
大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別大曲 ｅサービス　タグチ 飲食料品・衣料・日用品等 家電品など 一般大曲 洋服の青山　大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 衣料品 一般大曲 弐萬圓堂　大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 眼鏡、補聴器、健康機器 一般大曲 クロスタニン特約店　アルジェ・ワン 飲食料品・衣料・日用品等 クロスタニン製品全般食品・生活用品・化粧品 一般大曲 ウエスト 飲食料品・衣料・日用品等 ファッション・バラエティー雑貨 一般大曲 秋田銘酒・郷土みやげ　大阪屋 飲食料品・衣料・日用品等 酒、稲庭うどん、漬物、民芸品 一般大曲 大曲スポーツ 飲食料品・衣料・日用品等 スポーツ用品全般 一般大曲 おこめのさわた 飲食料品・衣料・日用品等 食料品他 一般大曲 菓子工房　オダシマ 飲食料品・衣料・日用品等 菓子 一般大曲 カトレア大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 婦人服 一般大曲 大仙市役所大曲庁舎内食堂・売店 飲食料品・衣料・日用品等 料理、食料品、雑貨等 一般大曲 カネトク酒市場 飲食料品・衣料・日用品等 酒類・飲料・菓子類 一般大曲 お菓子のくらた　大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 菓子 一般大曲 お菓子のくらた　イーストモール店 飲食料品・衣料・日用品等 菓子 一般大曲 花ハウス・グレボ　大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 生花、植物など 一般大曲 ＣＦＣ　大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 化粧品、健康食品 一般大曲 セカンドストリート大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 衣料品、雑貨など 一般大曲 肉のわかば　長沼商店 飲食料品・衣料・日用品等 精肉 一般大曲 肉のさとう 飲食料品・衣料・日用品等 一般大曲 美音社 飲食料品・衣料・日用品等 ＣＤ、オーディオ、家電 一般大曲 株式会社アクアス　大仙店 飲食料品・衣料・日用品等 贈答品 一般大曲 業務スーパー大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 食料品 一般大曲 カネダイ仏壇館大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 仏壇・仏具販売 一般大曲 ファッションセンター　しまむら　大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 衣料品 一般大曲 菓子司つじや　中通本店 飲食料品・衣料・日用品等 和菓子 一般大曲 株式会社ビジネス秋田 飲食料品・衣料・日用品等 文具・事務用品・ＯＡ機器 一般大曲 吉川米穀店 飲食料品・衣料・日用品等 米・灯油 一般大曲 靴専門センター　シューピアザ 飲食料品・衣料・日用品等 靴 一般大曲 靴のコヤナギ　イーストモール店 飲食料品・衣料・日用品等 紳士・婦人靴、スニーカー等 一般大曲 毛糸と手芸の店　おばら 飲食料品・衣料・日用品等 毛糸・手芸・縫糸・和洋栽雑貨 一般大曲 お菓子とお土産品　豊月 飲食料品・衣料・日用品等 和洋菓子、秋田土産菓子 一般大曲 三浦生花店 飲食料品・衣料・日用品等 生花など 一般大曲 コスメパーラーたけうち 飲食料品・衣料・日用品等 化粧品、サプリメント 一般大曲 酒と菓子の店　おおくぼ 飲食料品・衣料・日用品等 酒、菓子 一般大曲 佐藤硝子店 飲食料品・衣料・日用品等 アフター業務、見積業務他 一般大曲 塩谷商店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類・学校給食用食材 一般大曲 シューズコバヤシ 飲食料品・衣料・日用品等 靴 一般大曲 シュープラザ　アクロス大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 靴 一般大曲 正貢堂 飲食料品・衣料・日用品等 和・洋菓子 一般大曲 新栄堂　小田島 飲食料品・衣料・日用品等 菓子 一般大曲 メガネ・トケイのトガシ 飲食料品・衣料・日用品等 時計、眼鏡、補聴器 一般大曲 特選呉服やまもと 飲食料品・衣料・日用品等 呉服、雑貨 一般大曲 ナガハマコーヒー　ビーンズ大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 コーヒー 一般大曲 なかやま洋服店 飲食料品・衣料・日用品等 ジャケット、ニット、パンツ、コート 一般大曲 はるやま大曲バイパス店 飲食料品・衣料・日用品等 衣料品 一般1 / 13 ページ



