ 24-4433 松山町村松字石田1321 燃料油・洗車・タイヤ

16 ㈱岩田商店ロータス岩田 22-2244 屋敷免3975 車検整備・車輌販売・損害保険

17 ㈲三浦英次商店 22-0303 中町2885 酒・ギフト商品・厨房道具・一関
張材料18 山時分店 22-0201 三丁目4824 婦人洋品

19 ㈲中野商店 23-0497 清水台2-92 米・肥料・農薬

20 島慶園 22-0325 二丁目4656-3 日本茶

21 松崎麹店 22-0606 南町2858 糀・味噌・三五八・塩糀

22 ㈲酒井商店 22-1139 水上6761 灯油・ＬＰガス

23 いわはし 22-1984 一丁目4546 婦人衣料・化粧品

24 伊東酒店 23-2382 花園95 酒・タバコ・飲料・おつまみ

25 パナピアきたかた 22-7633 水上6767-9 家電製品

26 おしゃれの店 ツジルシ 22-0710 三丁目4855 婦人服・婦人洋品・雑貨

27 トケイ・メガネの日進堂 22-0476 三丁目4864 時計・眼鏡・宝飾品

28 マルヤ玩具店 22-0688 二丁目4656-2 玩具・人形

29 サイクルショップさかい 22-1439 西籠田7660-1 自転車・バイク

30 ㈲バンダイスポーツ喜多方店 22-4151 西四ツ谷183-2 スポーツ用品

31 高島メガネ店 22-1183 七百苅8590-4 眼鏡・補聴器

32 宮脇書店喜多方店 22-1862 西四ツ谷180 書籍・雑誌

33 佐藤農機店 22-3447 慶徳町豊岡字今町432 農業機械全般・除雪機

34 ㈲ヤマト運動具店 22-5131 寺町4764 スポーツ用品

35 穴澤興産㈱ 22-6106 関柴町上高額字北町415-1 ガソリン・灯油・タイヤ

36 隆貴堂 やまとみ 23-2311 清水が丘2-97 文房具・ＯＡ機器・ギフト

37 ㈱河京　会津喜多方ラーメン館 21-1414 梅竹1 ラーメン・地場産品

38 ㈲堺屋呉服店 22-2277 北町2901 婦人服、洋品・肌着・呉服

39 ㈲杉葉 22-0124 惣座宮2721 豚肉・牛肉・鶏肉・馬さし・惣菜
他40 ㈾瀬野屋書店 22-0102 一丁目4636 書籍・雑誌・文具

41 生活協同組合コープあいづ　COOP 燃料 22-6319 百苅田7521-1 灯油

42 生活協同組合コープあいづ　COOP バ
リューぷらざ

24-4855 通船場269 食料品全般

43 生活協同組合コープあいづ　COOP BESTA
ひがし

24-2141 惣座宮2700-12 食料品全般

44 武藤呉服店 22-1178 三丁目4777-4 婦人服

45 こむろ菓舗 22-4180 百苅田7531-1 和菓子・洋菓子

46 伊関電機㈱ 22-0371 町尻西4867-6 家庭電化製品

47 かねだや衣料 22-1024 町尻西4867-1 婦人衣料・寝具・ギフト

48 新妻輪業商会 22-0521 一丁目4607 自転車・バイク

49 レディス島屋 22-0239 三丁目4804 婦人洋品

50 富樫輪業 22-0501 三丁目4861-2 自転車

51 ほまれ酒造㈱ 雲嶺庵 22-5155 松山町村松字常盤町2706 清酒・リキュール

52 ㈱コクピット121 22-3003 押切南二丁目7 タイヤ・カー用品・ホンダ製品 他

53 ㈾岩田薬局 22-0278 惣座宮2712 医薬品 他

54 ライダーズスポット松坂屋 22-0334 押切二丁目25 自転車・オートバイ・除雪機

55 小野塚電器店 22-2199 関柴町上高額字境田623-2 家電製品

56 ニューウェーブ福島 21-9366 経壇19 除雪機・農業機械

小 売 業（喜多方市～）



57 ㈱伊藤金四郎商店 22-1515 寺町4747 味噌・醤油・漬物・麹

58 ㈲古川商店 22-0466 一丁目4584 灯油・LPガス

59 サトウ電化サービス 24-4483 町尻西4867 テレビ・エアコン・冷蔵庫

60 手代木輪業商会 22-1216 井戸尻4124-3 自転車・バイク

61 ㈾きねや 22-0957 西四ツ谷168 全酒類

62 ㈲つじるし衣料品店 22-0540 永久7727-1 衣料品

63 ブティックぱるれ 23-3633 二丁目4660-1 婦人服

64 お菓子のヤマグチ 22-0526 一本木上7741-3 和菓子

65 折橋商店 22-1821 熊倉町熊倉字熊倉708 酒類・食料品・雑貨

