
店舗名 地区 ＴＥＬ 取扱商品

ヨークベニマル三春店 中町 62-2002 食品（生鮮・加工）、雑貨

店舗名 地区 ＴＥＬ 取扱商品 店舗名 地区 ＴＥＬ 取扱商品
Act　hair　アクトヘアー 雁木田 62-2326 カット・パーマ・カラー技術の提供、 香粧品の販売 (有)中尾商店 担橋 62-2310 ＬＰガス、ガス器具、ガソリン、軽油、灯油
アグリセンターでんでん 熊耳 62-2173 肥料、農薬、農業資材、米 なかや商店 北町 62-2822 燃料、味噌
あさかクリーニング 中町 62-3364 クリーニング全般 (有)ぬる湯旅館 八幡町 62-2230 お弁当、オードブル、パック、 宿泊（事前予約）

ＡＭＥＫＡＺＥ　Ｅａｓｔ （アメカゼ　イースト） 斎藤 024-973-7611 食品・酒・雑貨 ハイパーステーション三春 貝山 61-2230 ガソリン、軽油、灯油、車検整備、 タイヤ
居酒屋ありがとう 八幡町 62-8339 飲食 （有）橋長魚店 新町 62-3820 鮮魚、食品
一久屋商店 中町 62-3834 家庭日用品、ギフト用品、ダスキン、 盆提灯 はしもと住宅店 小滝 62-2811 リフォーム、修繕
イタリア家庭料理 三春ラ・ベリータ 春沢 88-9005 パスタ、リゾット等ランチ、パン、菓子 橋本建具店 雁木田 62-2886 襖、障子の張替、ガラスサッシ修理、 建具の調整

いとうカメラ 大町 62-3223 写真プリント、証明写真, フレーム アルバム 、 写真雑貨 (有)橋本農機商会 桜ヶ丘 62-5100 農業用機械器具
伊藤精肉店㈱ 渋池 62-6161 食肉各種、そうざい、日配品 橋本輪業 中妻 024-944-1869 オートバイ・自転車販売サービス
伊藤理容所 渋池 62-2397 理容 (有)橋本ラヂオ商会 大町 62-2818 家電製品
いずみ理容所 荒町 62-5022 ヘアーカット、ヘアケア商品販売 八文字屋　ほうろく亭 大町 62-5757 名物油揚ほうろく焼、グルメンチ、法要膳、御祝膳他、仕出し、宅配、宴会、食事処

