
本荘地域（1月16日現在）

店舗名 業種 郵便番号 店舗住所 TEL

（株）アームズ その他サービス業 015-0872 由利本荘市瓦谷地 0184-23-2885

相場貸衣裳店 その他サービス業 015-0086 由利本荘市舘 0184-29-2520

アカネヤエブリー その他小売業 015-0051 由利本荘市川口 0184-24-1147

（株）秋田石材 その他小売業 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野 0184-22-2459

アクア理容・美容　由利本荘店 生活関連サービス業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-24-5102

アゼル　ヘアー&エステ 理美容業 015-0852 由利本荘市一番堰 0120-08-2040

atomoon その他小売業 015-0862 由利本荘市小人町 0184-74-3665

阿部精肉店 飲食料品小売業 015-0816 由利本荘市大町 0184-22-0027

あべでんき その他小売業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-23-3963

ありさか その他小売業 015-0817 由利本荘市中町 0184-22-5064

Answer 飲食店 015-0853 由利本荘市松街道 090-9429-6366

安楽温泉 飲食店 015-0868 由利本荘市大堤下 0184-22-0637

池田薬局 あら町店 その他小売業 015-0065 由利本荘市荒町 0184-74-7021

池田薬局 開光堂店 その他小売業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-24-2381

池田薬局 かわぐち店 その他小売業 015-0051 由利本荘市川口 0184-23-7071

池田薬局 コアラ調剤店 その他小売業 015-0858 由利本荘市西梵天 0184-28-5055

池田薬局 大門店 その他小売業 015-0874 由利本荘市給人町 0184-74-9151

池田薬局 たで沼店 その他小売業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-44-8075

池田薬局 中央店 その他小売業 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-25-8067

池田薬局 つるまい店 その他小売業 015-0862 由利本荘市小人町 0184-74-4131

池田薬局 マカベ調剤店 その他小売業 015-0051 由利本荘市川口 0184-22-0611

池田薬局 わかば店 その他小売業 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野 0184-22-3912

居酒屋勘乃 飲食店 015-0858 由利本荘市西梵天 0184-23-3704

居酒屋唐変木 飲食店 015-0812 由利本荘市鍛治町 0184-23-4954

居酒屋ふくろう 飲食店 015-0874 由利本荘市給人町 0184-23-2988

居酒屋わっしょい 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-24-3910

石黒表具店 生活関連サービス業 015-0843 由利本荘市東梵天 0184-22-1142

(有)石脇米穀店 飲食料品小売業 015-0014 由利本荘市石脇字山ノ神 0184-22-1366

市場食堂 飲食店 015-0885 由利本荘市水林

いっぷく食堂ちゃん 飲食店 015-0074 由利本荘市桜小路 080-1838-9543

㈱伊藤製麺工場 飲食料品小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-22-1576

（有）猪股燃料 その他小売業 015-0077 由利本荘市本田仲町 0184-22-4404

（株）羽後交通観光本荘営業所 その他サービス業 015-0821 由利本荘市肴町 0184-22-3122

うさちゃんクリーニング石脇店 生活関連サービス業 015-0012 由利本荘市石脇字田尻 0184-23-3719

うさちゃんクリーニンググランマート本荘南店 生活関連サービス業 015-0866 由利本荘市堤脇 0184-44-8311

うさちゃんクリーニングフレスポ本荘店 生活関連サービス業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-27-1577

うさちゃんクリーニング本荘店 生活関連サービス業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-44-8411

うさちゃんクリーニングマックスバリュ新川口店 生活関連サービス業 015-0051 由利本荘市川口 0184-23-3405

うさちゃんクリーニングマックスバリュ本荘店 生活関連サービス業 015-0843 由利本荘市東梵天 0184-23-8383

(株)ウチヤ機械テック　本荘営業所 その他小売業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-22-7725

SMJ学知塾 その他サービス業 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野 090-2885-0075

うまい一丸鮨本荘店 飲食店 015-0861 由利本荘市御門 0184-28-1310

エステティックサロンRavir その他サービス業 015-0051 由利本荘市川口 050-3704-7828

越後屋金物 その他小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-22-0848

江戸前寿司・日本料理寿司竹 飲食店 015-0802 由利本荘市表尾崎町 0184-22-0753

えばた菓子 飲食料品小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-22-1557

江幡呉服店 その他小売業 015-0809 由利本荘市本荘 090-4631-3192

宴会屋夢幻 飲食店 015-0073 由利本荘市笹道 0184-23-6114

遠藤洋装店 その他小売業 015-0801 由利本荘市美倉町 0184-22-7574

えんぱいや 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 080-7003-8425

おうち居酒屋たかみき 飲食店 015-0802 由利本荘市表尾崎町 0184-22-6928

大島クリーニング 生活関連サービス業 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-22-1368

オートステージ その他小売業 015-0012 由利本荘市石脇字田尻 0184-23-5133

オートバンク本荘店 その他小売業 015-0855 由利本荘市二番堰 0184-22-2720

大政鮨 飲食店 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-23-6388

小川石油 その他小売業 015-0051 由利本荘市川口 0184-22-3554

おしゃれの店ばら その他小売業 015-0835 由利本荘市八幡下 0184-24-5525

お台処　藤 飲食店 015-0808 由利本荘市大門 0184-22-7087

お茶のササゲ園 飲食料品小売業 015-0817 由利本荘市中町 0184-22-3346

（株）OMS その他小売業 015-0051 由利本荘市川口 0184-74-5454

おれんじはうすトコ家&パーマ家 理美容業 015-0051 由利本荘市川口 0184-22-4319



OWNDAYS　イオン本荘店 その他小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0120-900-298

