
事  業  所  名 所  在  地 電   話

事  業  所  名 所  在  地 電   話 ライトフェアリー 若柳字川北我門57 32-3664

アネックスホテルアベ 若柳字川南堤通24-3 32-7411 理容美容サロン ニッタ 若柳字川北片町11-1 32-3384

阿部旅館 若柳字川南南町40 32-2303 ローズ美容室 若柳字川北中町28 32-3247

石川写真館 若柳字川北元町3 32-2095 ロダン理容室 若柳字川北欠20-4 32-3643

伊東呉服店 若柳字川北中町22 32-3077 ㈲若柳観光タクシー 若柳字川北欠24-1 32-2033

稲辺魚店 若柳字川北古川12-10 32-2558 若柳地織 はたや 若柳字川北塚ノ越12 32-3087

癒し空間 和 若柳字川北古川13-5 080-6001-8001 ㈲若柳自動車整備 若柳字川南道伝前7-1 32-2024

岩渕ふとん店 若柳字川北塚ノ根4-3 32-3197 ㈲わか柳葬祭 若柳字川南堤通20-5 32-3275

エルモ美容室 若柳字川北南砂押33-1 32-4653 若柳卓球センター 若柳字川南堤通2-4 32-3233

エンドー時計店 若柳字川北片町26 32-2554 ㈲若柳中央タクシー 若柳字川南堤通3-25 32-2145

お菓子の店すがわら 若柳字川北中町72-4 32-3887 わかやなぎ農産物直売所くりでん 若柳字川北塚ノ根27-1 32-7707

岡本輪業商会 若柳字川北新町57-1 32-3090 和久商店 若柳字川南道伝前42-1 32-3270

㈱おてんとさん 若柳店 若柳字川南南大通24-1 32-6650 アクセスラーメンショップ 若柳字福岡谷地畑浦5-1 32-7850

小野文商工㈱ 若柳字川南南大通14-3 32-2567 荒浜屋 若柳字川南南大通13-1 32-3035

加藤理容所 若柳字川北新町8 32-2233 割烹 千鳥 若柳字川南南大通8-5 32-3075

㈲かのてい電機 若柳字川北中町14 32-2162 カフェ・コロポックル 若柳字上畑岡原20-6 24-7975

髪SUKE 若柳字大林町裏126 32-2418 カフェミール・ココ 若柳字川北古川83 総合文化センター ドリームパル内 24-7997

カンナ 若柳字川南南大通14-10 32-2388 カラオケホール うた和い 若柳字川南八木141-2 32-6710

㈱菅野硝子 若柳字川北欠23-3 32-5511 銀座ホルモン 若柳字川北中町65-4 32-2170

㈱栗っこライフサービス アクセス若柳SS 若柳字福岡小谷町浦182 32-6715 ケーキ＆ランチハウス ササキ 若柳字川南南大通15-21 32-2179

㈱栗っこライフサービス 東部農機センター 若柳字大林東千刈59-1 32-4002 凰華 若柳字川南南大通14-15 32-3394

㈱栗っこライフサービス 畑岡給油所 若柳字上畑岡新かけ下529 － サロン・ド・テ・クリハラ 若柳字川北大袋前16-1 32-3916

けづりこや 若柳字川北新町6 32-3262 三陸食堂 若柳字川北新町72 32-2510

㈲後藤技研 若柳字川北並柳5-6 32-6497 地酒と肴 酔処（よいしょ） いちの家 若柳字川北片町1-5 ディックビル1F 32-3939

小松屋 若柳字川北新町41 32-2542 旬な酒場 㐂もと 若柳字川北東若柳42 32-6930

今辰 若柳字川北中町46 32-3155 スナック 月虹 若柳字川北片町1-5 ディックビル2F 24-8754

㈱ササエイ薬局 若柳字川北新町16 32-2021 スナック ルパン 若柳字川北元町32-3 32-6563

㈲佐々木自動車 若柳字川南堤通19-13 32-4206 スナック来璃歩（クリープ） 若柳字川北我門1-5 090-4635-5177

佐精商店 若柳上畑岡新米ケ浦前94 33-2612 ダーツハウス AERZ 若柳字川北中町25 25-4778

佐長商店 若柳字川北新町26-1 32-2195 たこ焼きバー　たこふく 若柳字川北元町2-3 24-8806