大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別大曲 マックハウス　大曲飯田店 飲食料品・衣料・日用品等 衣料品 一般大曲 まるでん 飲食料品・衣料・日用品等 家庭用電器製品販売 一般大曲 丸谷生花店 飲食料品・衣料・日用品等 生花・鉢花・観葉植物等　冠婚葬祭用生花 一般大曲 やまや大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類・食料品 一般大曲 池田珍味店　あじはなび 飲食料品・衣料・日用品等 食品 一般大曲 ギフトハウス　いとう 飲食料品・衣料・日用品等 贈答品・雑貨・アパレル 一般大曲 有限会社　黒澤時計店 飲食料品・衣料・日用品等 メガネ・時計・貴金属 一般大曲 ワークマン大曲バイパス店 飲食料品・衣料・日用品等 作業服、カジュアルウェアー、作業靴など 一般大曲 松橋酒店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類、飲料 一般大曲 有限会社　丸徳商店 飲食料品・衣料・日用品等 食料品 一般大曲 有限会社　ルーキースポーツ 飲食料品・衣料・日用品等 スポーツ用品 一般大曲 たみや化粧品店 飲食料品・衣料・日用品等 化粧品、雑貨など 一般大曲 PARTⅡたみや 飲食料品・衣料・日用品等 化粧品、雑貨など 一般大曲 平山書店 飲食料品・衣料・日用品等 書籍・雑誌 一般大曲 有限会社メディカル大曲 飲食料品・衣料・日用品等 眼鏡 一般大曲 洋服のパルヴァン 飲食料品・衣料・日用品等 オーダー紳士服、婦人服 一般大曲 スーパーマーケットよねや大曲中央店 飲食料品・衣料・日用品等 食料品 一般大曲 ライフスペースコマツ 飲食料品・衣料・日用品等 家電品全般、石油暖房機、エアコン等空調製品、トイレ、暖房便座など 一般大曲 下山支店 飲食料品・衣料・日用品等 化粧品・雑貨 一般大曲 メガネの平川　大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 眼鏡、補聴器 一般大曲 いろはにほへと大曲駅前店 宿泊・飲食 料理、飲み物の提供 一般大曲 寧々家大曲駅前店 宿泊・飲食 料理、飲み物の提供 一般大曲 麺酒菜　おり座 宿泊・飲食 うどん、一品料理、アルコール類 一般大曲 PLUS CAFE 大曲駅店 宿泊・飲食 飲物・軽食 一般大曲 自家製麺ラーメン玄武 宿泊・飲食 ラーメン 一般大曲 居酒屋ほたる 宿泊・飲食 飲食 一般大曲 うさぎのしっぽ 宿泊・飲食 飲食 一般大曲 かっぱ寿司　大仙店 宿泊・飲食 寿司 一般大曲 大曲エンパイヤホテル 宿泊・飲食 宿泊室、レストラン、宴会の料理、飲物 一般大曲 優勝軒　大曲店 宿泊・飲食 ラーメン 一般大曲 大阪ホルモン　焼肉大勝 宿泊・飲食 焼肉・ホルモン・居酒屋 一般大曲 大曲食堂 宿泊・飲食 定職・蕎麦・ラーメン 一般大曲 まるまつ大曲店 宿泊・飲食 飲食店 一般大曲 レストランココス　大仙店 宿泊・飲食 ハンバーグ・パスタ・和食 一般大曲 古休 宿泊・飲食 幸楽ホルモン、創作料理など 一般大曲 Cafe & Delica Kirinの木 宿泊・飲食 ランチ、弁当、惣菜など 一般大曲 グランドパレス川端 宿泊・飲食 飲食、レストラン 一般大曲 フォレストリゾート　山の手ホテル 宿泊・飲食 飲食、ホテル 一般大曲 フォーシーズン 宿泊・飲食 飲食、レストラン 一般大曲 魚民　大仙店 宿泊・飲食 居酒屋メニュー 一般大曲 千年の宴　大曲西口駅前店 宿泊・飲食 居酒屋メニュー 一般大曲 白木屋　大曲西口駅前店 宿泊・飲食 居酒屋メニュー 一般大曲 おいしいものいっぱい「ほっぺ」 宿泊・飲食 弁当、惣菜、駄菓子、雑貨 一般大曲 鮨吉 宿泊・飲食 寿し、料理 一般大曲 スパイスカリーハウス　DIYO 宿泊・飲食 カレー、ナン 一般2 / 13 ページ



大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別大曲 そば打ち　幸甚 宿泊・飲食 蕎麦 一般大曲 ブランカ 宿泊・飲食 喫茶店、雑貨、額縁等 一般大曲 麺屋「あり坂」 宿泊・飲食 ラーメン・ギョーザ 一般大曲 麺や天鳳 宿泊・飲食 ラーメン 一般大曲 寿司と日本料理　蔵 宿泊・飲食 寿司、和食、そば、うどん等 一般大曲 花よし 宿泊・飲食 日本料理 一般大曲 和台所　花 宿泊・飲食 日本料理 一般大曲 大同門　大曲店 宿泊・飲食 焼肉 一般大曲 カツから家 宿泊・飲食 から揚げ、とんかつ 一般大曲 南部屋敷　イオンモール大曲店 宿泊・飲食 和食ファミリーレストラン 一般大曲 南部屋敷　