快食酒房おおた亭 飲食店 015-0814 由利本荘市後町 0184-23-6426

海鮮酒場はまはま 飲食店 015-0854 由利本荘市上大野 0184-74-3978

(有)かおる堂本荘東バイパスSS その他サービス業 015-0851 由利本荘市中梵天 0184-22-3713

（株）かおる堂由利本荘店 飲食料品小売業 015-0801 由利本荘市美倉町 0184-23-3731

かがちゅうスポーツ㈲ その他小売業 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-22-8585

カスガイ電器 その他小売業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-22-1409

（有）かつ㐂 飲食店 015-0802 由利本荘市表尾崎町 0184-23-0998

かっぱ寿司由利本荘店 飲食店 015-0011 由利本荘市石脇 0184-28-0035

割烹　勝山 飲食店 015-0814 由利本荘市後町 0184-23-4940

金湖写真機店 その他小売業 015-0808 由利本荘市大門 0184-23-6565

叶 飲食店 015-0811 由利本荘市桶屋町 0184-22-0269

カフェ・カトルセゾン 飲食店 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-22-3001

かまた菓子舗 その他小売業 015-0051 由利本荘市川口 0184-22-1555

カメラのエンドーフォート その他小売業 015-0851 由利本荘市中梵天 0184-23-3124

カラオケA.Q.A本荘店 その他サービス業 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-74-6700

カラオケスナックM 飲食店 015-0811 由利本荘市桶屋町 0184-23-7336

カラオケトロピカル 飲食店 015-0809 由利本荘市大門 0184-24-1800

GARAGE 飲食店 015-0809 由利本荘市本荘 0184-41-9012

（有）菊長商店 その他小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-22-0332

木島酒店 飲食料品小売業 015-0067 由利本荘市三条 0184-22-1518

北前由利本荘店 飲食店 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-23-8846

喫茶とーく 飲食店 015-0808 由利本荘市大門 0184-23-4473

ギフトコム その他小売業 015-0051 由利本荘市川口 0184-23-7025

牛角由利本荘店 飲食店 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-28-4129

業務スーパー本荘鶴沼店 飲食料品小売業 015-0873 由利本荘市鶴沼 0184-24-5380

旭南高砂堂本荘店 飲食料品小売業 015-0804 由利本荘市谷山小路 0184-23-3466

金太楼寿し 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-22-8866

串焼 海鮮 串銀 飲食店 015-0076 由利本荘市東町 0184-44-8338

靴はきものタグチ靴店 その他小売業 015-0816 由利本荘市大町 0184-22-5244

（有）工藤石油 その他小売業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-22-1476

クラッシーアンドマーニー その他小売業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-24-1300　0184-74-5082

ケーキ工房 フリアンナカムラ 飲食店 015-0051 由利本荘市川口 0184-24-1001

吾愛郷DELICA 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-74-5134

㈱香楽園 建設業 015-0855 由利本荘市二番堰 0184-22-4099

珈琲豆専門彩豆 飲食料品小売業 015-0837 由利本荘市出戸町字赤沼下道 0184-23-9533

コシカワ整体院 その他サービス業 015-0051 由利本荘市川口 0184-22-5156

（有）小島造花店 生活関連サービス業 015-0801 由利本荘市美倉町 0184-22-0619

小助川アルミ 建設業 015-0014 由利本荘市石脇字山ノ神 0184-22-7043

（有）コスモ広告代理店 その他サービス業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-22-0470

こはく亭 飲食店 015-0804 由利本荘市谷山小路 0184-24-0287

小料理屋雪原 飲食店 015-0076 由利本荘市東町 0184-22-2788

これ酒 飲食店 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-22-0890

コンノ楽器 その他小売業 015-0808 由利本荘市大門 0184-22-2489

サーティワンアイスクリームイオンスーパーセンター本荘店 飲食店 015-0011 由利本荘市石脇 0184-24-0943

サイクルショップカトー その他小売業 015-0808 由利本荘市大門 0184-22-3072

肴菜や 飲食店 015-0861 由利本荘市御門 0184-24-1213

桜ピアノ教室 その他サービス業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-77-9036

札幌海鮮丸 飲食店 015-0802 由利本荘市表尾崎町 0184-24-2212

SELAササヤ 本荘店 その他小売業 015-0801 由利本荘市美倉町 0184-23-3511

佐藤たたみ店 生活関連サービス業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-22-5089

佐藤電機 その他小売業 015-0864 由利本荘市大鍬町 0184-23-0240

㈱佐藤土建 建設業 015-0821 由利本荘市肴町 0184-22-4030

（有）サトーシート その他小売業 015-0861 由利本荘市御門 0184-23-2260

サライ 飲食店 015-0808 由利本荘市大門 0184-23-1008

サロンドピュアー 理美容業 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-24-4846

㈱三尺堂商店 その他小売業 015-0821 由利本荘市肴町 0184-22-1424

三尺堂石油販売㈱ その他小売業 015-0802 由利本荘市表尾崎町 0184-22-1316

三之助もろこし製造本舗小林菓子舗 飲食料品小売業 015-0802 由利本荘市表尾崎町 0184-22-2411

サンライトチェーン本荘店 福岡電機 その他小売業 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-22-4683

（株）ジェイエイ秋田しんせいサービス　Aコープ子吉店 飲食料品小売業 015-0042 由利本荘市埋田 0184-22-2299

（株）ジェイエイ秋田しんせいサービス　本荘中央給油センター その他小売業 015-0065 由利本荘市荒町 0184-24-3353

ジャンヌ 飲食店 015-0812 由利本荘市鍛治町 0184-44-8543



シュープラザアクロス本荘店 その他小売業 015-0843 由利本荘市東梵天 0184-23-2350

（株）重兵衛FRESH　GREEN 飲食料品小売業 015-0065 由利本荘市荒町 0184-74-5505

寿楽 飲食店 015-0011 由利本荘市石脇 0184-22-1159

笑や 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-22-2548

食堂とり・とん 飲食店 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-23-8033

紳士服コナカ由利本荘店 その他小売業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-24-1129

新之丞クリーニング工場 生活関連サービス業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-22-5539

（有）スガノホームセンター その他小売業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-24-3100

