
地区 № 参加店舗名 住所 TEL 取扱商品またはサービス

1 手打ちらあめん いなかっぺ 細谷1072 77-2233 ラーメン

2 藤建設工業(株) 大曲1115 76-8818 新築及びリフォーム

3 (有)柿沼モータース ⻄岡新⽥106 77-0313 自動車、自転車、バイク

4 福田屋 ⻄岡新⽥409-2 58-2622 手打ちそば、うどん、定食

5 関口モータース ⻄岡191 77-0054 自動車整備、車検

6 山口洋品店 ⻄岡315-3 77-0403 衣料品

7 片岡商店 ⻄岡393 77-0557 雑貨、酒、食料品

8 ヘアーサロンスウィング ⻄岡426-2 77-0452 理容

9 (有)コスモレンタカー 海⽼瀬883 82-1379 冠婚葬祭にご利用ください

10 大塚商店 海⽼瀬1409 82-1522 ガソリンスタンド

11 那須の⾚い太陽 ⼩保呂直売所 海⽼瀬2326-1 82-2662 こだわり地玉子「那須の赤い太陽」、地場産野菜、米

12 理容室サイトウ 海⽼瀬4058-5 82-3826 理容業

13 手打ちらあめん 一休 海⽼瀬4085 82-5595 ラーメン

14 総合⾐料(株)たけまさ 海⽼瀬4683 82-1406 衣料品、履物、カーテン一式

15 (株)三角商店 海⽼瀬4688-1 82-1639 ガソリンスタンド、生活用品

16 カフェだいにんぐてぃーだ 海⽼瀬4857-1 78-7658 料理。飲料（ハンバーグ、パスタほか）

17 ⾷事処『季楽⾥』 海⽼瀬8487-1 82-1101 手打ちそば・うどん、天ぷら、かぼちゃまんじゅうなど

18
コメリ ハードアンドグリーン

板倉ニュータウン店
海⽼瀬8487-2 70-4120

工具・建築金物・建築資材・農業資材・肥料・農薬・ガーデニング用
品・植物・日用品・ペット用品・家電・インテリア用品・カー用品・文房
具・庭木の手入れ・害虫害獣駆除など

19 (株)三喜 板倉店 朝日野1-2-1 82-5081 紳士・婦人・子供衣料品、肌着・靴下・寝具、インテリア商品など

20 フレッセイ板倉店 朝日野1-2-1 82-5600 生鮮食料品を中心としたスーパーマーケット

21 手作りケーキの店パルム・ドール 朝日野1-5-12 82-5425 手作りケーキ、焼菓子、バースデーケーキ、海産物、珍来海草類

22 美容室 Kawamura 朝日野1-14-4 82-4700 美容施術、商品販売

23
山野愛子どろんこ美容 karion（カリヨ

ン）
朝日野1-14-8 82-5163 フェイシャルエステ（どろんこ美容、琥珀美容）、ヤマノ化粧品販売

24 呑喰処しゅう 朝日野1-17-6 82-5188 炭火焼焼とり・しゅう特製石焼ビビンバ

25 Hair Atelier Y 朝日野2-4586-26
050-5580-

4077

カット、カラーパーマ、ヘッドスパなど全メニュー、シャンプー、トリート
メント、全商品

26 ダイニングなごみ 朝日野3-8-6 82-5153 料理、宴会

27 cake cafe ロポン 朝日野3-8-7 55-4524 洋菓子、カフェ

28 折原商店 下五箇716-4 82-1686 石油、酒、雑貨ほか

29 (有)川田屋 下五箇1801-3 82-0500 酒類、灯油、LPガス

30 宮古屋 大高嶋1283-2 82-1748 和菓子製造

31 アキマ電器商会 大高嶋1583-3 82-0215 家電、電気工事

32 Ｙショップ みやたや 大高嶋1605-3 82-0155 酒、パン、食品

33 野沢家 大高嶋1655 82-1018 川魚料理

34 (有)⼩林⾃動⾞商会 飯野1493 82-0168 自動車車検、整備、販売

35 ミツコ美容室 飯野1799-2 82-2351 美容業

36 木村屋 飯野1848 82-1900 酒類、雑貨

37 (有)⻲田建材 飯野1860 82-0357 庭用の小砂利、土等少量から販売、運搬いたします

38 高瀬畳店 飯野1948 82-2199 畳工事一式
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39 (有)荻野商店 板倉497 82-0176 ウナギ、コイなど