大曲店 宿泊・飲食 和食ファミリーレストラン 一般大曲 焼肉　大昌苑 宿泊・飲食 焼肉 一般大曲 池田薬局　大曲店 薬局 調剤、医薬品 一般大曲 大曲駅東みよし薬局 薬局 処方箋調剤、一般薬など 一般大曲 大曲調剤薬局 薬局 薬品・食品・介護用品 一般大曲 大曲ひまわり薬局 薬局 健康関連商品（医薬品、健康食品等） 一般大曲 大曲みよし薬局 薬局 処方箋調剤、一般薬など 一般大曲 下山薬局ねむのき店 薬局 保険調剤、一般用医薬品、介護用品 一般大曲 下山薬局福住店 薬局 保険調剤、一般用医薬品、介護用品 一般大曲 下山薬局黒瀬店 薬局 保険調剤、一般用医薬品、介護用品 一般大曲 ワコウ薬局 薬局 保険調剤、一般用医薬品、介護用品 一般大曲 浜町調剤薬局 薬局 保険調剤、一般用医薬品、介護用品 一般大曲 下山薬局駅前店 薬局 保険調剤、一般用医薬品、介護用品 一般大曲 たいよう薬局 薬局 保険調剤料、医薬品、食料品、雑貨 一般大曲 こまち調剤薬局 薬局 医薬品、飲食良品 一般大曲 こまち薬局福田店 薬局 医薬品、飲食良品 一般大曲 厚生調剤薬局 薬局 医薬品、飲食良品 一般大曲 クスリ　タカハシ 薬局 医薬品・健康食品 一般大曲 佐野薬局日の出町店 薬局 医薬品 一般大曲 藤井薬局 薬局 くすり他 一般大曲 みよし薬局市立大曲病院前 薬局 処方箋調剤、一般薬など 一般大曲 みよし薬局大曲厚生医療センター前 薬局 処方箋調剤、一般薬など 一般大曲 ㈲日の出調剤薬局 薬局 保険調剤、医薬品販売 一般大曲 おやま薬局 薬局 保険調剤、一般薬 一般大曲 下山サカエ薬局 薬局 医薬品販売、介護用品 一般大曲 中央薬局 薬局 処方箋調剤、一般医薬品、介護用品 一般大曲 クリーニングピュア　ふらんせ　イーストモール店 クリーニング 衣類全般 一般大曲 クリーニングピュア　ふらんせ　戸巻店 クリーニング 衣類全般 一般大曲 クリーニングピュア　ふらんせ　飯田店 クリーニング 衣類全般 一般大曲 クリーニングピュア　ふらんせ　福田店 クリーニング 衣類全般 一般大曲 たかしまクリーニング本店 クリーニング ワイシャツ・背広・ダウン・羽毛ふとん 一般大曲 うさちゃんクリーニング　白金店 クリーニング 衣類等クリーニング 一般大曲 うさちゃんクリーニング　大仙店 クリーニング 衣類等クリーニング 一般大曲 うさちゃんクリーニング　よねや大曲店 クリーニング 衣類等クリーニング 一般大曲 うさちゃんクリーニング　よねや富士見店 クリーニング 衣類等クリーニング 一般3 / 13 ページ



大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別大曲 うさちゃんクリーニング　ザ・ビッグ大曲飯田店 クリーニング 衣類等クリーニング 一般大曲 うさちゃんクリーニング　日の出町店 クリーニング 衣類等クリーニング 一般大曲 うさちゃんクリーニング　イオン大曲店 クリーニング 衣類等クリーニング 一般大曲 うさちゃんクリーニング　川原町店 クリーニング 衣類等クリーニング 一般大曲 うさちゃんクリーニング　黒瀬店 クリーニング 衣類等クリーニング 一般大曲 Ｙショップ角間川カネボシ コンビニ 食料品、雑貨、酒類 一般大曲 セブン-イレブン大仙若竹町店 コンビニ 食料品、雑貨、飲料 一般大曲 ファミリーマート　大曲白金町店 コンビニ 食料品、雑貨 一般大曲 セブン-イレブン大曲西根店 コンビニ 食料品、雑貨、飲料 一般大曲 セブン-イレブン大仙飯田インター店 コンビニ 食料品、雑貨、飲料 一般大曲 セブン-イレブン大仙飯田店 コンビニ 食料品、雑貨、飲料 一般大曲 セブン-イレブン大仙上栄町店 コンビニ 食料品、雑貨 一般大曲 セブン-イレブン大仙福田町店 コンビニ 食料品、雑貨 一般大曲 ファミリーマート　大仙大花町店 コンビニ 食料品・雑貨等 一般大曲 ファミリーマート大仙若竹町店 コンビニ 食料品・雑貨・酒 一般大曲 ローソン大曲福住町店 コンビニ 食料品・雑貨 一般大曲 ローソン大仙飯田店 コンビニ 食料品、日用品など 一般大曲 New Days大曲店 コンビニ 食品・飲料・雑貨等 一般大曲 New Days Kiosk大曲駅待合室店 コンビニ 食品・飲料・雑貨等 一般大曲 時遊館大曲駅前店 サービス 料理、飲み物、カラオケ 一般大曲 写真屋Pix サービス プリントサービス 一般大曲 株式会社　カメラの春光堂 サービス 各種記念撮影、写真プリント 一般大曲 メモリーホール大曲 サービス 葬具、仏具 一般大曲 ダスキン大曲支店 サービス 清掃サービス 一般大曲 フォトアトリエ・イノウエ サービス 写真撮影 一般大曲 有限会社堀内清掃工業 サービス 汲み取り、浄化槽点検・清掃 一般大曲 生活共同組合コープあきた　県南センター サービス 食料品、飲料、日用雑貨 一般大曲 大曲自動車学校 自動車・自転車・農業機械関連 自動車教習 