鮨 福助 飲食店 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-23-3822

鈴木商店 飲食店 015-0874 由利本荘市給人町 0184-44-8204

鈴木食堂 飲食店 015-0074 由利本荘市桜小路 0184-74-3930

（株）鈴木時計店 その他小売業 015-0801 由利本荘市美倉町 0184-22-1384

（有）鈴木ポンプ店 建設業 015-0843 由利本荘市東梵天 0184-22-4385

㈱スダキ商事 その他小売業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-22-2422

須田酒店 その他小売業 015-0853 由利本荘市松街道 0184-22-7962

スナックキャビン 飲食店 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-24-5134

スナックキュート 飲食店 015-0808 由利本荘市大門 0184-23-7022

スナックJade 飲食店 015-0808 由利本荘市大門 0184-44-8638

スナック聖城 飲食店 015-0809 由利本荘市本荘 0184-22-0555

スナック騎士 飲食店 015-0803 由利本荘市中竪町 0184-24-4898

セゾンふうげつ その他小売業 015-0851 由利本荘市中梵天 0184-23-7288

セブンイレブン由利本荘石脇店 飲食料品小売業 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野 0184-23-5771

セブンイレブン由利本荘井戸尻店 飲食料品小売業 015-0876 由利本荘市井戸尻 0184-24-5777

セブンイレブン由利本荘大鍬町店 飲食料品小売業 015-0864 由利本荘市大鍬町 0184-24-1160

セブンイレブン由利本荘大門本町通店 飲食料品小売業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-23-6170

セブンイレブン由利本荘蓼沼店 飲食料品小売業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-23-3211

セブンイレブン由利本荘荒町店 飲食料品小売業 015-0065 由利本荘市荒町 0184-44-8726

セブンイレブン由利本荘本田仲町店 飲食料品小売業 015-0077 由利本荘市本田仲町 0184-23-3170

そば処けん太 飲食店 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-23-4576

ソルフィー その他小売業 015-0051 由利本荘市川口 0184-74-7826

Terminal 飲食店 015-0074 由利本荘市桜小路 0184-24-3525

大黒屋 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-23-4096

タイヤ館本荘由利タイヤ株式会社 その他小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-24-4444

台湾料理萬福 飲食店 015-0873 由利本荘市鶴沼 0184-24-5615

田口菓子舗 飲食料品小売業 015-0033 由利本荘市神沢 0184-28-2020

㈱武源商店 その他小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-22-1323

茶・茶道具きたじま その他小売業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-24-2235

茶山園 飲食料品小売業 015-0801 由利本荘市美倉町 0184-23-8108

㈱中央モータース その他小売業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-22-2033

中華そば肴yamago 飲食店 015-0875 由利本荘市砂子下 0184-74-8245

中華料理　菜館 飲食店 015-0051 由利本荘市川口 0184-22-7778

中古楽器専門店ジプシーワゴン その他小売業 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-24-3336

ちょう丸 飲食店 015-0804 由利本荘市谷山小路 0184-24-5605

治療院やすらぎ倖房 その他サービス業 015-0855 由利本荘市二番堰 0184-44-8618

司鮨 飲食店 015-0076 由利本荘市東町 0184-22-3444

月うさぎ 飲食店 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-24-0359

つけ麺や担担 飲食店 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-23-5625

つちだ楽器 その他小売業 015-0076 由利本荘市東町 0184-44-8038

㈲津野商店 その他小売業 015-0817 由利本荘市中町 0184-22-0173

つりショップ本荘 その他小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-22-2443

ツルハドラッグフレスポ本荘店 その他小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-28-4168

ツルハドラッグ本荘中央店 その他小売業 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-28-4268

ツルハドラッグ本荘店 その他小売業 015-0843 由利本荘市東梵天 0184-27-2566

ツルハドラッグ本荘南店 その他小売業 015-0855 由利本荘市二番堰 0184-28-0333

鶴舞温泉 その他サービス業 015-0882 由利本荘市西小人町 0184-23-7227

鶴屋亀治郎 飲食店 015-0822 由利本荘市田町 0184-23-7446

T,s TRACK その他小売業 015-0803 由利本荘市中竪町 0184-24-5531

Delight snow surf その他小売業 015-0078 由利本荘市谷地町

ディリーヤマザキ由利本荘鶴沼店 飲食料品小売業 015-0874 由利本荘市給人町 0184-23-7152

手打餃子房龍華 飲食店 015-0011 由利本荘市石脇 0184-23-6337

鉄板ダイニング凛 飲食店 015-0862 由利本荘市小人町 0184-24-0322

手揉み中華油そばしゅん 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-74-7040

㈱出羽物産 その他小売業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-22-1025



（有）でんきのこまつ その他小売業 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-22-6453

天使のヒルネ その他サービス業 015-0067 由利本荘市三条 0184-24-1090

（有）東幸自動車（ロータス東幸） その他サービス業 015-0061 由利本荘市二十六木 0184-25-8031

ときわ会館 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-22-3805

どぶろっく 飲食店 015-0804 由利本荘市谷山小路 0184-28-2307

トミヤ眼鏡店 その他小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-22-0850

ドラッグセイムス本荘大門店 その他小売業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-74-3237

Trattoria　SIVA 飲食店 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-74-6233

ドリームテテ その他小売業 015-0801 由利本荘市美倉町 0184-74-6062

とりのトリコ本荘石脇店 飲食店 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野 018-853-1700

トレンタ本荘店 飲食店 015-0011 由利本荘市石脇 0184-23-5830

ナイトインパブシルク 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-24-3487

長沢芝石堂印舗 その他小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-22-0220

（有）中福商店 その他小売業 015-0801 由利本荘市美倉町 0184-22-1401

南部家敷　本荘店 飲食店 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-22-0388

布あそび季風工藤呉服店 その他小売業 015-0862 由利本荘市小人町 0184-22-2519

猫の手 その他サービス業 015-0074 由利本荘市桜小路 050-8883-0660

ネパールダイニングポカラ 飲食店 015-0051 由利本荘市川口 0184-23-6718

希空 飲食店 015-0074 由利本荘市桜小路 0184-74-4178

呑み処　せっちゃん 飲食店 015-0811 由利本荘市桶屋町 0184-24-5031

BarEIGHT（バーエイト） 飲食店 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-74-3236

BARBER SHOP ING 理美容業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-77-1334

