
地域 地　　区　　等 取　扱　店　舗　名 業　　種　　等

角館 横町・上新町 お食事処　十兵衛 飲食業・稲庭うどん・比内地鶏親子丼

角館 横町・上新町 角館観光タクシー㈱ タクシー・運送業

角館 横町・上新町 角館こだわり蔵 お土産品小売業

角館 横町・上新町 蒲生スポーツ グラウンドゴルフ・スポーツ用品小売業

角館 横町・上新町 クロサワ メガネ、コンタクトレンズ、時計販売

角館 横町・上新町 化粧品のカトレア 化粧品小売業

角館 横町・上新町 酒の伏見屋 飲料・酒類等小売業

角館 横町・上新町 佐藤輪業 自転車他小売業

角館 横町・上新町 食彩町家館 お土産品小売業

角館 横町・上新町 高橋薬局プラザ店　横町店 薬局・医薬品小売業

角館 横町・上新町 HA・CHI・YA メガネ・時計小売業

角館 横町・上新町 美容室ＴＯＭ 美容室・パーマ・ヘアカラー・トリートメント等

角館 横町・上新町 プチ・フレーズ 生ケーキ菓子製造小売業

角館 横町・上新町 平和観光タクシー㈱ タクシー・運送業・福祉車輌

角館 横町・上新町 町家館　かくのだ亭 飲食業・稲庭うどん・比内地鶏親子丼

角館 横町・上新町 和食　しぶや 飲食店・酒料理

角館 横町・上新町 和食　月の栞 飲食業

角館 横町・上新町 和布伝承　写楽 和雑貨小売業

角館 横町・上新町 りとる・わん　ひなたカフェ　 和風小物・バッグ販売・ソフトクリーム・コーヒー

角館 中町・下中町 かくのだて温泉 温泉・旅館業

角館 中町・下中町 角館桜皮細工センター　郵便局通り店 桜皮細工品小売業

仙北市プレミアム付商品券　取扱加盟店一覧　（2019.9.20）
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角館 中町・下中町 樺細工　八柳　 樺細工小売業

角館 中町・下中町 五井はきもの店 和装履物・靴小売業

角館 中町・下中町 鈴竹商店 酒類、お茶類小売業

角館 中町・下中町 八田菓子舗 和・洋菓子製造販売

角館 中町・下中町 物産館　角館の四季 秋田のお土産品否庭うどん・いぶりがっこ小売業

角館 中町・下中町 祐楼 飲食業

角館 中町・下中町 わいわい酒蔵　土間人 飲食業

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 あきた角館　西宮家 観光商業施設・物販・飲食等

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 安藤醸造　本店 味噌　醤油、漬物製造販売

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 安藤醸造　マルヨ蔵　麹くらぶ 飲食・味噌・醤油・漬物製造販売

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 太田種苗店 野菜種苗・鉢花小売業

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 太田洋品店 婦人服・洋品小売

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 カネエイ書店 書籍・雑誌・文房具・小中教科書等小売業

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 (資)カネダイ薬局 薬局・医薬品小売業

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 かのう屋 婦人服・手踊り衣装・衣料品小売

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 コマツ洋品店　ユアシセイドウ　コマツ 衣料品・化粧品小売

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 さなづら本舗　福寿 菓子製造小売業

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 自家製粉手打蕎麦の店　角館そば 飲食業・そば

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 ＳＥＬＡ　角電 家電小売業・リフォーム商品

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 ドゥ・エトワール　二星 婦人衣服小売業

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 時計・メガネ・宝石の専門店　イノウエ 時計・メガネ・宝飾小売業
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角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 堀内肉店 精肉小売業・牛・豚・鶏肉・惣菜(予約販売）