一般大曲 イエローハット大曲店 自動車・自転車・農業機械関連 カー用品の販売及取付け 一般大曲 株式会社　オートエムワン 自動車・自転車・農業機械関連 一般大曲 ホンダカーズ大曲　若竹店 自動車・自転車・農業機械関連 自動車、保険 一般大曲 ホンダカーズ大曲　戸蒔店 自動車・自転車・農業機械関連 自動車、保険 一般大曲 ホンダカーズ大曲　四ツ屋店 自動車・自転車・農業機械関連 自動車、保険 一般大曲 カーコンビニ倶楽部　福田自動車工場 自動車・自転車・農業機械関連 一般大曲 大曲タイヤ 自動車・自転車・農業機械関連 タイヤ、タイヤホイール 一般大曲 サイクルショップ　たなか 自動車・自転車・農業機械関連 自転車・自転車用品 一般大曲 ニシムラ自転車 自動車・自転車・農業機械関連 自転車（パーツ含む） 一般大曲 タイヤ館大曲 自動車・自転車・農業機械関連 カー用品販売、取付 一般大曲 マツダオートザム大曲 自動車・自転車・農業機械関連 新車・中古車・車検・整備・鈑金塗装 一般大曲 オートバックス秋田大曲店 自動車・自転車・農業機械関連 カー用品の販売、車検等 一般大曲 ツルハドラッグ大曲川目店 ドラッグストア 医薬品・化粧品・雑貨・食料品・お酒　等 一般大曲 ツルハドラッグ大曲田町店 ドラッグストア 医薬品・化粧品・雑貨・食料品・お酒　等 一般大曲 ツルハドラッグ大曲店 ドラッグストア 医薬品・化粧品・食料品・雑貨・お酒・他 一般大曲 ツルハドラッグ若竹町店 ドラッグストア 医薬品・化粧品・食料品・雑貨・お酒・他 一般大曲 スーパードラッグアサヒ大曲店 ドラッグストア 医薬品・化粧品・食品・日用雑貨 一般4 / 13 ページ



大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別大曲 スーパードラッグアサヒ大曲田町店 ドラッグストア 医薬品・化粧品・食品・日用雑貨 一般大曲 薬王堂　大曲福田店 ドラッグストア 医薬品、食品、酒、雑貨など 一般大曲 薬王堂　大曲四ツ屋店 ドラッグストア 薬、化粧品、食品、雑貨、他 一般大曲 株式会社　粟津鉄工建設 建設工事 建設、修繕など 一般大曲 株式会社　さとう 建設工事 リフォーム等 一般大曲 さとう建工 建設工事 住宅等の新築、リフォーム 一般大曲 有限会社小林電器設備 建設工事 水まわり修理・家電販売修理 一般大曲 ㈱おばこライフサービス四ツ屋給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般大曲 ㈱おばこライフサービス内小友給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般大曲 合資会社四ツ屋物産 燃料販売 ガソリン、灯油 一般大曲 三浦商店 燃料販売 ガソリン・ガス・酒類等 一般大曲 hair space arbre 理美容 カット、パーマ、カラー 一般大曲 美容室キャンパス　大曲バイパス店 理美容 美容一般（カット・カラー・パーマ） 一般大曲 美容室エリーゼ・￥1000カットLINK 理美容 美容一般 一般大曲 理容・美容　シャイン 理美容 理美容一般 一般大曲 大曲リハビリテーションクリニック 医療・福祉・介護等 一般内科診療、通所リハビリテーション 一般大曲 リラークsu　すずひろ整体院 医療・福祉・介護等 ボディケア 一般大曲 DCMホーマック㈱大曲飯田店 大型店 日用品・工具・金物等 共通大曲 イオン大曲店 大型店 食料品、衣料品、住まいと暮らしの品、飲食など 共通大曲 イオンモール大曲専門店 大型店 食料品、衣料品、住まいと暮らしの品、飲食など 共通大曲 薬王堂　大曲飯田店 大型店 薬、化粧品、食品、雑貨　他 共通大曲 タケダスポーツ大曲店 大型店 スポーツ用品・雑貨 共通大曲 サンデー大曲店 大型店 日用雑貨・木材・塗料・レジャー用品他 共通大曲 グランマート中通店 大型店 飲食料品・雑貨 共通大曲 グランマート飯田店 大型店 飲食料品・雑貨 共通大曲 グランマート白金店 大型店 飲食料品・雑貨 共通大曲 イーストモール 大型店 飲食料品・雑貨 共通大曲 ツルハドラッグ大曲福田店 大型店 医薬品・化粧品・食料品・雑貨・他 共通大曲 ニトリ　大仙店 大型店 家具 共通大曲 株式会社バザール大曲店 大型店 食料品 共通大曲 ケーズデンキ大仙店 大型店 テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコン等の家庭電化製品、携帯電話等 共通大曲 ザ・ビッグ大曲飯田店 大型店 食料品、雑貨、医薬品 共通大曲 スーパースポーツゼビオイオンモール大曲店 大型店 スポーツ用品・生活用品・雑貨・小物・食品 共通大曲 ブックスモア　大曲店 大型店 書籍、文具など 共通大曲 ザ・ビッグ　大曲福田店 大型店 食料品、雑貨 共通大曲 万SAI堂大曲店 大型店 古本、ゲームソフトなどの中古品 共通大曲 有限会社タミヤスポーツ 大型店 スポーツ用品 共通大曲 スーパーマーケット　よねや　とまき店 大型店 食料品 共通大曲 スーパーマーケット　よねや　富士見町店 大型店 食料品 共通大曲 パワー大曲店 大型店 資材建材、農業用品、日用品、家電等 共通大曲 TSUTAYA　大仙店 大型店 本・ＣＤ・ＤＶＤＧＡＭＥ、トレカ等の販売及び貸し出し共通大曲 ㈱ヤマダ電機　テックランド大仙店 大型店 家電製品・リフォーム 共通大曲 ビフレ大曲店 大型店 食料品、雑貨 共通
