
岩手町プレミアム商品券取扱店一覧表 （商品券使用有効期間　令和４年８月１日～令和５年１月３１日まで） 2022/8/19

上沼宮内地区 下沼宮内地区
一條米穀店 米穀、灯油等 62-2344 ＭＳＰマルトミ スポーツ用品、学生衣料 62-5000

㈱イトウ 農業機械、除雪機、草刈機等 62-2380 ㈲久保良商店 農業用資材、燃料、新聞 62-2228

岩手葬祭 葬儀、仏壇、仏具、供物 62-5114 配達弁当ささき 日替弁当、焼肉弁当、かつ丼　等 62-6266

大番食堂 飲食 62-2398 さわやかクリニック 医療、福祉サービス 62-2043

大森商店 味噌、納豆、麹 62-2275 ファミリーマート岩手沼宮内バイパス店 食品、酒等 61-1205

小川酒店 酒類 62-2340 ジョイス沼宮内店 食料品 61-1155

蔵御膳らく丸 飲食 62-5325 瀨川モータース㈲ 自動車販売、整備 62-2205

小島米穀店 米穀、灯油 62-2235 セヨシサイクル 自転車、ｵｰﾄﾊﾞｲ販売、修理 62-2557

小銭すし沼宮内店 寿司 62-5105 杣燃料店 ＬＰｶﾞｽ、灯油、住設機器、消火器 62-2413

ごはん屋美庵 弁当、飲食 62-2309 ㈲髙橋商店 ｶﾞｿﾘﾝ、軽油、灯油、ｶﾞｽ機器 62-2227

佐藤精肉店 精肉、肉製品一般 62-2416 業務スーパー沼宮内店 食品、酒 61-1300

㈲システムナレッジ ﾊﾟｿｺﾝ、プリンタ、ソフト、複合機 61-2143 グールマン パン 62-6705

志田生花店 生花、種、苗等 62-2272 ベルプラス沼宮内店 食料品 62-3011

スーパーふじきん 食品・日用品・生鮮食品 62-2322 ホームセンターかんぶん岩手町店 園芸用品、衣料、日用品・他 62-1121

鈴木農機㈱沼宮内営業所 農機具・販売修理 62-2170 おしゃれ洋品　マルナカ 紳士・婦人衣料 62-3540
㈲外山商店コスモ石油沼宮内給油所 ｶﾞｿﾘﾝ等 62-2803 美容室　毬 美容 62-2080

㈲外山商店プロパンガス事業所 ｶﾞｽ器具等 62-2439 道の駅石神の丘　産直施設 野菜、土産 61-1600
㈲外山商店ローソン沼宮内バイパス店 食料品等 62-1381 プラザあい2Ｆ物産コーナー 土産 61-1080