66 ㈲マルイ薬局 22-0136 古寺8625-1 漢方薬・医療品・医薬品

67 川原田正之助商店 22-0208 三丁目4779 日用品

68 甲斐商店 22-0033 町田8269-1 和洋酒・和洋菓子・内外タバコ・
灯油・民芸品とお土産69 コメリホームセンター喜多方店 21-1095 関柴町上高額字前田18-1 工具・資材・建材・日用品・植物

70 ケーズデンキ喜多方店 23-6525 関柴町西勝清水尻498 テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコ
ン・パソコン71 民藝 あくた川 22-0388 町田8264-2 民芸品・久留米かすり

72 愛眼堂メガネ㈱ 喜多方店 23-1366 屋敷免3989-5 眼鏡・補聴器

73 大富商会 22-0790 七百苅8604-2 文房具・教材教具

74 清水薬局 22-0533 三丁目4835 医薬品・薬草

75 ほしこうコープひがし店 23-1505 惣座宮2700-2 衣料品

76 ほしこう中央通り店 22-1255 三丁目4796 衣料品

77 五十嵐商店 22-0835 三丁目4840-3 青果・食料品

78 ㈲若喜商店 22-0010 三丁目4786 酒類・食品・お土産

79 ㈲サワダ 22-2050 中町2886 婦人服・紳士服・寝具・雑貨

80 ㈱ツチダ機工 24-2794 関柴町西勝字清水尻492-7 マキタ・日立の園芸・大工用電動
工具81 ㈱オノデラ 22-2257 二丁目4655 漆器・クリスタル・深川製品

82 ㈲マルシン 22-3118 加登2955-6 衣料品・寝具・着物

83 セブン‐イレブン 喜多方バイパス店 24-2994 関柴町上高額字割田1668-6 食料品・生活雑貨

84 ㈲星酒店 和飲蔵 22-0437 北町2905 酒類

85 ファッションライフ まつや 22-0766 西四ツ谷268 衣料品

86 ㈱太郎庵 喜多方店 24-3473 屋敷免3962-1 会津の天神さま

87 金田洋品店 23-2061 一丁目4638 化粧品・鞄・衣料小物

88 ㈱三万石 喜多方店 24-2122 西四ツ谷182 菓子

89 ファミリーマート 大竹喜多方豊川店 21-1215 豊川町一井字間々ノ上574 食料品・タバコ・酒類

90 サトーベーカリー 23-1278 三丁目4867-3 パン

91 クスリ 加賀半 22-0026 二丁目4675 医薬品・介護用品・健康食品

92 鶴巻金物電器㈱ 22-2155 三丁目4859 鋼材 他

93 喜多方市ふるさと振興㈱ 蔵の里 22-6592 押切二丁目109 地場産土産品

94 喜多方市ふるさと振興㈱ 蔵の湯内売店 21-1139 松山町鳥見山字三町歩5598-1 菓子・牛乳・お風呂用品

95 喜多方市ふるさと振興㈱ ふるさと亭売店 21-1139 松山町鳥見山字三町歩5598-1 地場産土産品

96 宮盛青果店 25-7461 松山町村松字常盤町2718 総合食品

97 ㈱しんたに　蔵人 Ｋｕｒａｕｄｏ 23-2411 一丁目4647-1 野菜・地酒 他

98 セブン‐イレブン 喜多方桜が丘店 22-7668 桜ガ丘二丁目41-1 食料品・生活雑貨

99 ㈲けいざいや 22-0695 百苅田7531-1 手づくり惣菜・オードブル・弁当

100 セブン‐イレブン 喜多方豊川店 23-1314 豊川町高堂太字免田1180 食料品・生活雑貨

101 齋藤好正商店 22-1709 諏訪225 石油・ガス・器具

102 ㈲冠木薬店 22-0053 三丁目4800 化粧品・薬

103 ギフトプラザ喜多方店 24-2004 関柴町上高額字広面686 ギフト商品

104 メガネのＳＡＴＯ メガネ用品

105 三橋酒店 酒類・雑貨

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

106 池浜綿店 27-2027 諏訪町2-20 寝具

107 (名)一籏商店
昭和シェル石油 塩川ＳＳ

27-3358 小府根大在家38-3 ガソリン･軽油･灯油

108 衣料品の店 さのや 27-2033 中町1916 婦人紳士洋品・肌着
和装品・ギフト110 オオギヤ 27-3210 東栄町2-2-6 ギフト・衣料品・寝具・コーセー化
粧品111 おおぜき商店 27-3213 中町1934 菓子・食料品
果物・花112 大竹時計眼鏡店 27-2024 中町1918 時計・メガネ
補聴器・貴金属