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大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別神岡 伊藤商店 飲食料品・衣料・日用品等 菓子、酒類、食品、雑貨 一般神岡 家具のマルタク 飲食料品・衣料・日用品等 家具、インテリア用品 一般神岡 BIZEN 飲食料品・衣料・日用品等 婦人服 一般神岡 合資会社　齊藤酒店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類 一般神岡 髙橋金彌商店 飲食料品・衣料・日用品等 ファッション・バラエティー雑貨 一般神岡 時計・メガネ・補聴器・釣具 小林時計店 飲食料品・衣料・日用品等 時計・メガネ・補聴器・釣具 一般神岡 コメリ　ハード＆グリーン大仙神岡店 飲食料品・衣料・日用品等 農業用品・生活用品 一般神岡 杉沢酒店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類、食料品、ジュース類など 一般神岡 マックスバリュ神岡店 飲食料品・衣料・日用品等 食料品、雑貨 一般神岡 有限会社　斉藤石油 飲食料品・衣料・日用品等 一般神岡 アキモト酒店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類・食品・雑貨など 一般神岡 中華飯店　エリヤ神岡 宿泊・飲食 中華料理 一般神岡 かみおか温泉　嶽の湯 宿泊・飲食 温泉・宿泊・宴会・レストラン 一般神岡 道の駅かみおか　茶屋っこ一里塚 宿泊・飲食 レストラン、売店 一般神岡 仕出し宴席のおおた 宿泊・飲食 弁当・折詰・お膳・オードブル　各種料理 一般神岡 創菜屋 宿泊・飲食 さしみ・こんにゃく 一般神岡 味噌麺屋　無弐 宿泊・飲食 ラーメン 一般神岡 神岡安全自動車整備工場 自動車・自転車・農業機械関連 自動車整備、新車販売、鈑金塗装 一般神岡 今野農機商会 自動車・自転車・農業機械関連 農業機械販売、修理 一般神岡 有限会社大曲オート 自動車・自転車・農業機械関連 自動車販売、整備 一般神岡 有限会社ヒロ・モータース 自動車・自転車・農業機械関連 自動車　カー用品 一般神岡 武藤清掃 サービス 家・小屋の片づけ・ごみ収集運搬 一般神岡 有限会社神岡衛生社 サービス し尿汲取り・浄化槽管理・清掃・レンタルトイレ・ユニットバス 一般神岡 ファミリーマート　大仙かみおか店 コンビニ 食料品、雑貨　等 一般神岡 ケアサポート神岡 医療・福祉・介護等 介護サービス 一般神岡 薬王堂　大仙神岡店 ドラッグストア 薬、化粧品、食料品、雑貨、衣料品等 一般神岡 ㈱おばこライフサービス神岡給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般神岡 クスリ津田屋 薬局 医薬品・健康食品・化粧品 一般
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大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別西仙北 伊藤商店 飲食料品・衣料・日用品等 酒・たばこ・食品 一般西仙北 伊松　伊藤松四郎商店 飲食料品・衣料・日用品等 雑貨・建材販売 一般西仙北 インテリアショップマコト 飲食料品・衣料・日用品等 オーダーカーテン、介護保険で手すり取付工事、障子・ふすまの張替、ベッド、特注家具、家具転倒防止金具取付 一般西仙北 おいしさいっぱい　ペアーショップ 飲食料品・衣料・日用品等 食料品 一般西仙北 今野佛壇店・花のこんの 飲食料品・衣料・日用品等 ファッション・バラエティー雑貨 一般西仙北 高橋建材店 飲食料品・衣料・日用品等 建築材料 一般西仙北 田村食料品店 飲食料品・衣料・日用品等 鮮魚、惣菜 一般西仙北 時田電器センター西仙北営業所 飲食料品・衣料・日用品等 電気器具 一般西仙北 日榮堂 飲食料品・衣料・日用品等 ギフト、はきもの、酒類、用品 一般西仙北 逸見商店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類、食料品 一般西仙北 有限会社　田村商店 飲食料品・衣料・日用品等 食料品・雑貨 