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 美杉 稲庭うどん・各種ギフト品小売業

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 明光義塾　かくのだて教室 学習塾・ボトルウォーター

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 麺屋　神楽 飲食業・ラーメン

角館 岩瀬町・下新町・立町周辺 料亭　稲穂 飲食業

角館 駅前・駅通り 秋田内陸線　角館駅 鉄道運輸業・内陸線グッズ等

角館 駅前・駅通り 割烹　あたりや 飲食業

角館 駅前・駅通り お食事処　茶房　さくら小町 飲食・サービス業

角館 駅前・駅通り ガト―やまだ 洋菓子製造小売業・ケーキ・クッキー・生焼菓子

角館 駅前・駅通り 熊谷なると餅店 菓子製造小売業

角館 駅前・駅通り 呉服　かね保 和装品・呉服小売業

角館 駅前・駅通り さかい屋 野菜・果物・一般食品小売飲食業・ソフトクリーム・パフェ・かき氷

角館 駅前・駅通り 佐藤種苗㈱ 農産種苗・花種苗・鉢花・農園芸資材小売業

角館 駅前・駅通り 佐藤薬局 薬局・医薬品日用品小売業

角館 駅前・駅通り (資)高橋薬舗　駅通り店 薬局・医薬品小売業

角館 駅前・駅通り ＮｅｗＤａｙｓ角館店 コンビニエンスストア

角館 駅前・駅通り  重 進藤 衣料品小売業

角館 駅前・駅通り 日本料理　まる松 飲食業

角館 駅前・駅通り 最上商店 農業用品小売業

角館 駅前・駅通り モンマート　地酒のふじた 酒類小売業

角館 駅前・駅通り ゆかり堂製菓　駅通店 菓子製造卸業・かりんとう・煎餅
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角館 駅前・駅通り 渡部なると餅店 菓子小売業・なると餅

角館 竹原町・菅沢周辺 ㈱黒澤製材所 製材業・木材・建材

角館 竹原町・菅沢周辺 寿し処　くまがい 飲食業

角館 竹原町・菅沢周辺 八丸燃料(資) 燃料・ガス器具小売業

角館 竹原町・菅沢周辺 むら咲 飲食業・郷土料理

角館 西勝楽町・小館・下岩瀬町 桜田酒店 酒類小売業

角館 西勝楽町・小館・下岩瀬町 進藤昆布店 とろろ昆布等製造小売業

角館 西勝楽町・小館・下岩瀬町 なるほど 飲食業・お料理・生ビール・お酒

角館 西勝楽町・小館・下岩瀬町 ㈲花田印刷 印刷業

角館 西勝楽町・小館・下岩瀬町 ㈱花ハウス・グレボ 花・アレンジ花・花束・鉢花卸小売業

角館 西勝楽町・小館・下岩瀬町 みやまカメラ 写真・撮影

角館 西勝楽町・小館・下岩瀬町 料亭　登喜和 飲食業・お料理・ビール・お酒

角館 岩瀬・下タ野方面 金谷畳店 畳製造業

角館 岩瀬・下タ野方面 髪床　ワタナベ 理容業・女性カットパーマ・カラー顔剃エステ

角館 岩瀬・下タ野方面 久二酒店 野菜・果物・食料品・酒類小売

角館 岩瀬・下タ野方面 佐野薬局　角館店 処方箋薬・一般薬・雑貨・食品

角館 岩瀬・下タ野方面 ㈲ヌノヤ設備工業 管工事業・給排水衛生設備工事

角館 岩瀬・下タ野方面 グループホーム　角館 介護サービス

角館 岩瀬・下タ野方面 ケアライフ　心都 介護サービス

角館 岩瀬・下タ野方面 高齢者ホーム　花日和 介護サービス

角館 岩瀬・下タ野方面 サポートハウス　仙北 介護サービス
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角館 岩瀬・下タ野方面 訪問ステーション　かくのだて 介護サービス

角館 岩瀬・下タ野方面 渡辺畳店 畳製造業

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 アート＆クラフト香月 生活雑貨・手工芸品小売業

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 安藤醸造　花上庵　 味噌　醤油、漬物製造販売

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 稲庭うどん処　古泉洞 飲食業・稲庭うどん

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 大村美術館 生活雑貨小売業

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 お食事処　ふきや 飲食業・稲庭うどん・比内地鶏親子丼

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 角館さとくガーデン 伝統工芸品・桜香雑貨・秋田グッズ・お土産品店

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 角館桜皮細工センター　武家屋敷通り店 桜皮細工品小売業

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 樹の下や　よしなり 酒類・秋田の地酒・民芸品小売業

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 後藤福進堂 菓子製造小売業

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 食処かくのだてさくら小路 飲食業・稲庭うどん・比内地鶏親子丼

