
白河市プレミアム付商品券取扱加盟店一覧（令和元年８月30日現在 290店)

緑川時計店 中町
亀山時計店 本町

■ホームセンター等
コメリハード＆グリーン白河旭町店 北中川原
カインズ白河モール店 転坂
ホームセンターカンセキ白河店 新白河
グラントマト白河店 大
㈱ダイユーエイト白河店 立石

■レジャー施設・宿泊施設
元湯甲子温泉　旅館大黒屋 和尚壇山
健康まーじゃん　雀健 中町

■衣料・呉服・寝具・靴
㈲奈良屋呉服店 一番町
さくらい 老久保
バースデイ白河モール店 老久保
ブティックまつい 大手町
アベイル白河店 転坂
呉服　上の片野屋 桜町
筧製綿㈱ 昭和町
京呉服着付　京屋 昭和町
きもの　ひらはら 昭和町
洋服の青山　白河店 新白河
シュープラザメガステージ白河店 新高山
㈲べる　ベビーチャイルドミルク 新高山
アーバンメガステージ白河店 新高山
アーバン暮らしの創庫店 中田
やかた　タナセ 大工町
ファッションセンターしまむら　白河店 立石
みせす衣料館　丸田屋 手代町
緑川呉服店 年貢町
㈲田村呉服店 東三坂山
㈱松河屋 本町
㈱川崎洋装店 本町

■医療品・化粧品・医療
トミードラッグ 一番町
ローズ薬局 金鈴
クスリヤ直角堂 天神町
ツルハドラッグ白河モール店 老久保
ツルハドラッグ白河西店 和尚壇
マツモトキヨシ　メガステージ白河店 新高山
㈱カワチ薬品白河店 昭和町
㈱カワチ薬品白河東店 中田
㈱カワチ薬品白河西店 中山南
㈱ワタナベ薬局 本町
サンドラッグ白河横町店 横町
コスモ調剤薬局白河駅前店 大手町
ファーコス薬局めぐみ北 外薄葉
ファーコス薬局つくし 大
ファーコス薬局めぐみ 六反山
ファーコス薬局白河 六反山

■贈答品・土産物
㈱くにい 郭内
二ノ丸茶屋 郭内
ハリカ白河店 立石
㈱あいづや 中町
白河関の森公園売店 旗宿

■マッサージ・整体・カイロプラクティック
リラクゼーションサロン　GOOD 昭和町
和治療室 白坂
野の花治療院 白坂
ひより屋 新白河
くまがいはり灸院 中田
カイロプラクティック髙橋 南堀切

■印刷・広告
㈲さとう総合印刷 昭和町
㈲ワタベ印刷所 大工町
プリントショップＣｏＣｏ 八竜神
㈲古楓堂堀川印刷所 本町

■飲食・喫茶
ブラッスリー　ラ・セゾン 会津町
白十字食堂 愛宕町
湖畔亭 池下
㈲新駒本店 老久保
コメダ珈琲店　ベイシア白河店 老久保
そば処　大福家 大手町
カフェド・タントゥ 大手町
あずま食堂 鬼越
かこい食堂 鬼越
えきかふぇ SHIRAKAWA 郭内
アビラ 郭内
ドトールコーヒーショップ白河店 北中川原
魔法のランプ 五郎窪
Lamp　Cafe 五郎窪
そば処　丸八 昭和町
赤から白河店 昭和町
デニーズ白河昭和町店 昭和町
㈱焼肉　天心 新白河
焼肉　牛楽 新白河
琉球ダイニング　ゆがふ 中町
お食事処　四季彩　柔 中町
㈲グリル銀座 中町
日本料理　楓 中町
回転寿司八千代 東小丸山
藤駒本店 本町
コミュニティカフェ　EMANON 本町
㈲吉田屋 本町北裏

■楽器・音楽 ･スポーツ用品
村上スポーツ店㈱ 転坂
ゴトー楽器サービス 白井掛下
スーパースポーツゼビオメガステージ白河店 新高山

《白河地域》
■お菓子・パン等

大谷菓子店 旭町
御菓子司えんどう 老久保
市川パン　㈱市川 鬼越
伊兵衛屋 桜町
米つぶ 桜町
㈲鈴木松月堂 昭和町
富喜堂製菓店 寺小路
御菓子司山木屋 天神町
㈱大黒屋 中町
野村屋 中町
冨士屋 年貢町
石倉煎餅店 年貢町
㈲菓子舗玉家 本町
㈱山田パン 本町