今泉酒店 蛇石 62-1771 酒類・食品・飲料・雑貨 ファッションの店クラウン 大町 62-2383 化粧品、洋品、雑貨
いまいずみ写場 荒町 62-2354 写真撮影 花のよこやま 大町 62-2160 生花、鉢花、園芸資材
イマジン三春店 大町 61-2715 美容業、商品 (有)浜田薬局 荒町 62-2202 一般医薬品、介護用品、ベビー用品
岩崎ラジオ店 中町 62-2857 家庭電化製品 美容室さくら 荒町 62-6332 美容業
(有)丸大宇野沢酒店 大町 62-3803 酒類、三春そうめん、三春張子他 福内屋菓子店 中町 62-2346 和菓子、洋菓子、赤飯、白ぶかし
えすぺり 桜ヶ丘 62-3523 野菜、調味料、パン 　福島さくら農業協同組合
Ａ－Ｂｕｌｋ（エーバルク） 斎藤 雑貨・食品・書籍 　西部営農経済センター 鷹巣 61-1112 農業資材、食料品
エルマールガーデン 山田 61-6620 パスタ、ピザ、ハンバーグなど 　御木沢農業資材センター 平沢 62-3894 農業資材、食料品
遠藤商店 熊耳 62-3444 食品類、小売販売 蔵のカフェ　フローリアン 大町 62-7739 パスタ・ピザ・カレー
大内時計店 大町 62-2226 メガネ、時計、貴金属、補聴器 ヘア　フォリッジ 渋池 62-4001 ヘアケア商品
太田屋 中町 62-3461 靴・スポーツ用品各種 宝来軒 新町 62-1391 ラーメン・定食・アルコール
大藤屋 中町 62-3053 鮮魚・仕出し・宴会場 本陣本店 中町 62-2008 醤油
(有)大谷酒店 八幡町 62-2850 全酒類、調味料類、食品類 本田設備工業(株) 四反田 62-2338 住宅設備機器及び工事
お食事処やま㐂（やまき） 貝山 62-1317 とんかつ と 海鮮丼　 本田電設㈱ 八幡町 62-2100 電気設備工事
お食事処おかもと 八島台 62-2316 麺類、丼類 松井雑貨店 荒町 62-2838 雑貨、灯油、米
お茶とうつわの大内屋 八幡町 62-5577 お茶、コーヒー、陶磁器他 マルイチタクシー 平沢 62-2151 タクシー業
お茶の大澤園 大町 62-3835 お茶 フラワーショップまるおん 中町 62-3460 生花、鉢花、園芸資材
オールスター観光 楽内 61-2701 タクシー・貸切バス 丸御農芸商会 大町 62-5211 種、苗
影山金物店 八島台 62-2858 金物、燃料 マルキ燃料店 渋池 62-2023 ガス・灯油・ガス器具類
笠原ふとん店 荒町 62-5784 布団綿打直し、専門仕立、寝具類商品販売 丸正家具 要田 62-6282 提灯・家具他
かとう米や 担橋 62-4143 精米 みうら美容室 平沢 62-2505 パーマネント、着付
要田自動車(株) 熊耳 62-1105 自動車販売、修理 三木屋 荒町 62-2862 野菜・果物
かねい呉服店 大町 62-2004 婦人服、呉服、和装小物、寝具、肌着 紳士用品 馬場ノ湯　三ツ美屋旅館 尼ヶ谷 62-2504 宿泊、宴会、日帰り入浴
カネサン書店 貝山 62-2046 書籍、ＣＤ，ゲーム機、ソフト等 水戸屋商店 渋池 62-3337 酒類、食品
café nanara 西方 61-6848 パンケーキ、その他 みどり商事(株) 鷹巣 62-2177 牛乳、乳製品
カフェー・ブリキイヌ 中町 61-6756 パスタ、ピザ、スイーツ ミニストップ三春町バイパス店 貝山 62-8656 弁当・日用品・雑貨・ソフトクリーム
壁寸建築 荒町 62-4301 建築工事 三春自動車工業(株) 山田 62-3100 自動車整備、自動車販売

(株)かんの屋 三春集報社 北町 62-3813 新聞、出版物
  かんのや本店文助 西田町 62-2016 菓子（家伝ゆべし） 三春昭進堂 新町 62-2272 おたりまんじゅう外、菓子
  かんのや三春インター店 船引町笹山 62-3116 菓子（家伝ゆべし） 三春写真館 中町 62-2040 記念写真・各種証明写真等

(株)キオラガーデン 三春タクシー(株) 八幡町 62-3117 タクシー運行
　ガーデンレストランサララ 斎藤 024-942-1465 レストラン (有)みはる調剤薬局
　フラットホワイトコーヒー 　ファクトリー 斎藤 024-954-7010 コーヒー、ジュース、コーヒー豆等 　(有)みはる調剤薬局 大町 61-1616 一般医薬品、介護用品、ベビー用品
　ブレッド＆スイーツ 　ポンソンビー 斎藤 024-954-7377 パン、ケーキ、焼菓子 　さくら調剤薬局 六升蒔 61-2555 一般医薬品、介護用品、ベビー用品
きがる湯 富沢 61-6360 入浴、食事、おみやげ 　きよはし調剤薬局 担橋 61-1101 一般医薬品、介護用品、ベビー用品
菊川屋 荒町 62-3600 仏具、線香　他 三春電化サービス 平沢 62-2589 家電販売　外修理
㈱菊地住建 沢石 62-3509 リフォーム 三春花園 貝山 62-5324 鉢花・花苗・生花等
菊地輪業商会 八島台 62-4811 オートバイ・自転車・セニアカー販売・修理 (株)三春まちづくり公社
菓子処儀同 荒町 62-3250 和菓子 　　三春の里 西方 62-8010 宿泊、入浴、宴会、レストラン、郷土料理、バーベキュー、お土産品販売、地場野菜直売、豆腐、油揚げ製造販売ほか

クリーンガスタムラ(株) 桜ヶ丘 62-6948 給湯器、蛇口交換、石油、ガス 　　花かご 中町 61-2661 三春の物産・お土産品、地場産野菜 ほか
くろば青果店 大町 62-3215 野菜、果物、総合食品 　　駅コム 平沢 62-8080 飲料品、酒類、スナック、嗜好品、お土産品、地場産野菜　ほか

