
地区名地区名地区名地区名 小　売　業　小　売　業　小　売　業　小　売　業　 手芸のみとや 坂下店 地区名地区名地区名地区名 飲　食　業飲　食　業飲　食　業飲　食　業 Hair Salon trill（ヘアーサロントリル）

山内屋商店 セブンイレブン会津坂下松ノ目店 割烹 大黒屋 美容室コロナ

お菓子の蔵 太郎庵 大〇ムトウ 民そば屋 おしゃれサロンポピー

八百正・夏井商店 國分魚店 桜木町 ちから 地区名地区名地区名地区名 サービス業(印刷)サービス業(印刷)サービス業(印刷)サービス業(印刷)

合名会社 高砂屋商店 ㈲上野電気商会 坂下ドライブイン 上　町 総合企画 S-planning

三国屋呉服店 ㈱小林商店 ハンバーグ＆ステーキのあかべこ 新栄町 会陽堂 ㈲佐藤印刷所

ファッションセンターしまむら会津坂下店 ㈲小林燃料 韓国料理 明洞 新富町 ㈲上野印刷

プラウ会津店 ㈲佐藤タイル店 本　町 小林精肉店 丸富食堂 地区名地区名地区名地区名 サービス業(写真)サービス業(写真)サービス業(写真)サービス業(写真)

会津菱農㈱ ㈲雄鮮 田村幸雄 雪花食堂 柳　町 イソメ写真舘

㈲カネダイ 渡部政吉商店 食堂いしやま 諏訪町 ㈲フォトスタジオ原

会津旨酒 五ノ井酒店 川上菓子舗 酒bar 橋本 地区名地区名地区名地区名 サービス業(タクシー)サービス業(タクシー)サービス業(タクシー)サービス業(タクシー)

㈲カトヤ種苗店 肉の荒堀 さいとう食堂 仲　町 赤城タクシー㈲

衣料の大黒屋 ㈲白春工芸 居酒屋 虎次郎 茶屋町 河沼タクシー㈲

マイ・ハート 山内釣具店 スナックゆかり 地区名地区名地区名地区名 サービス業(その他)サービス業(その他)サービス業(その他)サービス業(その他)

高久サイクル モトセイ バイパス店 スナック純 クリーニングタカハシ

ブイチェーン 坂下店 バイパス店とくいち -繭-Again 会津ゴルフガーデン

ウェルシア 会津坂下東店 ㈱ダイユーエイト 会津坂下店 小綿家 桜木町 あひるの洗たく屋さんブイチェーン坂下店

みどり中央セルフSS ㈱リオン・ドールコーポレーション坂下店 軽食喫茶ロマン 本　町 河沼清掃㈱

㈲馬場新聞店 ㈱JA会津よつば総合サービス坂下農機センター ㈲坂下給食センター 新栄町 かざまクリーニング

まちの駅はな花 ㈲佐藤生花店 JA会津よつば食彩館うまかんべ 居酒屋 ひょっとこ リラックス鍼灸院 ラクア

ウェルシア 会津坂下店 JA会津よつば坂下グリーンセンター 山方屋食堂 介護タクシーひまわり

㈱リオン・ドールコーポレーション坂下中央店 ㈲二瓶商店 食酒欧風居酒屋 喰堂 諏訪町 ドックサロン JUJU

ギフトプラザ 坂下店 ㈲江戸屋燃料店 会津坂下西SS 諏訪町 三澤屋 鉄砲町 ㈲五十嵐総合事務所

コスモ石油 ㈱小林商店 ゼネラルエナジー㈱ENEOS会津坂下SS 甍 新富町 あひるの洗たく屋さんリオンドール坂下店

ファミリーマート坂下町川尻店 ツルハドラッグ会津坂下店 居酒屋 来いや 金　上 青木カイロプラクティック

本　町 ケンコー堂 ＴＳＵＴＡＹＡ 坂下店 麺処 空山 若　宮 はり灸マッサージ 若宮重陽院

おしゃれの店 ヨシザワ レディスファッションハウス オオカワラ ハンマウム 川　西 糸桜里の湯ばんげ

江花呉服店 たかはし青果店 ちょい飲み酒処 菜果美 地区名地区名地区名地区名 車　関　係　車　関　係　車　関　係　車　関　係　

やまさ寝装 いのまた魚店 諏訪町 三澤屋 ㈲サンユー・オートサービス

㈲猪俣徳一商店 グラントマト会津坂下店 鉄砲町 キッチントヨボ 昭和自動車㈲

㈲江川商会 会津のべこの乳 アイス牧場 新　町 竹原肉店・焼肉たけはら 柳　町 ネッツトヨタ福島㈱ 坂下店

スーパーマーケット おおぎや コメリハード＆グリーン会津坂下店 銀しゃり坂下店 ㈲モノエ

㈲会津坂下ガスセンター S Planning＆Co.,Ltd./㈲エス企画 居酒屋 元気いっぱい ㈲スズキオート会津

八二醸造㈲ ゼネラルオート㈱ENEOSニュー坂下SS 紋平茶屋 ㈱セーリング

塩屋酒店  明治牛乳会津坂下宅配センター㈱アトム ラーメン長八 ㈲讃岐モーター商会

田村屋 うすき商店 お好み焼き家ぐるめ ㈲山内自動車

高松金物店 愛ちゃんぶどう園 山茶花食堂 地区名地区名地区名地区名 建設業等　建設業等　建設業等　建設業等　

近江屋書店 ナカジマヤ 御食事処 宮古家 江川畳店

ひろき洋品店 目黒麹店 ㈲坂本ドライブイン ㈲真嶋硝子店

青柳陶器店 ㈲ヤマニ医療商会 ファットリア こもと 鉄砲町 ㈱東北入谷まちづくり建設　坂下本社

新栄町 ㈲バンダイスポーツ 坂下店 ツルハドラッグ会津坂下インター店 地区名 サービス業(理容・美容)サービス業(理容・美容)サービス業(理容・美容)サービス業(理容・美容) ㈱宮本組

㈲両沼ガス ㈲金子製パン店 桜木町 ビューティーサロン 花 田中建築

ほっともっと 会津坂下町店 ㈲山一米穀店 美容室マコト 笠原建具店

山口輪店 協信産業㈲ 会津坂下インターＳＳ ビューティサロン スミレ ㈲東光塗装工業

ＣＯＯＰ ＢＥＳＴＡ ばんげ  坂本屋 香都美容室 田﨑建商

愛眼堂メガネ㈱坂下店 ㈱あぐりあいづ Hair Salon Cuore 広　瀬 ㈲渡辺建築

江川金吉商店 川　西 ㈲歌川商店 comorebi hair lounge 鈴木建築工業

メガネの幸福堂 高　寺 ㈲藤川農産 コシバ美容室 田中建設

清水屋魚店 加藤そば道場 Hair Salon 美遊人

フレッシュさいとう 湯　川 道の駅あいづ 湯川・会津坂下 諏訪町 ヘアーサロン・ハッピー
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この取扱店一覧は、令和3年７月９日現在のもこの取扱店一覧は、令和3年７月９日現在のもこの取扱店一覧は、令和3年７月９日現在のもこの取扱店一覧は、令和3年７月９日現在のも
のです（18８事業所）のです（18８事業所）のです（18８事業所）のです（18８事業所）
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