発酵小路　田屋 飲食料品小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-74-8207

Happy dogstyle tiara tiara その他サービス業 015-0067 由利本荘市三条 なし

ハッピー・ドラッグ由利本荘石脇店 その他小売業 015-0013 由利本荘市石脇 0184-74-6771

はなえにし その他小売業 015-0022 由利本荘市内黒瀬 0184-74-4305

花友primavera その他小売業 015-0835 由利本荘市八幡下 0184-23-8110

HANANA その他小売業 015-0803 由利本荘市中竪町 0184-24-5531

花道 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-22-2855

パラダイスカフェ 飲食店 015-0835 由利本荘市八幡下 0184-44-8576

ハンコのタカハシ印店 その他小売業 015-0808 由利本荘市大門 0184-22-0841

ビアレストラン　ル　カメリア 飲食店 015-0802 由利本荘市表尾崎町 0184-22-8930

ピザテンフォー秋田由利本荘店 飲食店 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-23-5567

美酔酒縁吾愛郷 飲食店 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-74-4188

ビゼン設備 生活関連サービス業 015-0808 由利本荘市大門 0184-23-4874

美容室サロン・ド・愛 理美容業 015-0861 由利本荘市御門 0184-24-2771

美容室バオバブ 理美容業 015-0861 由利本荘市御門 0184-22-1909

ファイン 飲食店 015-0803 由利本荘市中竪町 0184-23-0003

㈲ファミリーライフ その他小売業 015-0074 由利本荘市桜小路 0184-24-1131

フェロー美容室 理美容業 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-24-3201

ブティック・マリ その他小売業 015-0076 由利本荘市東町 0184-23-4198

ブティックルルブルー その他小売業 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-22-1978

フラワーショップ牧野 その他小売業 015-0801 由利本荘市美倉町 0184-24-3077

プランジングサーフサーフショップ その他小売業 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-23-4856

flow 飲食店 015-0802 由利本荘市表尾崎町 0184-22-5710

ヘアーサロンすずき 理美容業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-22-8172

hair make cocoro 理美容業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-77-9543

べこ助 飲食店 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-24-5556

ペットショップ村上ケンネル その他サービス業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-22-6107

べに屋 その他小売業 015-0817 由利本荘市中町 0184-22-0022

HOMIES 飲食店 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-74-7352

北陽電機 その他小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-23-0102

ホテルアイリス 飲食店 015-0821 由利本荘市肴町 0184-24-5115

ボナンザクリエイト合同会社 その他サービス業 015-0014 由利本荘市石脇字山ノ神 0184-44-8828

(有)堀江文具 その他小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-23-2115

本荘グランドホテル 飲食店 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-23-4511

㈱本荘消費 飲食料品小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-22-8155

本荘タクシー(株) その他サービス業 015-0814 由利本荘市後町 0184-23-0103

㈱本間印刷所 その他サービス業 015-0817 由利本荘市中町 0184-22-1436

㈱マサカ その他小売業 015-0854 由利本荘市上大野 0184-24-1012

政どん 飲食店 015-0804 由利本荘市谷山小路 0184-22-5387

macherie 理美容業 015-0809 由利本荘市本荘 050-8883-3000

（有）松浦洋花園 その他小売業 015-0824 由利本荘市古雪町 0184-22-0122



松が谷 飲食店 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-24-0488

マックスバリュ石脇店 飲食料品小売業 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野 0184-24-4970

マックスバリュ御門町店 飲食料品小売業 015-0861 由利本荘市御門 0184-23-4900

マナイタ 飲食店 015-0077 由利本荘市本田仲町 0184-44-8507

まなびや佑学舎 その他サービス業 015-0843 由利本荘市東梵天 0184-74-6485

マリア 飲食店 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-23-0002

（有）マルイチしょうゆ・みそ醸造元 飲食料品小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-22-0006

丸市洋品店 その他小売業 015-0817 由利本荘市中町 0184-22-4274

マルイ時計店 その他小売業 015-0808 由利本荘市大門 0184-22-2269

丸金石油 出光小友SS その他小売業 015-0067 由利本荘市三条 0184-22-6382

丸源商店 飲食料品小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-22-0021

マルセ化粧品店 その他小売業 015-0076 由利本荘市東町 0184-22-4042

(株)まるぜん住宅設備 その他小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-22-5269

マルホンカウボーイ本荘店 飲食料品小売業 015-0855 由利本荘市二番堰 0184-23-3871

（有）まるみや 飲食料品小売業 015-0076 由利本荘市東町 0184-22-1313

三浦ガレージ その他サービス業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-74-7225

（有）三ヶ月クリーニング店 生活関連サービス業 015-0077 由利本荘市本田仲町 0184-22-3081

瑞穂商会（ランドマーク本荘） その他小売業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-22-7084

ミセスえばた その他小売業 015-0801 由利本荘市美倉町 0184-23-3135

美ゆき食堂 飲食店 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-22-3289

ミライア本荘店 その他小売業 015-0843 由利本荘市東梵天 0184-27-1367

（有）民芸さいとう その他小売業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-23-0075

ムーラン大町店 飲食料品小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-23-0984

㈲むつ電器 その他小売業 015-0862 由利本荘市小人町 0184-23-0053

むら電機 その他小売業 015-0864 由利本荘市大鍬町 090-4558-6449

メガネの和光石脇店 その他小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-24-0041

メガネの和光東バイパス店 その他小売業 015-0843 由利本荘市東梵天 0184-23-7750

メガネの和光本店 その他小売業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-22-0339

メガネの和光和真メガネ その他小売業 015-0843 由利本荘市東梵天 0184-24-2683

麺・喰い・工房なかみち 飲食店 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-24-5568

麺・工房 まんがんや 飲食店 015-0065 由利本荘市荒町 0184-24-5222

めん丸本荘店 飲食店 015-0885 由利本荘市水林 0184-74-7182

麺屋歩 飲食店 015-0836 由利本荘市赤沼下 0184-74-7344

麺屋鼓志 飲食店 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野 0184-74-3954

麺屋新月 飲食料品小売業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-74-7380

モードいけだ その他小売業 015-0808 由利本荘市大門 0184-22-0441

モード四季 その他小売業 015-0822 由利本荘市田町 0184-22-1486

モードポテチーノじゅん その他サービス業 015-0802 由利本荘市表尾崎町 0184-23-6132

木工の小松金物店 その他小売業 015-0076 由利本荘市東町 0184-74-6177

もんじゃ焼き りんごちゃん 飲食料品小売業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-74-4288