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 そばきり長助 飲食店・そば

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 武家屋敷 ｢石黒家｣ 観光商業施設・お土産品小売業

角館 東勝楽丁・表町・小人町・山根 呉服・婦人服・寝具　藤むら 衣料品・呉服・婦人服・寝具・和装小物・祭り用品小売業

角館 小勝田・西野川原 ㈱岡田金物店 網戸・シャッター・ガラス・風除湿・キッチン建材卸小売業

角館 小勝田・西野川原 御食事処　小倉園 飲食業・宴会・お食事

角館 小勝田・西野川原 ㈱おばこライフサービス角館給油センター ガソリンスタンド

角館 小勝田・西野川原 角館納豆製造所 納豆製造業

角館 小勝田・西野川原 からだ回復センター角館 整体

角館 小勝田・西野川原 黒澤屋 はちみつ小売業・はち駆除
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角館 小勝田・西野川原 県南タイヤ工業 タイヤホイール販売修理

角館 小勝田・西野川原 パナデン 家電製品小売業

角館 小勝田・西野川原 薬王堂　秋田角館店 ドラッグストア

角館 小勝田・西野川原 スーパーマーケットよねや　角館店 スーパーマ－ケット

角館 小勝田・西野川原 和食　三吉 飲食業・定食・居酒屋

角館 小勝田・西野川原 ㈲ワタナベ文具 文具・習字裁縫セット等小売業

角館 川原町・北野・古城山 放課後等ディサービスあるく 秋田のお土産品卸小売業・放課後等ディサービス事業

角館 川原町・北野・古城山 御食事ギャラリー　百穂苑 飲食業

角館 川原町・北野・古城山 お土産処　城下町物産 秋田のお土産品・稲庭うどん・いぶりがっこ小売業

角館 川原町・北野・古城山 ㈲門脇設備工業 建設業・水道工事

角館 川原町・北野・古城山 グランデールガーデン 飲食業・宴会・総合式場他

角館 川原町・北野・古城山 ＣＦＣ角館店 化粧品・健康食品小売業

角館 川原町・北野・古城山 ㈲仲野谷工務所 建設業・リフォーム関連

角館 駅東側 ㈲草彅建築 建築業

角館 駅東側 ストリートダンス角館スクール ダンススクール

角館 駅東側 ドコモショップ角館店 携帯電話小売業

角館 駅東側 ㈲戸嶋電装 バッテリー・ナビ・ＥＴＣ等自動車電装整備

角館 駅東側 肉のわかば　角館店 精肉・畜産加工品小売業

角館 国道１０５号沿線 秋田ダイハツ販売㈱　角館店 新車・中古車販売整備業

角館 国道１０５号沿線 ㈲伊藤石材店 墓石関係・石材加工販売

角館 国道１０５号沿線 ㈲インフォテック 情報通信業・パソコン機器
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角館 国道１０５号沿線 羽後日産モーター㈱　角館店 自動車・カー用品販売・保険・車検・点検