一般西仙北 有限会社斎藤精肉店 飲食料品・衣料・日用品等 食料品 一般西仙北 よしだ文具店 飲食料品・衣料・日用品等 文具・書類・お菓子・アイス 一般西仙北 ㈲田口石材 飲食料品・衣料・日用品等 墓石、記念碑、石材製品 一般西仙北 有竜ガソリンスタンド 燃料販売 ガソリン、灯油 一般西仙北 加藤燃料店 燃料販売 灯油・住宅機器販売 一般西仙北 黒川商店 燃料販売 ＬＰガス・灯油 一般西仙北 斉藤プロパン 燃料販売 灯油・ガス・ガス器具等販売 一般西仙北 有限会社　ミウラ商会 燃料販売 灯油、家電、住宅機器販売 一般西仙北 ㈱おばこライフサービス西仙北給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般西仙北 池田自動車整備工場 自動車・自転車・農業機械関連 車検・鈑金・塗装・自動車販売 一般西仙北 株式会社高橋農機商会 自動車・自転車・農業機械関連 農業機械一般、小型農業機械、農業資材 一般西仙北 ファクトリー 自動車・自転車・農業機械関連 新車販売・中古車販売・車 一般西仙北 有限会社　有坂鐵工 自動車・自転車・農業機械関連 農業機械・器具・除雪機など 一般西仙北 西仙北ぬく森温泉ユメリア 宿泊・飲食 旅館・公衆浴場・飲食 一般西仙北 クリーニングピュア　ふらんせ　マックスバリュ刈和野店 クリーニング 衣類全般 一般西仙北 ツルハドラッグ刈和野店 ドラッグストア 医薬品・化粧品・食料品・雑貨等 一般西仙北 後藤理容店 理美容 理容 一般西仙北 マックスバリュ刈和野店 大型店 食料品・雑貨 共通
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大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別中仙 GIFT　LINK 飲食料品・衣料・日用品等 贈答品販売 一般中仙 NOEVIR　ビューティスタジオ　中仙 飲食料品・衣料・日用品等 化粧品 一般中仙 秋山商店 飲食料品・衣料・日用品等 肥料・農薬・米　他 一般中仙 石川屋商店 飲食料品・衣料・日用品等 食料品・雑貨・灯油等 一般中仙 カーランド 飲食料品・衣料・日用品等 ファッション・バラエティー雑貨 一般中仙 門脇酒店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類、食料品、雑貨など 一般中仙 株式会社大仁　大仙支店 飲食料品・衣料・日用品等 融雪装置販売 一般中仙 木元牛乳 飲食料品・衣料・日用品等 牛乳 一般中仙 小松商店 飲食料品・衣料・日用品等 雑貨、食品、衣料品 一般中仙 総合衣料　山嘉 飲食料品・衣料・日用品等 学生衣料、肌着など 一般中仙 総合食品ドンパン 飲食料品・衣料・日用品等 食料品、雑貨、宴会 一般中仙 中仙　ひらくま 飲食料品・衣料・日用品等 鮮魚 一般中仙 農産物搾汁加工施設（道の駅なかせん）合同会社ダイセン創農 飲食料品・衣料・日用品等 トマトジュース 一般中仙 秀よし酒造店 飲食料品・衣料・日用品等 日本酒･焼酎･リキュール等 一般中仙 藤田菓子店 飲食料品・衣料・日用品等 和洋菓子注文製造 一般中仙 マートベリータグチ 飲食料品・衣料・日用品等 食料品 一般中仙 有限会社　高橋ふとん店 飲食料品・衣料・日用品等 寝具・インテリア・家庭用品 一般中仙 有限会社　渡辺清米商店　　※頭に○ヨ 飲食料品・衣料・日用品等 肥料、農薬、農業資材 一般中仙 (有)佐々木書店 飲食料品・衣料・日用品等 書籍・文具・事務用品等 一般中仙 (なかせん道の駅)キッチンみどり 宿泊・飲食 カレーライス、ピザ、ラーメン、もつ煮 一般中仙 味の平七 宿泊・飲食 食堂 一般中仙 新席 宿泊・飲食 各種一品料理･酒類･清涼飲料等 一般中仙 ダイニング賢 宿泊・飲食 各種一品料理･酒類･清涼飲料等 一般中仙 ちゃんす長野屋 宿泊・飲食 各種一品料理･酒類･清涼飲料等 一般中仙 秀よし食堂　蔵人 宿泊・飲食 うどん、そば･定職･秋穂･デザ－ト･酒類･清酒飲料等一般中仙 笑家 宿泊・飲食 各種一品料理･酒類･清涼飲料等 一般中仙 Honda Cars 大仙 株式会社　千葉自転車店 自動車・自転車・農業機械関連 車両、部品、整備 一般中仙 株式会社　黒丸農機商会 自動車・自転車・農業機械関連 農業機械関係 一般中仙 自動車鈑金塗装　ボディープラン 自動車・自転車・農業機械関連 自動車鈑金塗装修理、整備 一般中仙 中仙タクシー 自動車・自転車・農業機械関連 タクシー 一般中仙 有限会社木元自動車興業 自動車・自転車・農業機械関連 車両販売車検・定期点検・一般修理・鈑金塗装 一般中仙 伊藤プロパン 燃料販売 プロパンガス・灯油 一般中仙 株式会社　ヤマダ 燃料販売 建築資材・雑貨・ガソリン・軽油・灯油 一般中仙 草薙商店 燃料販売 ガス・灯油・学生衣料 一般中仙 有限会社　小松石油 