MONCHAN　RAMEN　SHUN 飲食店 015-0051 由利本荘市川口 0184-74-7085

YAH-MAN 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-22-0606

焼きとり　串和華 飲食店 015-0809 由利本荘市本荘 0184-24-2088

焼き鳥一平 飲食店 015-0809 由利本荘市本荘 0184-23-2958

やきとり元気 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-24-1196

やき鳥ピン子 飲食店 015-0861 由利本荘市御門 0184-24-4883

焼肉　牛和華 飲食店 015-0809 由利本荘市本荘 0184-23-7888

焼肉じゅうじゅう亭 飲食店 015-0875 由利本荘市砂子下 0184-74-3780

焼肉　本荘牛玄亭 飲食店 015-0836 由利本荘市赤沼下 0184-74-8029

焼肉レストラン シンゴ 飲食店 015-0854 由利本荘市上大野 0184-23-4084

（株）薬王堂由利本荘荒町店 その他小売業 015-0065 由利本荘市荒町 0184-74-6146

（株）薬王堂由利本荘裏尾崎店 その他小売業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-74-6591

（株）薬王堂由利本荘薬師堂店 その他小売業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-74-6291

（株）薬王堂由利本荘石脇店 その他小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-74-3205

ヤマキチ味噌醤油醸造元 飲食料品小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-22-0041

やまや由利本荘店 飲食料品小売業 015-0852 由利本荘市一番堰 0184-74-3796

勇助堂 飲食料品小売業 015-0811 由利本荘市桶屋町 0184-22-2141

ゆき 飲食店 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 0184-23-2758

由利石油㈱本荘石脇SS その他小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-22-6455

由利石油㈱本荘川口SS その他小売業 015-0051 由利本荘市川口 0184-24-3331

由利石油㈱本荘御門SS その他小売業 015-0861 由利本荘市御門 0184-22-5675

由利本荘商店 その他小売業 015-0872 由利本荘市瓦谷地 0184-23-8686

(有)芳央アルミ 建設業 015-0055 由利本荘市土谷 0184-22-7138



よしこの店五厘 飲食店 015-0076 由利本荘市東町 0184-24-2933

ヨシダスポーツ その他小売業 015-0809 由利本荘市本荘 0184-22-5508

吉野屋菓子舗 飲食料品小売業 015-0011 由利本荘市石脇 0184-22-1387

よろづ亭 飲食店 015-0809 由利本荘市本荘 0184-24-2477

ラーメンいちばん星 飲食店 015-0873 由利本荘市鶴沼 0184-24-1239

ラーメン勝負 飲食店 015-0051 由利本荘市川口 0184-23-2287

ラーメンなりきや 飲食店 015-0809 由利本荘市本荘 090-9635-2734

ライフファッションアカネヤ その他小売業 015-0808 由利本荘市大門 0184-22-0324

Lounge　Alice 飲食店 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-74-3803

リクシルリフォームショップ富士不動産 建設業 015-0834 由利本荘市岩渕下 0184-23-1005

リストランテクロ 飲食店 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野 0184-23-4119

料亭一よし 飲食店 015-0821 由利本荘市肴町 0184-22-0144

料亭かもめ 飲食店 015-0821 由利本荘市肴町 0184-22-1612

緑栄寿司 飲食店 015-0011 由利本荘市石脇 0184-24-4946

リラクゼーション&アイラッシュサロンPETITGRAIN 生活関連サービス業 015-0801 由利本荘市美倉町 080-4516-0123

Lucille その他小売業 015-0872 由利本荘市瓦谷地 070-8549-6937

ルビー 飲食店 015-0874 由利本荘市給人町 0184-22-5300

Lupinus 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-24-3223

レ・ボン・ザ・ミー 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-23-1560

レイネアザレア その他小売業 015-0077 由利本荘市本田仲町 0184-27-2600

レストランサンサーラ 飲食店 015-0051 由利本荘市川口 0184-23-1110

レストランすぎの木 飲食店 015-0868 由利本荘市大堤下 0184-22-0637

レディースハセガワ その他小売業 015-0824 由利本荘市古雪町 0184-22-3055

ローソン本荘石脇店（かどや酒店） 飲食料品小売業 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野 0184-22-5228

ローソン本荘内黒瀬店 飲食料品小売業 015-0022 由利本荘市内黒瀬 0184-23-9039

ローソン本荘薬師堂店 飲食料品小売業 015-0041 由利本荘市薬師堂 0184-23-5355

炉端ダイニング楽家 飲食店 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-24-3110

和がまま 飲食店 015-0078 由利本荘市谷地町 0184-74-6090

wamiles salon 花ren その他小売業 015-0815 由利本荘市猟師町 0184-74-6400

和洋スナックあすなろ 飲食店 015-0874 由利本荘市給人町 0184-23-2989

わらべ唄 飲食店 015-0075 由利本荘市花畑町 0184-24-4868

わんちゃんの床屋さん その他サービス業 015-0072 由利本荘市裏尾崎町 090-7934-0572

矢島地域（1月16日現在）

店舗名 業種 郵便番号 店舗住所 TEL

あべ電機店 その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2333

アロハレンタカー鳥海　矢島営業所 その他サービス業 015-0417 由利本荘市矢島町元町 0184-55-2859

うさちゃんクリーニング矢島店 生活関連サービス業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-44-8853

(株)ウチヤ機械テック その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2501

(有)エコ矢島サービス 生活関連サービス業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2467

えびすや 飲食店 015-0411 由利本荘市矢島町城内 0184-55-3555

大井豆腐店 その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-55-2877

大場酒店 飲食料品小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-55-2714

(有)家具の岸田 その他小売業 015-0403 由利本荘市矢島町舘町 0184-56-2356

河内時計店 その他小売業 015-0403 由利本荘市矢島町舘町 0184-56-2410

九州堂生花店 その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2672

キリンヤ その他小売業 015-0417 由利本荘市矢島町元町 0184-56-2458

ケントモービル その他小売業 015-0412 由利本荘市矢島町川辺 0184-29-5055

コメリ　ハード＆グリーン矢島店 その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-27-5080

コンノ 飲食料品小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2301

栄食堂 飲食店 015-0417 由利本荘市矢島町元町 0184-56-2609

(株)佐藤酒造店 飲食料品小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-55-3010

㈱ジェイエイ秋田しんせいサービスAコープやしま店 飲食料品小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-55-4718