角館 国道１０５号沿線 うさちゃんクリーニング　角館店 クリーニング

角館 国道１０５号沿線 太田生花店 生花・鉢花小売業

角館 国道１０５号沿線 靴のコヤナギ　ワンダーモール店 婦人紳士靴スニーカー等小売業

角館 国道１０５号沿線 コメリパワー角館店 ホームセンター

角館 国道１０５号沿線 ゴリラのはなたば カラオケ

角館 国道１０５号沿線 ㈱サンデー角館店 ホームセンター

角館 国道１０５号沿線 シューピアザ　角館店 靴小売

角館 国道１０５号沿線 スーパードラッグアサヒ　角館店 ドラッグストア

角館 国道１０５号沿線 スズフクｙouマート　大塚店 生鮮食料品小売業

角館 国道１０５号沿線 ㈱タカハシモータース 自動車小売業・車検整備・損害保険・レンタカー

角館 国道１０５号沿線 谷口プロパン プロパンガス・オートガススタンド・家電製品販売

角館 国道１０５号沿線 ツルハドラッグ角館店 ドラッグストア

角館 国道１０５号沿線 手づくりケーキと焼きたてパンの店　ルーシーカンパニー 焼菓子・パン・ケーキ製造小売業

角館 国道１０５号沿線 フラット７角館店　㈱中安自動車 自動車整備販売業

角館 国道１０５号沿線 ㈱Ｈａｇａホーム 建築業・新築・リフォーム・小工事

角館 国道１０５号沿線 パンドコロ　ＴＯＳＳＩ パン製造小売業

角館 国道１０５号沿線 ファッションセンターしまむら角館店 衣類・寝具・インテリア小売業

角館 国道１０５号沿線 ブックイン105 書籍・雑誌・文具・ＣＤ小売業

角館 国道１０５号沿線 平禄寿司　秋田角館店 飲食業・回転寿司

角館 国道１０５号沿線 ㈱丸栄堂 葬祭施行・仏壇・仏具販売
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角館 国道１０５号沿線 ㈱ヤマダ電機テックランド角館店 家電小売業

角館 国道１０５号沿線 吉田タイヤ タイヤホイール・自動車用品小売業

角館 国道１０５号沿線 ワンダーモール スーパーマーケット

角館 白岩 ㈲木元商店 酒・食料・日用品・雑貨小売業

角館 白岩 白岩給油所 ガソリンスタンド

角館 白岩 ちせこ美容室 美容業

角館 白岩 千葉塗装 塗装業

角館 白岩 福祉サービス　たんぽぽ 介護・障害福祉

角館 雲然・八割 安藤醸造　北浦本館　 味噌　醤油、漬物製造販売

角館 雲然・八割 お菓子のくらた　角館店 和・洋菓子製造小売業

角館 雲然・八割 雲沢観光ドライブイン 飲食業・宿泊業

角館 雲然・八割 ㈲菅原産業 建設業

角館 雲然・八割 ワインと地酒　スガワラショップ お酒・飲料・食品小売業

角館 雲然・八割 仙北重機工業㈱ 自動車分解整備業

角館 雲然・八割 髙橋魚店 生鮮食品・菓子販売

角館 雲然・八割 ミスタータイヤマン　角館店 サービス業・タイヤ・ホイール

角館 雲然・八割 船場　龍水庵 飲食業・そば

角館 西長野・中川 角館温泉　花葉館 旅館業・宿泊・レストラン・売店・日帰り温泉

角館 西長野・中川 鈴木建築 建築業・大工工事・住宅リフォーム工事

角館 西長野・中川 ㈲戸澤組 建築業・建築工事、建具工事、リフォーム工事

田沢湖 田沢湖駅前 お食事処　みちのく 食堂・飲食業
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田沢湖 田沢湖駅前 クスリの林　林おみやげ店 薬局・薬・お土産品小売業

