
ＮＯ 事業所名 業種 住所 ＮＯ 事業所名 業種 住所

1 すなっく百合 飲食業 野沢字下條 27 鈴木塗装工業 建設業 尾野本字柏木原

2 洋食堂Ｋ 飲食業 野沢字原町 28
西会津産業株式会社
ＥＮＥＯＳ給油所

小売業 野沢字田中

3 同気 飲食業 野沢字原町 29 ファッションハウスカワグチ 小売業 野沢字原町

4 居酒屋一福 飲食業 野沢字上原下 30 市橋商店 小売業 上野尻字下沖ノ原

5 仙台屋 飲食業 野沢字原町 31 吉の川酒店 小売業 野沢字原町

6 えちご家 飲食業 野沢字上原 32 (有)青木屋商店 小売業 野沢字原町

7 味処さかや 飲食業 奥川大字飯里 33 伊勢屋商店 小売業 奥川大字飯里

8 ＫＵＲＡ. 飲食業 野沢字原町 34 山口電気店 小売業 野沢字諏訪西

9 酔月 飲食業 野沢字原町 35 ねもと化粧品店 小売業 野沢字原町

10 はるよし 飲食業 野沢字上原 36 佐藤酒店 小売業 登世島字林ノ外

11 キッチン清月亭 飲食業 野沢字古四王原 37 石川酒店 小売業 野沢字本町

12 レストラン櫟 飲食業 野沢字下條 38 田中輪業商会 小売業 野沢字原町

13 なか川 飲食業 野沢字上原 39 満山書店 小売業 野沢字原町

14 割烹みはらし 飲食業 野沢字上原 40 (有)伊藤電機 小売業 野沢字上原

15 鳥重 飲食業 野沢字上原 41 皆川電化サービス 小売業 上野尻字太田

16 大山ドライブイン 飲食業 野沢字小屋田 42 コナヤ商店 小売業 野沢字原町

17 幸寿し 飲食業 野沢字下條 43 野沢石油販売有限会社 小売業 野沢字塚田

18 呑み喰い処 喜楽 飲食業 野沢字横町 44 (有)佐藤電機 小売業 上野尻字西林崎

19 長谷川建築 建設業 奥川大字飯沢 45 清水屋製菓舗 小売業 野沢字芝草後

20 佐藤建築 建設業 宝坂字上屋敷 46 小俣電器商会 小売業 野沢字下小屋

21 鈴木左官 建設業 野沢字下小屋上 47 丸美屋 小売業 奥川字新町

22 (有)建築工房新田 建設業 野沢字下小屋 48 長島商店 小売業 奥川大字豊島

23 西会津ガス（株） 建設業 野沢字下小屋 49 (株)渡部住建 小売業 野沢字諏訪西

24 (株)野沢商事 建設業 野沢字上條 50 和泉屋商店 小売業 奥川大字豊島

25 福島日石（株）小原店 建設業 野沢字小屋田 51 (有)小柴呉服店 小売業 野沢字原町

26 (株)アラスカ 建設業 野沢字古四王原 52 仙台屋商店 小売業 群岡字徳沢

【第5弾】西会津町消費支援商品券・取扱店一覧（業種別・順不同）

地元店舗専用券と共通券の両方をご利用いただける事業者です。

※裏面もご覧ください



【第5弾】西会津町消費支援商品券・取扱店一覧（業種別・順不同）

ＮＯ 事業所名 業種 住所 ＮＯ 事業所名 業種 住所

53 長谷川商会 小売業 野沢字上原 84 ガレージサトウ サービス業(その他) 上野尻字岩ヶ崎

54 根本書店 小売業 野沢字上原 85 山一印刷 サービス業(その他) 野沢字上原

55 (有)丸井 小売業 野沢字原町 86 青津自動車鈑金塗装 サービス業(その他) 尾野本下谷字白岩

56 渡部スポーツ 小売業 野沢字上原 87 にしあいづ観光交流協会 サービス業(その他) 野沢字下條

57 (有)新潟屋商店 小売業 野沢字原町 88 カットサロン芳賀 サービス業(理美容) 野沢字本町

58 船橋新聞桐材店 小売業 野沢字上原 89 スズラン美容院 サービス業(理美容) 野沢字原町

59 川口屋タンス店 小売業 野沢字上原 90 美容室ミエ サービス業(理美容) 野沢字上原

60 石田靴店 小売業 野沢字上原 91 ファミリーヘアーサロンナカムラ サービス業(理美容) 野沢字原町

61 道の駅にしあいづ
※フードコートは使用不可

小売業 野沢字下條 92 ヘアーサロンニッタ サービス業(理美容) 群岡字外城

62 (資)笹屋商店 小売業 野沢字本町 93 美容室どりいむ サービス業(理美容) 野沢字上原

63 モードデ新田 小売業 野沢字本町 94 ビューティサロンサイトウ サービス業(理美容) 上野尻字上五職神

64 (有)オートショップフタバ 小売業 野沢字原町 95 理容ハセガワ サービス業(理美容) 野沢字下條道南

65 ヒノヤ 小売業 野沢字原町 96 ヘアーサロンまちこ サービス業(理美容) 野沢字古町

66 うえの菓子店 小売業 野沢字原町 97 サロンＮ サービス業(理美容) 野沢字原町

67 三留屋 小売業 野沢字原町 98 めぐろ理容 サービス業(理美容) 野沢字原町

68 本間屋商店 小売業 野沢字原町 99 ヘアーサロン旭 サービス業(理美容) 野沢字上原

69 回生堂 小売業 野沢字原町 100 カワカミ理美容室 サービス業(理美容) 奥川大字豊島

70 ＯＫ農機 小売業 野沢字上條道北 101 てるみ理容 サービス業(理美容) 野沢字原町

71 福島屋商店 小売業 奥川大字飯里 102 ゲストハウスひととき 宿泊業 上野尻字下沖ノ原

72 (合）碧音aone 小売業 上野尻上沖ノ原 103 ロータスイン 宿泊業 登世島字下小島

73 べっぴんしゃん 小売業 睦合字上ノ町 104 会沢畳店 製造業 上野尻字瀬頭

74 ベーカリーてぃあら 小売業 奥川大字大綱木 105 (有)石又石材店 製造業 野沢字野沢

75 西会津ケーブルネット
※使用料金の支払は不可

サービス業(その他) 野沢字下小屋上 106 本間建具店 製造業 野沢字原町

76 フォトスタジオスズトヨ サービス業(その他) 登世島字さゆりが丘 107 清野畳店 製造業 野沢字浦道添

77 鈴木自動車整備工場 サービス業(その他) 野沢字原町 108 (有)丸十製麩本舗 製造業 野沢字原町

78 (有)渡部泉商店 サービス業(その他) 野沢字上條道西

79 星農園 サービス業(その他) 上野尻字下沖ノ原

80 橋谷田敬三 サービス業(その他) 新郷大字笹川

81 相原モータース サービス業(その他) 野沢字北松原

82 さゆり公園 サービス業(その他) 登世島字西林

83 Ｃａｒメンテナンスハタ サービス業(その他) 尾野本字権ノ前

・業種分類は町商工会の業種分類に準じます。
・一覧に記載のある事業所等は12月1日までに西会津町商工会に
届け出のあった事業所です。今後、追加となる事業所情報につい
ては随時ケーブルテレビのデータ放送や町ホームページ等でお知
らせします。
・商品券の利用期限は令和5年3月19日（日）までです。利用期限
を過ぎてからのご利用はできませんのでご注意ください。
【問い合わせ】
西会津町商工会　　　0241-45-3235
西会津町商工観光課　0241-45-2213