小 売 業（喜多方市塩川町～）



113 大堀農機 27-8690 五合横道下戊299 農業用機械器具

116 COOP バリューしおかわ 27-4822 東栄町3丁目3-4 食料品全般

117 COOP バリューとねがわ 28-0880 小府根曽谷田1 食料品全般

119 斎藤勇作商店 27-4820 新町1851 日用品・雑貨
家庭金物120 佐藤勘建材㈱ 27-2261 藤ノ木1-2 総合建築資材

124 高橋商店 27-3206 新丁1780 灯油・ガス

125 太郎庵 塩川店 27-2737 東栄町3丁目2-7 菓子全般

126 角田輪業 27-4178 東栄町1-3-2 自転車・バイク・車

127 東條酒店 27-2190 三吉冠木甲736 酒類・食料品
タバコ129 ㈲野辺商店 27-2039 東栄町2-1-4 ガソリン･軽油･灯油

131 松永商会 27-2131 中町1930 電化製品
電気工事135 武藤(名) （淀屋） 27-2022 新町1858 味噌・醤油・塩糀

137 モトセイ　塩川店 28-1292 小府根曽谷田1 衣料品全般

138 山口酒店 27-2054 小府根畑ヶ田36 酒類・飲料水
食料品139 山寺酒店 27-2849 遠田前田669 酒類・タバコ
食料品140 ヤマヘイ分店 27-4111 新町1840 鮮魚･食料品･仕出し

141 ダイユーエイト塩川店 28-0288 小府根字曽谷田１ 家電・生活用品

142 ㈲塩川家具センター 27-4138 小府根字畑ヶ田35-2 家具全般

143 セブンイレブン塩川町店 27-3666 東栄町4-4-1 コンビニ

144 おおば家電 27-7705 会知字深町67-3 家電全般

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

145 小林金物店 38-3355 馬放場1535-1 金物

146 綜合食品タシロ 38-2136 木曽557 食品・青果・水産物

147 宮沢菓子店 38-2046 木曽549 菓子全般

148 ㈱やまさ 山都ショッピングセンターやまさ 38-3110 木曽523-2 雑貨
クリーニング取次149 ㈱やまさ　山都三津合給油所 38-3545 三津合塚田283-1 燃料・カー用品
洗車150 稲庭菓子店 38-3066 木曽529 菓子・日用品

151 山都ショッピングセンター　　　マルヤ 38-3578 木曽523-2 化粧品・玩具
手芸用品152 ㈱会津渡部スポーツグループ 38-3597 広野2443 スポーツ用品
ギフト用品153 山都ショッピングセンター