田沢湖 田沢湖駅前 食事処・喫茶・おみやげ　みずうみ 飲食・お土産品小売業

田沢湖 田沢湖駅前 田沢湖　市（いち） お土産品・産直品小売業

田沢湖 田沢湖駅前 Ｎｅｗ Ｄａｙｓ Ｋｉｏｓｋ 田沢湖店 コンビニエンスストア

田沢湖 田沢湖駅前 長谷川時計店 時計・眼鏡小売業

田沢湖 田沢湖駅前 花館商店 酒類・食料品小売業

田沢湖 田沢湖駅前 割烹　桃屋 飲食業

田沢湖 男坂・街道ノ上 湖月まさき菓子店 和・洋菓子製造販売

田沢湖 男坂・街道ノ上 田口スポーツ店 学校指定シューズ類小売業

田沢湖 男坂・街道ノ上 だるま寿し すし・飲食業

田沢湖 男坂・街道ノ上 ツルハドラッグ田沢湖店 ドラッグストア

田沢湖 男坂・街道ノ上 八丸燃料(資)　生保内出張所 ＬＰガス・器具・燃料小売業

田沢湖 男坂・街道ノ上 ビフレ田沢湖店 スーパーマーケット

田沢湖 男坂・街道ノ上 三浦商店 鮮魚小売業

田沢湖 男坂・街道ノ上 盛屋 精肉、惣菜

田沢湖 男坂・街道ノ上 和食処　季流 飲食業

田沢湖 武蔵野・滝沢 あなたの街の水道屋さん㈱アサノ 建設業・水廻り工事

田沢湖 武蔵野・滝沢 五十嵐商店 酒食料品販売

田沢湖 武蔵野・滝沢 大沢写真館 写真館・スタジオ写真・出張記念撮影・プリント印刷・写真用品

田沢湖 武蔵野・滝沢 大山クリーニング店 サービス業・クリーニング

田沢湖 武蔵野・滝沢 柏谷経木店 包装資材小売業

9 / 13 ページ



地域 地　　区　　等 取　扱　店　舗　名 業　　種　　等

仙北市プレミアム付商品券　取扱加盟店一覧　（2019.9.20）

田沢湖 武蔵野・滝沢 コスメサロン　ＬａＬａ 化粧品小売業

田沢湖 武蔵野・滝沢 ㈲島川商店 精肉・青果・冷食・食料品卸

田沢湖 武蔵野・滝沢 ㈱田沢モータース 自動車整備・油類販売

田沢湖 武蔵野・滝沢 ㈱寺沢工務店 建築業・総合建築工事・住宅資材販売

田沢湖 武蔵野・滝沢 成田漢方堂薬局 薬局・一般医薬品・化粧品・健康食品小売業

田沢湖 武蔵野・滝沢 マルサン商事 冠婚葬祭・一般ギフト・贈答品販売

田沢湖 武蔵野・滝沢 ㈱ムサシノオート 自動車販売・部品販売・車検整備

田沢湖 横町・宿・向生保内・船場 (資)あさり フルーツ・野菜・肉・魚小売業

田沢湖 横町・宿・向生保内・船場 ㈱おばこライフサービス田沢湖給油センター ガソリンスタンド

田沢湖 横町・宿・向生保内・船場 ㈲金勇 酒類小売業

田沢湖 横町・宿・向生保内・船場 グランマート　田沢湖店 スーパーマーケット

田沢湖 横町・宿・向生保内・船場 コメリ　田沢湖店 ホームセンター

田沢湖 横町・宿・向生保内・船場 佐々達工務店 建築業・住宅新築・リフォーム

田沢湖 横町・宿・向生保内・船場 高谷林業㈱田沢湖給油所 ガソリンスタンド

田沢湖 横町・宿・向生保内・船場 ㈲千葉自動車工業 自動車整備・販売

田沢湖 横町・宿・向生保内・船場 ほくせん葬祭田沢湖営業所 葬祭業・仏具全般

田沢湖 牛沢・石神・小先達・下高野 ＳＢＴ朝陽自動車 自動車整備鈑金業

田沢湖 牛沢・石神・小先達・下高野 三盛石油㈱ ガソリンスタンド

田沢湖 牛沢・石神・小先達・下高野 すずやフラワー 生花・園芸・卸小売業

田沢湖 牛沢・石神・小先達・下高野 ㈱堀川林業 サービス業林業・トイレ汲取り・浄化槽管理

田沢湖 牛沢・石神・小先達・下高野 ワークファッション　ムラショウ 作業用品・衣料・はきもの小売業
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田沢湖 牛沢・石神・小先達・下高野 山のはちみつ屋　㈲ビー・スケップ 蜂産品・お菓子小売業・ピザレストラン