㈲サトー金物 若柳字川北古川12-11 32-3106 テイクアウト専門店　なんだりかんだり 若柳字川北東若柳22 －

サラダ館 若柳店 若柳字川北原田28-20 32-2601 手打蕎麦 あべちゅう 若柳字川南南大通18-10 32-2373

サロン・ド・チャーム 若柳字大林堰合92 32-7171 照寿し 若柳字川北原畑73-1 32-4222

三栄商店 若柳字川北橋元49 32-2093 とんかつ雅 若柳字川南子々松213 32-5285

C´z hair（シーズヘアー） 若柳字川北古川140-1 32-6281 ナイトラウンジ　ルナージュ 若柳字川北東若柳22 24-7714

シナリー化粧品 若柳字川北中町40-1 2F 24-8180 BAR麦笛 若柳字川南袋163-1 080-6057-3990

若 柴野製麺 若柳字川北新町18 32-2049 はさま会館 若柳字川南南大通14-7 32-6789

粧苑くれえる 若柳字川北元町59-1 32-2381 話し処「きままや」 若柳字川北新町裏250 090-2997-4465

志んこ屋 若柳字川南堤通2-18 32-2218 パルロワール 若柳字川南堤通3-30 32-6408

菅貞製畳㈲ 若柳字福岡原畑38 32-4983 満寿鮨 若柳字川南南大通7-12 32-4979

菅原勉魚店 若柳字川南南町2 32-2378 松井そば屋 若柳字川南南大通15-20 32-2551

菅原鋸店 若柳字川南道伝前27-8 32-2214 やきとり居酒屋 ゆう助 若柳字川北我門3-7 24-7299

鈴木貴金属店 若柳字川北片町84 32-3094 やきとりや 若柳字川南南大通21-7 32-3187

スズキショップ築館・スズキショップ若柳 若柳字福岡原畑7-4 32-6222 ゆき寿司 若柳字川南南大通7-2 32-4392

スター理容所 若柳字川北中町40-1 32-2063 ら～めん 亘理 若柳字川北東若柳222 080-3333-7034

セブンイレブン 若柳新堤下店 若柳字川南堤通15-10 32-7055

仙台牛お肉やさん ミート＆デリカ 丸長 若柳字川北新町42 32-2217 事  業  所  名 所  在  地 電   話

創作きもの 中嶋屋 若柳字川北新町28 32-2088 あぐりっこ金成 金成藤渡戸原田15-1 44-2500

相馬輪業 若柳店 若柳字川北塚ノ根8-3 32-3944 あさひや 金成沢辺木戸口61-4 42-2207

大衆写真館 若柳字川北原畑4 32-3258 ㈲岩 栄 金成中町94 42-1211

タイヤ・パーツ　ヨシムラ 若柳字大林西千刈33-16 35-3530 エスイズム 金成片馬合沖61-3 43-1015

タイヤショップ ゴリラ 若柳字川北十文字1-1 080-4252-1786 金成温泉 金成延年閣 金成三沢32 42-1121

㈱髙源 若柳字川北新町19 32-3360 カミ美容室 金成上町5 42-1781

高庄釣具店 若柳字川南南大通14-16 32-2563 ㈱金成自動車工業 金成沢辺木戸口61-6 42-1456

タカトクスポーツ 若柳川北元町5 32-3185 源氏蛍せんべい 金成沢辺新往還下25 42-1350

瀧川蒲鉾店 若柳字川北片町69-1 32-2184 金野精肉店 金成沢辺木戸口5-3 42-1302

たけや靴店 若柳字川南堤通11-7 32-2270 サトウデンキ 金成沢辺町3 42-1210

㈲只見工業所 若柳字川北片町54 32-3356 ㈱沢辺 佐藤新聞店 金成沢辺町190-2 42-1233

㈲千葉整備 若柳字川北東若柳108 32-2416 サンゴクデンキ 金成片馬合手柄144 44-3591

㈱朝野堂 若柳字川北中町48 32-2528 白鳥酒店 金成日向7-1 42-1489

釣具・雑貨 大野商店 若柳字川南南大通14-23 32-2287 ㈲成新ハウス 金成沢辺町157 42-3065

トータルファッション吉村 若柳字川北新町27 32-2492 セブンイレブン 栗原金成片馬合店 金成片馬合佐野原83-2 44-2220