総合食品マルニ
38-2041 木曽523-2 食料品全般

154 氷室電気店 38-2022 広野2446 家電全般

155 アパレルサトウ（飯豊商事㈲） 38-2038 西原2832-4 総合衣料

157 丸久佐藤 38-2401 蓬莱字澤田800 酒類

159 上杉屋商店 39-2003 一ノ木本村乙1996-2 酒類・たばこ・食品

163 ㈲シーエスヤマサ  ファミリーマート山都三
津合店

30-1428 三津合塚田283-1 コンビニエンスストア

168 喜多方市ふるさと振興㈱ 山都事業所　い
いでとそばの里

38-3000 山都町字沢田3077-1 そば粉・生そば・乾麺

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

169 ㈲上野屋 36-2032 山田堂ノ下甲1614 家電・生活用品・
建築資材170 子育てまんじゅうの伊藤売店（熱塩写

真現像所）
36-2803 熱塩寺山甲1167-8 子育てまんじゅう・

他食品171 小林電気店 36-2528 加納村東甲1785 家電・電化製品全般

172 高橋商店 36-2147 米岡上野丙10 酒類・たばこ・菓子

173 渡部酒店 36-2511 加納村東甲1785-1 酒類・菓子・飲料

174 伊藤商店 36-2012 熱塩甲780 飲食料品

175 叶屋商店 36-2007 熱塩甲810 飲食料品

176 佐藤商店 36-2293 古内丙2823-2 酒類・一般食品

177 岩下酒店 36-2521 宮川字堰ノ下4761-1 酒類・一般食品

178 越後屋支店 36-2631 米岡字針生乙630-1 飲食料品

179 カントリーロード 36-2456 相田字大森乙1246-203 パン製造小売り

180 喜多方市ふるさと振興㈱ 熱塩加納事業所
ひめさゆり浪漫館

36-2272 熱塩加納町熱塩字弥平沢1453-1 地場産野菜・米・凍み餅・漬物

小 売 業（喜多方市熱塩加納町～）

飲 食 業（喜多方市～）

小 売 業（喜多方市山都町～）



№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

181 喜多方ラーメン 上海 22-0563 二丁目4650 ラーメン

182 活力再生麺屋 あじ庵 23-6161 二丁目4650-29 しじみ潮だし・ラーメン

183 そばカフェじーま 24-3001 水上6767 手打そば・ケーキ

184 ㈱小枝屋 一平 23-0699 松山町村松字石田1453 ラーメン

185 来夢 喜多方本店 23-0287 稲荷宮7 ラーメン・餃子

186 朝昼夜 22-5312 緑町4519-1 ラーメン

187 大衆割烹　みよし 22-0680 小田付道下7135 和食一般

188 まつり亭 23-2439 豊川町高堂太字西前田2404-1 ラーメン・ご飯類

189 陽華楼 24-2705 中川原4463-2 麵類・ご飯類

190 香福 23-3878 三丁目4840-1 ラーメン

191 ぶーちゃんのお母さんの店　すてっぷ 24-2439 小田付道下7115-13 昼 ランチ・夜 居酒屋

192 ラーメン うめ八 24-5045 北町上47 ラーメン

193 たまよし食堂 22-7365 沼田6996 ラーメン・ご飯物

194 ミセス・キャロット ・ 信喜亭 22-2955 関柴町西勝字西原309-7 ラーメン・定食

195 会津喜多方雄国農園㈱ 百日紅館 24-3101 熊倉町雄国字獅子沢丁577 農産物・そば

196 きたかた日南 23-3789 二丁目4648-1 飲食品

197 東鮨 24-4471 谷地田7395-5 寿司

198 喜多方市ふるさと振興㈱ 蔵の湯内軽食は
くちょう

21-1139 松山町鳥見山字三町歩5598-1 そば・うどん・ご飯もの

199 喜多方市ふるさと振興㈱ ふるさと亭レスト
ラン

21-1139 松山町鳥見山字三町歩5598-1 ラーメン・雄国そば・郷土料理

200 麵や玄 24-5766 小田付道下7131-7 ラーメン

201 さくら亭 23-0757 押切南一丁目169 ラーメン

202 ㈲蔵見世 22-2886 三丁目4830 そば・田楽

203 お食事処 華一

204 喜多方ラーメン「わんわん」

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

205 アタミ食堂 27-4109 新丁1825 ラーメン・カツ丼
鳥モツ208 丸市食堂 27-3756 東栄町2-5-5 ラーメン・カツ丼
鳥モツ210 和食処 味浪漫粋旬 28-0105 中町1909 一般飲食
（※店内食事のみ）211 若竹 27-4169 小府根字畑ヶ田１ 一般飲食・宴会

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

212 蕎邑 38-3344 中石打場3261-3 そば

213 焼肉居酒屋 きよ乃 38-3150 中野2063 焼肉・カラオケ

214 山都そば処 萬長 38-2231 木曽498 そば

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

215 雀田 36-2802 熱塩向川原下甲90 ラーメン・定食・
宴会216 ほまれ食堂 36-2800 相田大森乙1246-175 ラーメン・定食・
宴会217 喜多方市ふるさと振興㈱