■ガソリン・石油・ガス
㈲益田商店 一番町
白河商事㈱　白河の関給油所 和尚壇山
白河商事㈱　ガス事業部 和尚壇山
白河商事㈱　配送センター 和尚壇山
白河商事㈱　白河中町給油所 中町
ヒトミ de ガス 昭和町
おぎわらや商店 昭和町
㈲白河自工 中田

■コンビニエンスストア
セブンイレブン白河バイパス店 女石
セブンイレブンしらさかの森スポーツ公園店 白坂
セブンイレブン白河関辺店 関辺
セブンイレブン白河実業高校前店 瀬戸原
ファミリーマート TSUTAYA 白河店 北中川原
ファミリーマート白河高山店 高山
ファミリーマート白河中田店 中田
ファミリーマート白河南湖店 東小丸山
ファミリーマート真船店 真舟
ローソン白河駅前店 大手町
ローソン新白河二丁目店 新白河
ミニストップ白河桜岡店 大
ミニストップ白河厚生病院前店 豊地
ララマルシェ 本町

■タクシー・旅行
㈱タビックスジャパン白河支店 新白河
白河観光交通㈱ 中山南

■時計・眼鏡・貴金属
弐萬圓堂　白河店 老久保
CoCo Shinwa 老久保
㈲フジ・コンタクト 大手町
和光メガネ　白河本店 新白河
パリミキ白河店 道場小路
メガネの真和 中町

■電機製品・通信機器
㈱コジマ　NEW 白河店 北真舟
ケーズデンキ白河店 転坂
ドコモショップ新白河店 新白河
㈱ヤマダ電機　テックランド　白河店 新高山
㈱でんき館森無線 立石

■飲食料品・米穀・酒類
㈲いせや君島商店 一番町
自家焙煎珈琲屋　ラヴェンナ 薄葉
白河そば工場 大手町
根田醤油㈴ 萱根根田
己野屋 久田野
本間商店 桜町
㈱菊忠 新白河

プレミアム付商品券は、この一覧に掲載されている加盟店に加えて、右の「取扱加盟店」のポスター掲示がある事業所においてお使いいただけます。（業種別　順不同）
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㈱やまや白河店 新高山
㈲有賀酒店 大工町
角屋米店 田町
大島屋蒟蒻店 天神町
㈱ますみや 中山下
益子酒店 二番町
千駒酒造㈱ 年貢町
渡辺魚店 向新蔵
㈲Ｍ . Ｄ .とみやま 本町北裏
ＪＡ夢みなみファーマーズマーケットり菜あん 弥次郎窪
下山田魚店 横町
㈲松山米店 横町
アルベルワイン 横町

■家具・食器・じゅう器・雑貨
㈱緑川産業 明戸
㈲家具のくろす 一番町
シャンブル白河モール店 老久保
レースの店Ｎ . Ｒ. 郭内
㈱ニトリ白河店 北真舟
まつおか手芸店桜町店 桜町
まつおか手芸店中町店 中町
オフハウス新白河店 高山
ひしや 天神町
ヤング・オーレ 本町
とみか屋 本町

■花・鉢物
花ようび 新白河
㈲フラワーショップいくた 葉ノ木平

■冠婚葬祭
㈱あおき 大工町

■建築・設備関係
㈲髙村建創 旭町
㈱佐藤春洋商店 郭内
住設機器　銀鈴 金屋町
㈲西牧設備工業所 合戦坂
くつかけ設備 大

■自動車・オートバイ・自転車・カー用品・整備
㈱ホンダカーズ東白川　南湖公園店 池下向山
㈱オートアールズ白河モール店 老久保
タイヤ館白河 和尚壇
笹川輪業商会 金屋町
古川車体工業㈱ 五番町川原
㈲寺山輪業商会 大
イエローハット白河店 立石
昭和輪業商会 天神町

■食品スーパー・総合スーパー
㈱ベイシア白河モール店 老久保
リオンドール白河西店 北真舟
リオンドール結城店 結城
㈱ヨークベニマル白河昭和町店 昭和町
㈱ヨークベニマル白河高山店 新高山
㈱ヨークベニマル白河横町店 横町
コープふくしま天神町店 天神町
業務スーパー白河店 東小丸山

■文具・事務用品・書籍・カメラ・写真
㈱昭和堂書店 愛宕町
カメラ＆スタジオ　オリオン 池下
のぐちフォート 大手町
MEDIA PARK MIDORI 白河店 北中川原
㈲エビナ 金鈴
㈱コウシン 新白河
スーパーブックス新白河店 新高山
TSUTAYA 白河立石店 立石
㈲ナルシマ 八竜神
夢工房 真舟
㈱大谷屋 本町
㈲シノザキ印房 本町