(有)こがね屋 八幡町 62-2238 菓子 　　ばんとうプラザ 平沢 62-8080 うどん、そば、ラーメン、カレーライスほか
国分屋 大町 62-3369 酒類、糀、みそ 　　喫茶フォーレ 西方 62-8155 コーヒー、軽食、スイーツ　ほか
味の郷　こばりどん 斎藤 024-956-8333 洋食（ハンバーグ、カレー、生姜焼など） 　　TENJIN　（テンジン） 北町 62-3690 故田部井淳子氏グッズ、くろすけ他
小笛洋服店 大町 62-3012 洋服の仕立・縫製・寸法直し・リフォーム他 　　コミュタン売店 深作 - 飲み物、お土産品ほか
こ家 斎藤 080-3333-2618 3333-2618 韓国家庭料理 三春松葉屋パン店 大町 62-2256
斉藤温泉　元湯　上の湯 斎藤 024-944-2137 宿泊 三森商店 熊耳 62-5239 酒類、食料品外
斉藤温泉　元湯　下の湯 斎藤 024-944-1158 宿泊・宴会・飲食 (有)宗像清商店 一本松 62-3453 燃料油（ガソリン、軽油、灯油）　 潤滑油、プロパン　その他

相模屋 荒町 62-2456 菓子類 むらかみ亭 大町 62-2052 麺類、丼ぶり、定食、お弁当、中華料理
(有)佐久間製材工場 八島台 62-3237 土木、建築木材、丸太製材 床屋むらやま 中町 62-3231 理容
(有)サワケン住宅 富沢 62-3175 住宅リフォーム、修繕 舞木自動車 上舞木 024-956-2403 車輌販売、修理
三栄電器商会 南町 62-2458 家電 杜のあぶりや真仁
㈲三洋自動車整備工場 平沢 62-3013 車検 　杜のあぶりや真仁 貝山 61-5129 焼肉・お弁当
ファッションセンターしまむら 八幡町 61-1060 衣料品 　サンハチキッチン 荒町 61-5570 お弁当・オードブル
清水燃料店 八幡町 62-2812 LPガス、灯油及び関連機器 モーター＆サイクルぎどう 渋池 62-3259 自転車・バイク販売
松竹クリーニング 中町 62-2508 衣類クリーニング Mon ami（モン　アミ） 中町 61-6777 焼菓子・ドリンク・軽食
すし　大音 荒町 62-2556 すし 山三渡辺商店 大町 62-2012 ガソリン、軽油、灯油、タイヤ、自動車用品

　澤　　鈴木石材(有) 貝山 62-4784 石材全般 酒のやまだい 荒町 62-2410 酒類・飲料品
スプラウトＢＲＩＴＯＭＡＲＴ店 斎藤 024-926-0218 植物、園芸用品、雑貨等 よしの食堂 下舞木 024-956-2021 麺類・丼類・定食
高野商店 八幡町 62-2406 ＬＰガス、灯油、米 LIXILリフォームショップ ワタショウ 下舞木 024-956-2775 一般建築物の新築、リフォーム、外構工事
(有)高柳自動車整備工場 鎌田前 62-2767 自動車整備、車検、鈑金塗装、販売 理容　さくま 中町 62-2363 理容一般
茶舗　しん乃 中町 62-3329 茶・コーヒー 若松屋旅館 尼ヶ谷 62-2027 宿泊、入浴、宴会
土棚印刷 貝山 62-4027 資料のデータ作成、チラシ、 伝票など印刷物全般、製本加工 和久屋 大町 62-3065 鰻重
手打ちらーめん次郎 貝山 62-8766 ラーメン 和光堂整体院 熊耳 62-4451 整体
To-Fu　Café おおはたや 西方 62-1113 豆腐、油揚、お菓子 渡辺理美容室 八幡町 62-2368 理容・美容技術
富沢屋畳店 荒町 62-3253 畳・内装工事 (有)わたや呉服店 担橋 62-2029 衣料品、寝具、贈答品
(株)トミタ三春店 大町 62-3111 メガネ、時計、宝飾、補聴器 渡辺書店 中町 62-2054 文具・事務用品・書籍
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