熱塩加納事業所
36-2272 熱塩弥平沢山丙1453-1 食事

物産（土産品他）

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

218 ㈲旭モーター 22-0345 関柴町上高額字広面659-2 自動車整備・車検・鈑金

219 竹内写真店 22-3128 小田付道上7012-3 撮影一般

220 ㈲喜多方浄化槽センター 22-7111 関柴町平林字五厘725-30 浄化槽清掃

221 写真の小川 22-2070 三丁目4805 写真・カメラ

222 フォトスタジオ上杉 23-0320 長面3027-1 各種撮影・デジカメプリント

サービス業（喜多方市～）

飲 食 業（喜多方市山都町～）

飲 食 業（喜多方市熱塩加納町～）

飲 食 業（喜多方市塩川町～）



223 ㈲介護福太郎 喜多方営業所 23-5170 関柴町西勝字井戸尻48-2 前回→介護用ベッド・車椅子

224 喜多方自動車教習所　会津総合開発㈱ 22-0997 大谷地8014-2 教習

225 健康増進館 きらら 21-1571 下川原8290-12 入会金・回数券等

226 ㈱オノデラ パソコントレーニングセンター喜
多方駅前校

21-2340 町田8273 小野寺ビル1F 受講料

227 佐藤自動車工業㈲ 22-5621 豊川町米室字アカト5246-36 自動車の修理・販売

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

228 ㈲オートケア会津 27-3354 小府根蓮沼7 車検・中古車・タイヤ・自動車用
品229 ㈲会北自動車 27-2129 町北18-1 車検・中古車・タイヤ・自動車用
品

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

230 丸栄自動車工業㈱ 38-2221 広葎田2380 カー用品・車検
自動車整備全般231 山都自動車整備工場 23-5822 木幡字堀北丙145 カー用品・車検
自動車整備全般

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

232 オートガレージ 36-2680 山田千苅田甲651-1 自動車車検・修理

233 中川農機総合サービス 36-2330 加納朴林甲1967 農機製品・修理・部品販売

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

234 喜多方市ふるさと振興㈱ 高郷事業所
ふれあいランド高郷

44-2890 高郷町掦津字袖山甲3054-9 温泉入場回数券

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

235 八七一タクシー㈲ 22-0871 谷地田7434-2 タクシー・代行

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

236 ㈲金剛の手 22-4362 関柴町西勝字井戸尻54-4 屋根、雨樋工事・除雪 他
237 中村工務所 22-1949 西四ツ谷138 住宅建築
238 ㈲青山ホーム 24-5146 豊川町米室字中田5473-11 建築工事
239 ㈲石川塗装店 22-1470 蝦蟆渕5951 一般建築塗装（屋根・外

壁）

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

240 ㈱古川石材店 27-3217 東栄町1-10-4 墓石・石製品全般

241 ㈲山田電気 27-3255 東栄町2-5-6 一般電気工事
家電製品全般242 江花建設㈱ 27-3546 東栄町5-1-29 一般建築工事

サービス業（喜多方市熱塩加納町～）

サービス業（喜多方市塩川町～）

建 設 業（喜多方市～）

サービス業（喜多方市山都町～）

サービス業（喜多方市高郷町～）

運 輸 業（喜多方市～）

建 設 業（喜多方市塩川町～）



№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

243 宮沢工務店 44-2607 磐見字塔ノ窪甲85 建築工事

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

244 カットハンズ美容室 080-1138-8607 一本木上7742 さつきビル1Ｆ 化粧品・雑貨
245 ヘアーサロンやまもと 22-3326 西町2819 理容全般
246 ヘアーサロンおぐま 22-2834 通船場14 理容一般
247 Ｈａｉｒ Ｅｓｔｈｅ Ｏｍｉｎａｔｏ

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

248 野辺理容店 36-2209 米岡字寺ノ前丙25 理容業

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

249 秋山畳店 22-2322 蝦蟆渕5965 畳

250 ㈲朝日屋食品 22-1125 押切南2丁目16 喜多方ラーメン
よもぎめん251 ㈱五十嵐製麺 22-0457 町尻東7468 ラーメン・うどん
そば252 ㈲曽我製麺 22-4020 関柴町上高額宮越517-18 生麺中華

253 ㈲峰の雪酒造場 22-0431 桜ヶ丘1-17 清酒

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

254 コセキ観光 22-8122 小田付道下7132 各ホテル手配・びゅう商品・ＡＮＡ
商品

№ 取扱参加店名 TEL 所在地 主な取扱品

255 熱塩温泉 山形屋 36-2288 熱塩北平田甲347-2 宿泊･飲食･館内利用

256 ㈲湯本屋 36-2266 熱塩大畑29 宿泊･飲食･館内利用

257 ㈲ホテルふじや 36-2121 熱塩甲807 宿泊･飲食･館内利用

建 設 業（喜多方市高郷町～）

理美容業（喜多方市～）

観 光 業（喜多方市～）

旅 館 業（喜多方市熱塩加納町～）

製 造 業（喜多方市～）

理美容業（喜多方市熱塩加納町～）