ドライクリーニング鈴木 若柳字川北埣柳6-13 32-4337 早輪自転車商会 金成沢辺町31 42-2404

中庄商店・みえこの部屋 若柳字川南南町22 32-6186 高辰魚店 金成上町西裏61 42-1026

㈲中新自動車 若柳字川北新町89-2 32-3345 タカハシ印刷 金成大原木平地80 42-1304

ななほし薬局 若柳字川北中町18 24-7704 直売所 菜愛の駅 金成中町13 42-1009

新山表具内装店 若柳字川南上堤285-5 32-3931 つくしんぼ美容室 金成沢辺宇南30 42-1437

沼倉商店 若柳武鎗字町舘287 32-2371 萩野酒造㈱ 金成有壁新町52 44-2214

沼倉輪業 若柳字川南南大通15-25 32-2164 百年きもの 久我 金成沢辺町162 42-1044

美容室 Giselle.hair garden 若柳字川南堤通11-6 35-1377 美容室　すがわら 金成梨崎南沢6-1 42-2185

美容室Rfranc 若柳字川南南大通8-6 32-6654 ふるクリ機構（栗原産仙台牛の販売） 金成沢辺神林117 42-2572

ファッションプラザ ダイワ 若柳字川南南町27 32-3326 ヘアスタジオ スズキ 金成中町111 42-1247

福原商店 若柳字川北塚ノ根17-7 32-2108 北海道屋商店 金成有壁上原前2-11 44-2009

藤沢仏具店 若柳字川南南大通15-17 32-5228 増森屋石油㈲ 金成沢辺前門沢141-1 42-1005

富士防水クリーニング 本店 若柳字川南堤通11-3 32-7455 ミズホ楽器 金成上町14 42-1556

㈱フラワープロデュース 若柳字川南堤通11-1 32-6211 理容カトウ 金成沢辺町150 42-1325

フローラル・小田生花店 若柳字川北欠27-2 32-2717 ありま館 金成有壁新町3-1 44-2880

ヘアーサロン ソレイユ 若柳字川南堤通3-29 32-2842 居酒屋 一歩亭 金成沢辺新往還下1-1 42-2191

ヘアメイク アミュース 若柳字川北元町3 32-6680 カラオケあい 金成有壁館下30-7 44-3842

㈱紅屋 若柳字川南南大通15-18 32-2479 ごはんや Zucca 金成大原木袖山222 42-1943

㈲ホンダセンター若柳 若柳字川南南大通21-4 32-6453 十割そばの店 そば処本陣 金成有壁新町24 44-2932

㈱本多薬局 若柳字川北片町84-1 32-2309 食事処 雲龍堂 金成入生田10-1 42-1450

㈲松野屋家具店 若柳字川北元町52-1 32-2075 食事処 むらかみ 金成干谷沢21-2 42-3788

三浦商会 若柳字川北原畑26-10 32-4908 スナック夢 金成入生田8-2 42-3225

㈲ミズホ工業 若柳字川南堤通17-6 35-3633 清華 金成沢辺木戸口59-1 42-1250

宮城福祉タクシーゆず 若柳字川北大巻143 24-7255 千成寿司 金成沢辺新往還下14 42-1252

ムサシヤ電気商会 若柳字川北中町75-1 32-6348 ドライブインなかはら 金成片馬合佐野原75-1 44-2824

㈲明治牛乳若柳宅配センター 工藤牛乳店 若柳字川北欠42-3 32-2377 とんかつ屋金太郎 本店 金成有壁下大沢田12-7 44-3011

めいぷる洋菓子店 若柳字川南堤通10-8 32-4722 とんかつ屋金太郎 金成イオン店 金成小迫荒崎22 42-2612

モードサロン ますもり 若柳字川北中町7-1 32-2157 麺屋結う 金成沢辺前門沢141-8 24-7431

ヤマザキショップ及川・オイシン 若柳字川北新町22 32-2068 木香珈琲 金成沢辺内畑84-1 080-4510-4025

よもぎたパン 若柳字川北片町32 32-2207 龍天鴻 金成上町東裏27-1 42-1136

地元商店応援スタンプラリー加盟店 ※本事業加盟店は、第３弾地元商店等応援１０割増商品券加盟店で、
　　若柳金成商工会員（大型店を除く）となっております。

【若　柳　地　区】

【金　成　地　区】　