㈱ジェイエイ秋田しんせいサービス矢島給油センター その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-55-4715

清水タイヤ工業（株） その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2385

ジャージーハウスカフェ 飲食店 015-0411 由利本荘市矢島町城内 0184-55-2605

食事処　こうや 飲食店 015-0417 由利本荘市矢島町元町 0184-55-4431

SELAササヤ その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2161

大黒屋 飲食店 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2604

髙橋美容室 理美容業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2624

多賀部食堂 飲食店 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-55-2563

中華食堂　九龍 飲食店 015-0417 由利本荘市矢島町元町 0184-55-2321



(株)鳥海観光 その他サービス業 015-0417 由利本荘市矢島町元町 0184-56-2020

ツルハドラッグ矢島店 その他小売業 015-0417 由利本荘市矢島町元町 0184-29-5022

天寿酒造㈱ 飲食料品小売業 015-0411 由利本荘市矢島町城内 0184-55-3165

とおなお その他小売業 015-0403 由利本荘市矢島町舘町 0184-56-2603

TOYOSHIMA  FARM 飲食料品小売業 015-0417 由利本荘市矢島町元町 080-7708-4706

どん平 飲食店 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2644

美容室おの 理美容業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-55-3920

風月堂 その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2354

真坂糀味噌店 飲食料品小売業 015-0403 由利本荘市矢島町舘町 0184-55-2123

(有)真坂設備 建設業 015-0414 由利本荘市矢島町立石 0184-55-2124

松田家電 その他小売業 015-0411 由利本荘市矢島町城内 0184-56-2179

丸喜精肉店 飲食料品小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-55-3660

まるさ その他小売業 015-0403 由利本荘市矢島町舘町 0184-56-2174

みどりや 飲食料品小売業 015-0401 由利本荘市矢島町田中町 0184-55-2254

三船プロパンガス店 その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-55-2638

美好屋 飲食料品小売業 015-0417 由利本荘市矢島町元町 0184-56-2245

（株）薬王堂由利本荘矢島店 その他小売業 015-0411 由利本荘市矢島町城内 0184-74-3701

矢島自動車整備㈱ その他小売業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2115

山科整備工場 その他サービス業 015-0417 由利本荘市矢島町元町 0184-56-2434

由利高原鉄道㈱矢島駅（駅カフェ・観光案内所） その他サービス業 015-0404 由利本荘市矢島町七日町 0184-56-2736

由利石油㈱矢島SS その他小売業 015-0417 由利本荘市矢島町元町 0184-56-2578

鳥海地域（1月16日現在）

店舗名 業種 郵便番号 店舗住所 TEL

アロハレンタカー鳥海 その他サービス業 015-0504  由利本荘市鳥海町 0184-55-2859

うさちゃんクリーニング鳥海店 飲食店 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-57-3006

小沼理美容院 その他小売業 015-0721 由利本荘市鳥海町上笹子 0184-59-2061

加藤時計店 その他小売業 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-57-2135

キッチン山河 その他小売業 015-0502 由利本荘市鳥海町下川内 0184-57-2440

㈲共栄石油 飲食料品小売業 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-57-2942

佐藤吾一商店 その他小売業 015-0514 由利本荘市鳥海町中直根 0184-58-2015

佐藤長之助商店 その他小売業 015-0721 由利本荘市鳥海町上笹子 0184-59-2007

佐藤寿信商店 その他小売業 015-0721 由利本荘市鳥海町上笹子 0184-59-2020

佐藤内装 その他サービス業 015-0502 由利本荘市鳥海町下川内 0184-57-2518

佐藤ふで子理容室 飲食店 015-0504 由利本荘市鳥海町上川内 0184-57-3102

佐藤正巳商店 その他サービス業 015-0505 由利本荘市鳥海町小川 0184-57-2711

㈱ジェイエイ秋田しんせいサービスAコープ鳥海店 飲食料品小売業 015-0721 由利本荘市鳥海町上笹子 0184-59-2861

㈱ジェイエイ秋田しんせいサービス笹子給油センター その他小売業 015-0721 由利本荘市鳥海町上笹子 0184-59-2090

㈱ジェイエイ秋田しんせいサービス鳥海給油センター その他小売業 015-0502 由利本荘市鳥海町下川内 0184-57-3165

就労継続支援B型事業所　ささのこ その他サービス業 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-74-3341

そば処ももや その他小売業 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-57-3800

㈲大一石油 その他小売業 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-57-2800

㈲鳥海産業 生活関連サービス業 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-57-3166

直売所　菜らんど 飲食料品小売業 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-57-3797

富章衣料店 その他小売業 015-0721 由利本荘市鳥海町上笹子 0184-59-2051

畑沢商店 飲食料品小売業 015-0514 由利本荘市鳥海町中直根 0184-58-2003

ホーマックニコット鳥海店 その他小売業 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-27-6800