高与商店 文具・くすり・化粧品 62-2553 道の駅　レストラン石神の丘 飲食 61-1602

豊巻電機 家電一般 62-2430 ㈱ライブショップメイト 薬、家電他 62-2357

㈲中居建設 新築、リフォーム、水道工事等 62-3814 理容かわもと 理容 62-3473

㈲中野屋 洋品、肌着、くつ下、靴、布、袋類他 62-2082 理容サトウ 理容 62-3806

鍋倉洋品店 洋品、雑貨、靴 62-2543 レストラン・ルピナ 飲食 62-5057

㈱肉のふがね　本店 精肉、ホルモン等 62-2403 ㈲白畑葬儀仏具店 仏壇、仏具 62-2640

西田商店 やきだんご、供養まんじゅう 62-2224 薬王堂岩手沼宮内店 ドラッグ、衛生用品、日用品、食品、酒 62-1777

白寿柴田酒店 酒類、食品 62-2231 外山クリーニング商会 クリーニング 62-2034

㈱八戸建設 建築、ﾘﾌｫｰﾑ、土木、建材販売 62-3332 ベスト電器いわて沼宮内店 家庭電化製品、衣料品、肥料61-3105

㈲文化堂 書籍、雑誌、文具等 62-2706 ローソン岩手江刈内店 食料品等 62-2968

ブングランドふじさわ 文具、事務用品 62-2385 呑み喰い処　勘兵衛 飲食 68-7900

㈲松森工務店 住宅新築、リフォーム等 62-2173 旅館笹相 旅館、飲食 62-2816

㈲丸髙産業 建材等販売 62-2531 IGRいわて銀河鉄道㈱　いわて沼宮内駅 乗車券、オリジナルグッズ 62-4744

㈲丸中 菓子製造販売 62-2427 キッチン＆カフェ　BERRY 飲食 62-3777

マルユウ 衣料品 62-2253 ㈱共栄薬品沼宮内営業所 医薬品、健康食品 62-4471

道合時計店 時計、ﾒｶﾞﾈ 62-2366 川口地区
いさむや 衣料等 62-2302 葵美容室 美容 65-2002

㈲八百與 生花、生果 62-2811 ㈲岩手小型機械 農林業・建設用機械販売、修理、レンタル 65-2658

ユキ美容室 美容業 62-4176 ㈲おしゃれプラザさとう 文具、化粧品、雑貨 65-2021

理容タムラ 理容 62-4636 川口自動車整備工場 自動車整備 65-2334

マンガ館ヴィラ㈲ワイ・アンド・ワイ 飲食 62-2468 かわぐち洋品店 洋品、学生衣料 65-2072

㈱サンデーホームマート沼宮内店 園芸用品、ＤＩＹ用品、日用雑貨等 61-1271 靴のさとう 靴 65-2055

㈲沼宮内タクシー タクシー業 62-2233 シラカバ機械 小型機械販売、修理 65-3122

医療法人徳政堂　佐渡医院 一般診療 62-3211 瀬川魚店（からふと） 鮮魚、食料品等 65-2052

㈲ヤスミ 肥料、灯油 62-2310 滝本青果 食料品、日用品、他 65-2616

山形自動車鈑金塗装 自動車修理、自動車用品販売 62-3832 立花酒店 酒類 65-2018

いわて総合動物病院 動物医療、処方食　等 62-1718 丹内自動車販売㈲ 自動車整備 65-2141

金澤石材店 吉相墓・仏石・墓地工事 62-2669 千葉米穀店 精米、米、雑穀、めん類 65-2019

クスリの菊屋 医薬品 62-2412 中沢クリーニング クリーニング 65-2403

一方井地区 ㈲四日市 米穀、食品、各種新聞、灯油等 65-2009

一方井自動車整備工場 自動車修理、販売 62-4026 ラーメンたけちゃん 飲食 65-3211

岩手沼宮内カントリークラブ ゴルフ場 62-5511 ふとんの大沢 寝具、インテリア 65-2132

Ｍショップやませ 酒類、食料品、雑貨 62-2752 お食事処　たむら 飲食 65-2196

エリカ美容室 美容 62-4513 ファミリーマート岩手川口バイパス店 食品、日用品等 65-2685
㈱宮崎商店　一方井サービスステーション 石油類、ＬＰｶﾞｽ他 62-2085 ㈱肉のふがね　川口店 精肉、加工品等 68-7383

村木酒店 酒類、食料品 62-2603 IGRいわて銀河鉄道㈱　岩手川口駅 乗車券、オリジナルグッズ ―
ローズランドカントリークラブ ゴルフ場 62-6221 川原新田ドライブイン 飲食 62-2534

㈲土川そば 蕎麦 62-4763 平賀モーター 自動車整備 65-2656

㈲岩手自動車工業 自動車整備、販売 62-3553 てつや 飲食 65-2051

㈲田村水道 水道工事　等 62-3107 カイロプラクティック・オフィスまつばら カイロプラクティック 65-2336

野原の床屋 理容 62-1885 南北山形地区
御堂地区 佐藤鶴治商店 酒類、塩、食料品 62-9424

府金酒店 酒類、その他 62-8541 山中酒店 酒類、食料品、日用品 62-9111

府金商店㈱御堂給油所 ｶﾞｿﾘﾝ、軽油、灯油、ﾀｲﾔ・カー用品 62-8440

㈲森子建設 一般住宅、土木、住器等 62-8355

IGRいわて銀河鉄道㈱　御堂駅 乗車券 ―