燃料販売 石油類 一般中仙 ㈱おばこライフサービス中仙給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般中仙 セブン-イレブン大仙長野店 コンビニ 食料品・雑貨 一般中仙 ファミリーマート中仙うぐいすの店 コンビニ 食料品、雑貨等 一般中仙 ファミリーマートなかせん町店 コンビニ 食料品、雑貨等 一般中仙 ローソン中仙町店 コンビニ 食料品、日用品 一般中仙 佐々木薬局 薬局 薬・化粧品等 一般中仙 ショップSASAKI 薬局 医薬品、雑貨、化粧品等 一般中仙 つくしの薬局 薬局 薬・化粧品等 一般中仙 クリーニングピュア　ふらんせ　イオン中仙店 クリーニング 衣類全般 一般中仙 クリーニングピュア　ふらんせ　中仙工場店 クリーニング 衣類全般 一般8 / 13 ページ



大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別中仙 大進塗装工業株式会社 建設工事 一般中仙 有限会社　中仙施設工業 建設工事 給排水、衛生空調、冷暖房、浄化槽、消雪設備工事、設計施工、保守一般中仙 ツルハドラッグ中仙店 ドラッグストア 医薬品・化粧品・雑貨・食料品・お酒　等 一般中仙 モモタロー美容室　中仙店 理美容 美容一般（カット・カラー・パーマ） 一般中仙 DCMホーマック株式会社　中仙店 大型店 日用品、レジャー用品、工具、金物等 共通中仙 イオン中仙店 大型店 食料品・衣料品・暮らしの品・日用雑貨 共通
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大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別協和 yショップ　しんとく 飲食料品・衣料・日用品等 生鮮食料品、菓子、食品、雑貨 一般協和 香川化粧品店 飲食料品・衣料・日用品等 化粧品 一般協和 加藤酒店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類・米・食品・飲料 一般協和 佐々木電器商会 飲食料品・衣料・日用品等 テレビ・冷蔵庫・洗濯機 一般協和 菅原衣料店 飲食料品・衣料・日用品等 ファッション・バラエティー雑貨 一般協和 豊嶋テレビサービス 飲食料品・衣料・日用品等 テレビ・冷蔵庫・エアコン・ボイラー他 一般協和 豊嶋満商店 飲食料品・衣料・日用品等 酒・肥料・農薬他 一般協和 マックスバリュ協和店 飲食料品・衣料・日用品等 食料品・雑貨 一般協和 道の駅　協和 飲食料品・衣料・日用品等 一般協和 今野自動車整備工場 自動車・自転車・農業機械関連 自動車整備・車検・車輌販売 一般協和 境オート 自動車・自転車・農業機械関連 自動車整備、販売 一般協和 タイヤショップ協和 自動車・自転車・農業機械関連 タイヤ 一般協和 長谷川興業農林機械 自動車・自転車・農業機械関連 農機具販売、修理 一般協和 協和温泉　四季の湯 宿泊・飲食 一般協和 千寿し 宿泊・飲食 寿司（宴会） 一般協和 ㈱おばこライフサービス船岡給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般協和 ㈱おばこライフサービス淀川給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般協和 メモリーホール協和 サービス 葬具、仏具 一般協和 セイ美容室 理美容 カラー、パーマ、カット 一般

10 / 13 ページ



大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別南外 こんぶ屋酒店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類・飲料・食料品、日用品等 一般南外 桜橋商店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類・たばこ・食品・雑貨 一般南外 佐藤畳店 飲食料品・衣料・日用品等 畳 一般南外 武藤商店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類、たばこ、雑貨、学生服 一般南外 有限会社　佐々木電器 飲食料品・衣料・日用品等 ファッション・バラエティー雑貨 一般南外 有限会社　エネルギーのささき 燃料販売 灯油 一般南外 ㈱おばこライフサービス上野給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般南外 ㈱おばこライフサービス南外給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般南外 上野車両整備株式会社 自動車・自転車・農業機械関連 自動車・整備・用品 一般南外 今野農機商会 自動車・自転車・農業機械関連 農業機械販売、修理 一般南外 門井治療院 医療・福祉・介護等 鍼灸マッサージ 一般