40 マルビーデンキ 板倉689 82-0108 家電販売・家電修理

41 (有)魚俊 板倉903 82-0054 川魚料理、宴会、法事ほか

42 川魚問屋 魚権 板倉1104 82-0023 鯉のアライ、鰻のかば焼、小魚煮

43 みっちゃんの福耳餃子 板倉1143-1 82-0337 各種餃子、シューマイ

44 はすみ 板倉1248-3 82-0147 手打ちそば、法事、宴会ほか

45 ⻲田風呂店 板倉1295-3 82-1301 長府ボイラー特約店、住宅設備機器、板倉町指定水道工事店、リ
フォーム（浴室、トイレ、キッチン）

46 大⽉寿し 板倉1296-3 82-0222 宴会、法事ほか

47 ⼩林菓子店 板倉1297 82-0079 菓子販売

48 スズキ化粧品店 板倉1311-1 82-0378 化粧品、洋服、健康商品

49 蓮⾒商店 板倉1318 82-0067 住宅設備機器

50 多田クリーニング 板倉1417-1 82-0125 クリーニング取次

51 ファミリーファッションしおだ 板倉1622-3 82-0066 衣料品、スクールなど

52 TOY FACTORY 板倉1632-2 82-5071 自動車整備、車検

53 うどんＣａｆｅ はらだ 板倉1640 82-0063 麺-1グランプリ2年連続優勝作品「板倉きゅうりの冷汁うどん」などう
どんメニュー、及び生うどんの販売

54 大芳商店 板倉1644-1 82-0148 ガソリン、酒類、食料

55 マル坂精肉店 板倉1658-1 82-1844 精肉、惣菜

56 コットンハウスアライ 板倉1669-1 82-0053 ふとん、衣料品、貸ふとん

57 根岸壮一商店 板倉1700-1 82-0056 米穀、肥料、農薬、資材

58 (有)田部井竹材商店 板倉乙1707 82-0061
竹、丸太、造園資材　配達無料です。その他庭の手入れ、植木の植
えかえ、処分など何でも相談してみてください（見積無料）。竹垣、エ
ンビ竹工事します。

59 Ｙショップ板倉荻野店 板倉1725 82-2030 パン等食料品

60 手打ちらーめん栄楽 板倉2218-1 82-0718 手打ちラーメン、宴会ほか

61 鈴木電気 板倉2333 82-3590 家電販売、電気工事

62 ⼩林屋 板倉2335 82-0032 川魚料理（なまずの天ぷら、たたきあげ）

63 ヘアーサロンさいとう 板倉2424-5 82-0359 理容業

64 美容室 華 板倉4228-3 82-5476 ニューヨーク・ドライカット、電子トリートメント

65 子吉工務店（有） 板倉4218-11 82-0715 住宅新築・リフォーム

66 セブンイレブン 板倉水郷公園前店 岩⽥693-1 82-0177 酒類、食料品、雑貨ほか

67 原宿⾃動⾞(株) 岩⽥872 82-1177 自動車販売、整備

68 ネモト⾃動⾞(株) 岩⽥878 82-1231 各種自動車販売、修理、車検整備、自動車保険代理店

69 三木屋 岩⽥884 82-0055 化粧品、文具、学生衣料

70 岡田サッシ店 岩⽥908-3 82-1659 ガラス修理、網戸張り替え、アルミテラス、ベランダ、カーポート、門
扉、フェンス、重・軽量シャッター、バスルーム、システムキッチン

71 石川⾷堂 岩⽥951-1 82-0150 各種定食、麺類

72 アイ・アカデミー 岩⽥967-7 82-1515 学習塾

73 鮨こっけいや 岩⽥1247-3 82-0112 寿司、出前、宴会有り、ランチタイム(時間11:30～13:45）

74 増田屋 岩⽥1299 82-0071 酒類、灯油、LPG

75 増田建設 岩⽥1758-3 82-0228 住宅新築・リフォーム

76 おぎの屋 岩⽥1912-5 82-0395 うどん、鮒甘露煮等川魚

77 そば処勘兵衛 岩⽥2346-5 82-1824 日本そば、うどん

78 岩田⾃動⾞ 岩⽥2348-4 70-4190 自動車車検、整備、販売、保険

79 お花とクリーニングの海⽼屋フラワー 岩⽥2357 70-4070 草花とクリーニング営業店

80 増田モーターサイクル 岩⽥2376-4 82-0280 自動車整備、販売

81 (有)荒井石油 籾谷1682 82-1830 ガソリンスタンド

82 籾中⾃動⾞鈑⾦塗装工場 籾谷1689 82-2514 自動車鈑金、塗装、整備、修理など

83 アース旅⾏ 籾谷1768-1 82-4649 宿泊手配、企画、ツアー商品、航空券など

84 松本洋品店 籾谷2079-1 82-0156 学生衣料、婦人衣料、肌着類

85 板倉指圧治療院 内蔵新⽥29-1 82-3966 指圧

86 和膳処あぶらや 内蔵新⽥126-3 82-0698 日本料理店
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