ホテルフォレスタ鳥海　売店 その他サービス業 015-0512 由利本荘市鳥海町猿倉 0184-58-2888

ホテルフォレスタ鳥海　レストラン・ブナの杜 その他小売業 015-0512 由利本荘市鳥海町猿倉 0184-58-2888

丸栄商店 生活関連サービス業 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-57-2023

まるさん斉藤商店 飲食店 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-57-2030

まるふく佐藤酒店 飲食料品小売業 015-0514 由利本荘市鳥海町中直根 0184-58-2061

㈱丸安商店 その他小売業 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見 0184-57-3006

道の駅清水の里・鳥海郷 飲食料品小売業 015-0721 由利本荘市鳥海町上笹子 0184-59-2022

村上酒店 その他小売業 015-0513 由利本荘市鳥海町下直根 0184-58-2010

由利地域（1月16日現在）

店舗名 業種 郵便番号 店舗住所 TEL

Ayuka+ その他小売業 015-0341 由利本荘市前郷 090-1399-3537

石川商店 飲食料品小売業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-2027

伊藤商店 その他小売業 015-0333 由利本荘市山本 0184-53-2936



大番 飲食店 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-2168

お食事処千年桜 飲食店 015-0361 由利本荘市黒沢 0184-53-3210

オヤギ理容所 理美容業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-2372

（株）ジェイエイ秋田しんせいサービス　鮎川給油センター その他小売業 015-0362 由利本荘市東鮎川 0184-53-3358

菊地工業株式会社 建設業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-3063

斎藤畳店 建設業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-2293

キッチンカフェKino 飲食店 015-0363 由利本荘市町村 0184-74-9070

熊谷商店 飲食料品小売業 015-0332 由利本荘市森子 0184-53-2390

熊谷商店・駅前食堂 飲食料品小売業 015-0362 由利本荘市東鮎川 0184-53-3242

小浜商店 その他小売業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-2020

有限会社今野電気 建設業 015-0361 由利本荘市黒沢 0184-53-2217

さきち商店 飲食料品小売業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-2038

たちばな その他小売業 015-0361 由利本荘市黒沢 0184-53-3400

戸田自動車ボデー その他サービス業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-3501

(有)成田ﾓｰﾀｰｽ その他サービス業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-2229

尾留川商店 飲食料品小売業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-3032

尾留川精肉店 その他小売業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-2263

ビルカワデンキ その他小売業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-3333

(有)ぶんねん自動車 その他サービス業 015-0333 由利本荘市山本 0184-53-3990

ペンション駒の王子（飲食のみ） 飲食店 015-0352 由利本荘市西沢 0184-53-3110

ホーマックニコット由利前郷店 その他小売業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-32-8700