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大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別仙北 秋田ふるさと館・太田洋品店 飲食料品・衣料・日用品等 衣料品、ギフト、生鮮食品等 一般仙北 アベイル　大曲北店 飲食料品・衣料・日用品等 衣料品 一般仙北 株式会社アグリテクノジャパン 飲食料品・衣料・日用品等 食料品 一般仙北 酒の英雄　大曲店 飲食料品・衣料・日用品等 酒類・飲料　等 一般仙北 高梨沼田　須田酒店 飲食料品・衣料・日用品等 ファッション・バラエティー雑貨 一般仙北 高橋呉服店 ※頭に○高 飲食料品・衣料・日用品等 婦人洋品、学校衣料 一般仙北 ファッションセンターしまむら　大曲北店 飲食料品・衣料・日用品等 衣料品 一般仙北 柳修商店 飲食料品・衣料・日用品等 米・石油・食料品 一般仙北 有限会社　大釜商店 飲食料品・衣料・日用品等 一般仙北 グループホーム　福寿草 医療・福祉・介護等 介護サービス 一般仙北 ケアホーム　星宮 医療・福祉・介護等 介護サービス 一般仙北 サポートハウス髙砂 医療・福祉・介護等 介護サービス 一般仙北 グリーンパレス竹馬 宿泊・飲食 各種宴会・仕出し料理（盛皿・折詰・御膳料理等） 一般仙北 史跡の里交流プラザ　柵の湯 宿泊・飲食 飲食、宿泊等 一般仙北 ファミリーマート大仙払田店 コンビニ 食料品・雑貨・酒・タバコ・切手・葉書・収入印紙・クオカード・POSAｶｰﾄﾞ等 一般仙北 ローソン大仙堀見内店 コンビニ 食料品、日用品 一般仙北 有限会社横堀自動車 自動車・自転車・農業機械関連 自動車整備・車検・車輌販売 一般仙北 薬王堂　大仙高梨店 ドラッグストア 薬、食料品、酒、雑貨 一般仙北 ㈱おばこライフサービス横堀給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般仙北 たかなし薬局 薬局 調剤、医薬品 一般
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大仙市地域商品券　取扱加盟店一覧地域 チラシ等掲載用店舗名 業種（チラシ掲載用分類） 主な取扱品・サービス 共通・一般の別太田 アイタック　たかはし 飲食料品・衣料・日用品等 家電販売・修理 一般太田 イサム電気 飲食料品・衣料・日用品等 一般太田 金谷呉服店 飲食料品・衣料・日用品等 紳士・婦人・学生衣料、ギフト、寝具 一般太田 コメリ　ハード＆グリーン大仙太田店 飲食料品・衣料・日用品等 園芸用品 一般太田 根本百貨店 飲食料品・衣料・日用品等 ファッション・バラエティー雑貨 一般太田 藤本商店 飲食料品・衣料・日用品等 酒 一般太田 ふとん専門店　三本扇　髙橋わたや 飲食料品・衣料・日用品等 寝具一式・布団打直し 一般太田 マックスバリュ太田店 飲食料品・衣料・日用品等 生鮮食品・加工食品 一般太田 洋品・化粧品・学生衣料 合資会社　大沢呉服店 飲食料品・衣料・日用品等 洋品・化粧品・学生衣料 一般太田 株式会社　髙橋自動車工業 自動車・自転車・農業機械関連 車検・整備・販売・鈑金塗装 一般太田 株式会社加藤モータース 自動車・自転車・農業機械関連 自動車整備・車検・車輌販売 一般太田 冨木自動車整備工場 自動車・自転車・農業機械関連 一般整備、自動車販売、鈑金塗装 一般太田 有限会社トミーズ　カーショップ川原 自動車・自転車・農業機械関連 車の販売　車検　修理など 一般太田 高禮建設㈱ 建設工事 建設業 一般太田 長澤工務店株式会社 建設工事 建物に係わる事全般、新築・リホーム、修理など 一般太田 ファミリーマート大仙太田町店 コンビニ 食料品・雑貨 一般太田 ローソン大仙太田町店 コンビニ 食料品、日用品 一般太田 ㈱おばこライフサービス太田給油センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般太田 ㈱おばこライフサービス太田自動車センター 燃料販売 揮発油・軽油・灯油販売 一般太田 こまち調剤薬局太田店 薬局 医薬品、飲食良品 一般太田 冨岡薬局 薬局 医薬品販売・処方箋調剤 一般太田 中里温泉 宿泊・飲食 レストラン、売店、宿泊、宴会 一般太田 井上写真工房 サービス 写真撮影 一般太田 薬王堂　大仙太田店 ドラッグストア 医薬品、食料品、日用品など 一般太田 インテリア・サニー商会 クリーニング ふとん丸洗い、ジュウタンクリーニング・ぬいぐるみのクリーニング 一般太田 大信田鍼灸院 医療・福祉・介護等 一般
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