田沢湖 田沢湖畔 花心亭しらはま 宴会・宿泊業

田沢湖 田沢湖畔 湖畔の杜　レストランＯＲＡE（おらえ） 飲食業・料理・自家製ビール

田沢湖 田沢湖畔 湖畔浪漫の宿かたくりの花 宴会・宿泊業

田沢湖 田沢湖畔 caf'e+inn Ｔｈａｔ Ｓｏｕｎｄｓ  GOOD! カフェ、ペンション

田沢湖 田沢湖畔 田沢湖共栄パレス 小売・サービス業・秋田県名産品・特産品

田沢湖 田沢湖畔 田沢湖ハーブガーデン　ハートハーブ　 サービス業・レストラン・お土産品小売業

田沢湖 田沢湖畔 ホテル湖心亭 旅館業

田沢湖 水沢・高原・乳頭 黒湯温泉 旅館業

田沢湖 水沢・高原・乳頭 ハイランドホテル山荘 売店・宴会・日帰り入浴・旅館業

田沢湖 水沢・高原・乳頭 ホテルグランド天空 宿泊旅館業

田沢湖 神代 あきた芸術村 サービス業・劇団・宿泊・レストラン・日帰り入浴

田沢湖 神代 明平商店 灯油・金物・雑貨小売業

田沢湖 神代 お食事処　長四郎　森の駅店 飲食業・岩魚焼・みそたんぽ・麺類・各定食類

田沢湖 神代 佐藤石油　㈱神代給油所 ガソリンスタンド

田沢湖 神代 ㈲津島ボイラー 土木管工事業・石油給湯器・ポンプ・衛生機器・ストーブ等

田沢湖 神代 トーヨーペイント 塗装業・住宅塗替

田沢湖 神代 ㈱藤井工務店 建設業・社寺建築・一般建築・新築・リフォーム・各種設備機器取替え

田沢湖 神代 ㈱藤原ｴﾈﾙｷﾞｰ ガソリンスタンド

田沢湖 神代 ローソン田沢湖神代店 コンビニエンスストア

田沢湖 城廻・本町 ㈱飯島 建築板金業・屋根材
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田沢湖 城廻・本町 ㈲角館カーセンター 自動車販売

田沢湖 城廻・本町 谷口自動車 自動車整備・部品販売

田沢湖 城廻・本町 谷口石油　第二給油所 ガソリンスタンド

田沢湖 城廻・本町 細川自動車販売 自動車販売・車検・鈑金

西木 西荒井・上荒井・小渕野 あんみん 寝具・ギフト・インテリア小売業

西木 西荒井・上荒井・小渕野 笑んむすび訪問介護事業所 介護事業・訪問介護

西木 西荒井・上荒井・小渕野 ㈱おばこライフサービス西明寺給油センター ガソリンスタンド

西木 西荒井・上荒井・小渕野 ガーデンカフェ・デリカKimoto 仕出し弁当・ランチカフェ・精肉野菜・飲食小売業

西木 西荒井・上荒井・小渕野 西宮組西明寺給油所 ガソリンスタンド

西木 西荒井・上荒井・小渕野 ファミリーマート仙北西木西明寺店 コンビニエンスストア

西木 西荒井・上荒井・小渕野 ホーマックニコット西木店 食料品・衣料家庭用品・資材園芸小売業

西木 西荒井・上荒井・小渕野 ㈱北仙オート秋田 自動車販売整備業

西木 西荒井・上荒井・小渕野 ローソン西木西明寺店 コンビニエンスストア

西木 門屋 木内理美容所 理美容業

西木 門屋 ㈲クリーン物産 肥料農薬小売業

西木 門屋 高橋板金 建築板金業

西木 門屋 西木温泉ふれあいプラザクリオン 温泉旅館業・宴会レストラン・売店

西木 門屋 ㈱ニシキボディ 自動車鈑金塗装業

西木 門屋 ㈲ネクスト　アベ 家電小売業・管工事

西木 西明寺・小山田・梨子木台・潟尻 ㈱小松建設 建設業

西木 西明寺・小山田・梨子木台・潟尻 ㈲鈴建興業 建設業・産業廃棄物処理業・土木舗装工事・再生砕石
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西木 西明寺・小山田・梨子木台・潟尻 田沢湖ローズパークホテル 宿泊旅館業

西木 西明寺・小山田・梨子木台・潟尻 農家のそば屋　一助 飲食業・そば

西木 桧木内・上桧木内 浅利酒店 酒類・食料品小売業

西木 桧木内・上桧木内 かしわ家 飲食業・ラーメン・丼物

西木 桧木内・上桧木内 大沢呉服店 衣類・雑貨・食料品小売業

西木 桧木内・上桧木内 サンカクヤ 食料品・雑貨小売業

西木 桧木内・上桧木内 ㈲高橋鉄工所 建設業・鉄骨工事・給排水衛生設備工事

西木 桧木内・上桧木内 本庄商店 酒類・食料品・雑貨小売業

西木 桧木内・上桧木内 前田商店 食料品・雑貨小売業
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