■理容・美容・洗濯・清掃
トータルケアクラブノンノン 明戸
ヘアーサロン　クラモチ 旭町
ワシオ理容所 円明寺
HAIR space CLIP 影鬼越
理容　大塩 桜町
㈱セルクルあひるの洗たく屋さんヨークベニマル昭和町店 昭和町
㈱セルクルあひるの洗たく屋さん白河中山南店 中山南
㈲すずきクリーニング本町店 郭内
㈲すずきクリーニング新白河店 新白河
㈲すずきクリーニング新高山工房店 新高山
大河内トコヤ 関辺
ヘアースタジオ　M 田島
鈴木美容院 田町
カット＆パーマ　くまがい 中町
長田理美容院 年貢町
長田理美容院厚生病院店 豊地
いずみ美容室 袋町
美容室 Blue Moon 結城
Mogmo　Tree 結城

《表郷地域》
■お菓子・パン等

パン工房ＹＯＳＨＩＤＡ 金山
鈴木菓子店 八幡

■ホームセンター・農業
㈲ホームプラザつのだや 金山
東西しらかわ農業協同組合　中部営農センター 金山

■衣料品・呉服・寝具・靴
穂積商店 金山
あらい 金山
佐藤呉服店 梁森
やなもりわたや 梁森

■医療品・化粧品・医療
ツルハドラッグ白河表郷店 金山

■飲食・喫茶
割烹　若竹 社田
ファミリーレストランまつがみ 番沢

■飲食料品・米穀・酒類・仕出し
ほづみ麹店 番沢
ビーライフうおいち 金山

なすや商店 金山
緑川酒魚店 下羽原

■建築・設備工事
沼田畳店 金山

■自動車・オートバイ・自転車・カー用品・整備
近藤輪店 金山

■文具・事務用品・書籍
㈲ふじたや 金山

■理容・美容・洗濯・清掃
みどりかわ理容所 金山

■新聞
㈲鈴木新聞店 金山

■ガソリン・石油・ガス
白河商事㈱表郷給油所 金山
JA東西しらかわ表郷給油所 金山

《大信地域》
■ガソリン・石油・ガス

㈲矢吹商店　大信給油所 増見

■コンビニエンスストア
セブンイレブン大信増見店 増見
ローソン白河大信町屋店 町屋

■レジャー施設・宿泊施設
白河ゴルフ倶楽部 隈戸

■衣料品・呉服・寝具・靴
港屋 町屋

■医療品・化粧品・医療
はあとケア福祉環境相談所 下小屋
ツルハドラッグ白河大信店 町屋

■飲食料品・米穀・酒類・仕出し
つるや商店 隈戸
添田商店 下小屋
肉の滝沢 増見
㈲肉の秋元本店 増見

■建築・設備工事
大須賀電気商会 下小屋

■自動車・整備
㈱須藤自工　大信営業所 増見

■贈答品・土産物
白河市大信地域市民交流センター　ひじりん館 増見

■農業資材
㈲鈴直商店 増見

《東地域》
■お菓子・パン等

坂本屋総本店 釜子
菓子処いなりや 釜子
田園菓子工房　こんない 深仁井田

■ガソリン・石油・ガス
㈲矢吹商店 釜子
フジショウ藤田商店 下野出島
小松商店 深仁井田
㈲南條商店 深仁井田

■コンビニエンスストア
ヤマザキショップ　㈲綿屋商店 下野出島
セブンイレブン白河東釜子店 釜子
ファミリーマート白河東店 深仁井田

■タクシー・旅行
全国旅行センター　白河営業所 釜子

■レジャー施設・宿泊施設
㈱ひがし振興公社 釜子

■衣料品・呉服・寝具・靴
㈱アーバン 釜子
おしゃれの店　しおだ 深仁井田

■医療品・化粧品・医療
ベル薬局 深仁井田
ツルハドラッグ白河東店 釜子

■飲食・喫茶
菊正食堂 釜子
日の丸亭　東店 深仁井田

■飲食料品・米穀・酒類・仕出し
熊谷酒店 釜子
鈴木糀店 深仁井田
東産直の会企業組合 釜子
㈲山口こうじ店 釜子

■建築・設備工事
㈲県南熱工業 蕪内

■食品スーパー・総合スーパー
㈱エコス　TAIRAYA 白河東店 深仁井田

■農機具
鈴木農機店 上野出島

■自動車学校
㈱県南自動車学校 釜子

■ホームセンター
㈱コメリハード＆グリーン東店 釜子

お問合せ先：白河市内商工会議所・商工会連絡協議会（白河商工会議所内　tel：23-3101）