ホルモン横丁 飲食店 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-4079

前郷配管設備 建設業 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-2322

三浦建築 建設業 015-0311 由利本荘市五十土 0184-53-2615

museum shopナナカマド その他小売業 015-0363 由利本荘市町村 0184-74-7120

ゆりの里交流センターゆりえもん 飲食店 015-0341 由利本荘市前郷 0184-53-2651

リラクゼーションハウスクローバー その他サービス業 015-0351 由利本荘市堰口 080-6006-4315

大内地域（1月16日現在）

店舗名 業種 郵便番号 店舗住所 TEL

池田薬局　大内店 その他小売業 018-0731 由利本荘市大内三川 0184-62-1011

池田薬局　すみれ調剤店 その他小売業 018-0901 由利本荘市中田代 0184-62-3077

(有)伊藤呉服店 その他小売業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-3043

遠藤電機 その他小売業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-2181

かすみ温泉 その他サービス業 018-0852 由利本荘市葛岡 0184-66-2418

金崎自動車整備工場 その他サービス業 018-0732 由利本荘市徳沢 0184-65-3173

カフェ花草 飲食店 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-3606

木原工務店 建設業 018-0844 由利本荘市高尾 0184-66-2188

工藤商店 飲食料品小売業 018-0845 由利本荘市中俣 0184-66-2459

㈱クロスサービス秋田 建設業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-3517

コメリハード&グリーン大内店 その他小売業 018-0731 由利本荘市大内三川 0184-62-0080

(有)今野薬品本店 その他小売業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-2571

再会 飲食店 018-0711 由利本荘市岩谷町川端 0184-65-3703

酒のまるけん 飲食料品小売業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-74-3970

(有)佐々木自動車 その他サービス業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-3021

㈱ジェイエイ秋田しんせいサービスAコープおおうち店 飲食料品小売業 018-0731 由利本荘市大内三川 0184-65-3615

㈱ジェイエイ秋田しんせいサービス大内給油センター その他小売業 018-0731 由利本荘市大内三川 0184-65-3750

松月園 飲食店 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-2873

東海林商店・結ま～る 飲食料品小売業 018-0904 由利本荘市岩野目沢 0184-67-2218

セブンイレブン由利本荘大内三川店 飲食料品小売業 018-0731 由利本荘市大内三川 0184-65-3771

千洋 飲食店 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-2700

ツルハドラッグ大内店 その他小売業 018-0731 由利本荘市大内三川 0184-62-0268

出羽食堂 飲食店 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-3022

は～とぽ～と大内　ぽぽろっこ 飲食店 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-62-1126

布施商店 飲食料品小売業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-3003

ヘアーサロンイトウ 理美容業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-3530

松寿し 飲食店 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-2883

信 いとう その他小売業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-3007

友 堀商店 その他小売業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-3136

もりもり食堂　食楽々 飲食店 018-0903 由利本荘市小栗山 090-2277-9634

（株）薬王堂由利本荘大内店 その他小売業 018-0711 由利本荘市岩谷町 0184-65-3707



岩城地域（1月16日現在）

店舗名 業種 郵便番号 店舗住所 TEL

IT建築工房 建設業 018-1218 由利本荘市岩城亀田大町 0184-74-2017

天鷺村 その他サービス業 018-1217 由利本荘市岩城亀田亀田町 0184-74-2525

池田薬局岩城店 その他小売業 018-1301 由利本荘市岩城内道川 0184-74-7656

伊藤工務店 建設業 018-1218 由利本荘市岩城亀田大町 0184-72-2241

岩城の燻製屋チャコール 飲食料品小売業 018-1301 由利本荘市岩城内道川 0184-44-8942

うさちゃんクリーニング亀田店 生活関連サービス業 018-1218 由利本荘市岩城亀田大町 0184-72-2066

お食事処　彦 飲食店 018-1301 由利本荘市岩城内道川 090-2698-5924

小野設備 建設業 018-1302 由利本荘市岩城勝手 0184-73-3045

カフェ＆ライブレストラン　リバーロード 飲食店 018-1301 由利本荘市岩城内道川 0184-74-7907

工藤青果店 その他小売業 018-1301 由利本荘市岩城内道川 0184-73-2106

今野建築 建設業 018-1301 由利本荘市岩城内道川 0184-73-2205

献の家 飲食店 018-1301 由利本荘市岩城内道川 090-8920-9304

㈱ジェイエイ秋田しんせいサービス岩城給油センター その他小売業 018-1302 由利本荘市岩城勝手 0184-73-2248

セブンイレブン岩城インター店 飲食料品小売業 018-1301 由利本荘市岩城内道川 0184-73-2884

田口酒店 飲食料品小売業 018-1305 由利本荘市岩城二古 0184-73-2057

灯油販売とがせ その他小売業 015-0032 由利本荘市松ケ崎 0184-28-2500

遠山酒店 飲食料品小売業 018-1218 由利本荘市岩城亀田大町 0184-72-2066

ファミリーマート由利本荘岩城店 飲食料品小売業 018-1301 由利本荘市岩城内道川 0184-62-6711

株式会社　フラワート その他サービス業 018-1305 由利本荘市岩城二古 0184-73-3457

ホーマックニコット岩城店 その他小売業 018-1305 由利本荘市岩城二古 0184-62-6700

道の駅岩城交流ターミナル売店 その他小売業 018-1301 由利本荘市岩城内道川 0184-73-3789

道の駅岩城レストランはまなす 飲食店 018-1301 由利本荘市岩城内道川 0184-73-3789

有限会社　黒川石油 その他小売業 018-1302 由利本荘市岩城勝手 0184-73-2109

有限会社　ケアポート秋田 その他小売業 018-1305 由利本荘市岩城二古 0184-73-2782

有限会社　田口建設 建設業 018-1305 由利本荘市岩城二古 0184-73-2341

有限会社　和清 その他小売業 018-1218 由利本荘市岩城亀田大町 0184-72-2036

湯田長吉商店 飲食料品小売業 018-1217 由利本荘市岩城亀田亀田町 0184-72-2151

リラックス工房蒼風 その他サービス業 018-1301 由利本荘市岩城内道川 080-1835-0353

レストランケベック 飲食店 018-1301 由利本荘市岩城内道川 0184-62-6288

西目地域（1月16日現在）

店舗名 業種 郵便番号 店舗住所 TEL

アール・みうら その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-3695

朝岡電機 建設業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-74-3884

池田スタジオ その他サービス業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-2069

伊東輪業 その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-2019

美容室fan-fan 理美容業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-4148

(株)西目町卸流通センター 飲食料品小売業 018-0602 由利本荘市西目町出戸 0184-33-2730

かしわ温泉 その他サービス業 018-0603 由利本荘市西目町西目 0184-33-2259

ギフトスィード その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-4777

珈琲焙煎工房　結 飲食料品小売業 018-0601 由利本荘市西目町海士剥 070-3961-5699

コメリ　ハード＆グリーン西目店 その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-32-0530

(有)佐々木三郎商店 その他小売業 018-0601 由利本荘市西目町海士剥 0184-33-2240

佐々木電器 その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-2447

手芸ショップあっぷりけ その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-2353

鈴木呉服店 その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-2001

(有)須藤ごんき商店 飲食店 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-2012

セブンイレブン由利本荘西目町店 その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-3131

タイムリー商会(株) その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-74-3264

高橋菓子舗 その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-2911

高橋秋和建設㈱ 建設業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-3353

髙橋酒店 飲食料品小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-3030

高山のぬか漬　高山食品 その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-4152

中華料理　幸楽 飲食店 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-2333

㈱テイゾー その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-4141

ドライブイン広場 飲食店 018-0602 由利本荘市西目町出戸 0184-33-2414

西目調剤薬局 その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-4880

㈲西目配管施設 建設業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-4116

にしめ湯っ娘ランド その他サービス業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-4422

日本海製麺所 飲食店 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-4150



ハーブワールドAKITA 飲食店 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-4150

(株)長谷川薬局 その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-3055

ハナマルシェ 飲食店 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-44-8185

(株)三浦組 建設業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-2307

道の駅にしめ その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-4260

（株）薬王堂由利本荘西目店 その他小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-74-6297

うさちゃんクリーニングマックスバリュ新西目店 生活関連サービス業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-3117

ローソン西目町店 飲食料品小売業 018-0604 由利本荘市西目町沼田 0184-33-2341

東由利地域（1月16日現在）

店舗名 業種 郵便番号 店舗住所 TEL

（有）ウッディライフ小番 建設業 015-0221 由利本荘市東由利舘合 0184-69-2051

コマツ薬店 その他小売業 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-69-3102

やましち商店 飲食料品小売業 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-69-3510

パブレストランブツ 飲食店 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-69-3013

丸豊商店 飲食料品小売業 015-0232 由利本荘市東由利田代 0184-69-3012

石綿商店 飲食料品小売業 015-0241 由利本荘市東由利宿 0184-69-3234

（有）三立自動車整備工場 生活関連サービス業 015-0202 由利本荘市東由利蔵 0184-69-3343

アックス道の駅東由利店 飲食料品小売業 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-69-3030

スズキデンキ その他小売業 015-0202 由利本荘市東由利蔵 0184-69-3112

伊東雑貨店 飲食料品小売業 015-0202 由利本荘市東由利蔵 0184-69-2061

黄桜温泉　湯楽里 飲食店 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-69-2611

お食事処やしお 飲食店 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-69-2611

ファーストフードおやつの駅 飲食店 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-69-2611

（協組）東由利ショッピングプラザ　とくさん市場 その他小売業 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-69-3266

まんぷく処田吾作 飲食店 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-62-4111

遠藤商店 飲食料品小売業 015-0221 由利本荘市東由利舘合 0184-69-2053

畑愛商店 その他小売業 015-0241 由利本荘市東由利宿 0184-69-3228

佐藤商店 その他小売業 015-0221 由利本荘市東由利舘合 0184-69-3032

理容あべ 理美容業 015-0202 由利本荘市東由利蔵 0184-69-2256

㈱テラセキ東由利SS その他小売業 015-0221 由利本荘市東由利舘合 0184-69-2140

（有）ジムワン その他小売業 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-62-4555

宮城薬店 その他小売業 015-0202 由利本荘市東由利蔵 0184-69-2067

（株）ジェイエイ秋田しんせいサービス　東由利給油センター その他小売業 015-0211 由利本荘市東由利老方 0184-69-2460


