
■：A券のみ利用可能店舗 ■：商品券のチャージ可能店舗

店舗名 業種 郵便番号 住所 地区名 チャージ

寿司正 寿司 999-3716 東根市大字蟹沢1177 小田島地区 可

つんつるてん うどん　すきやき　一品料理 999-3776 東根市大字羽入2349-1 大富地区 可

ＭＯＲＩ 化粧品・学校用品 999-3710 東根市小林1-1-12 東根地区 可

衣料のくめや 繊維製品販売 999-3784 東根市本町4-30 東根地区 可

インド料理　東北スターラ 【飲食店】カレー・ナン 999-3711 東根市中央1-6-10 東根地区 可

おしゃれパーク　ヤマモト 衣料小売業（婦人紳士衣料、肌着、寝具） 999-3784 東根市本町3-17 東根地区 可

カットハウス・タキ 理容業 999-3705 東根市宮崎1-4-16 東根地区 可

ギフトプラザなべや 小売業（家庭用品、ギフト、灯油、ガス） 999-3784 東根市本町3-26 東根地区 可

後藤青果くだものえき 果物、ジュース、ジャム、お茶 999-3705 東根市宮崎3-10-3 東根地区 不可

寿松本舗　松扇堂 菓子製造業 999-3783 東根市本丸南1丁目12-29 東根地区 可

有限会社　神町食品 小売業（生そば、中華そば、麦切、豆腐等） 999-3763 東根市神町中央一丁目12番6号 神町地区 可

スナック　Carry スナック 999-3764 東根市神町東3丁目8-27　ロータスタウンC 神町地区 可

つるよしそば
飲食業（そば、もち、ラーメン等）、麺製品販
売

999-3716 東根市大字蟹沢2201-3 東根地区 可

ひまわりdeソレイユ 理容 999-3762 東根市神町北五丁目1-1 神町地区 可

株式会社　松栗 果物 999-3776 東根市大字羽入2028-1 大富地区 可

有限会社　大江一二商店
燃料小売業（ガソリン、軽油、灯油、LPガス）
等

999-3724 東根市大字関山41-1 高崎地区 不可

コーヒー屋おおもり
飲食業（コーヒーやスパゲッティ、ご飯類な
ど）

999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-4-1 東根地区 可

佐藤錦 食品、惣菜、仕出し弁当、酒等 999-3706 東根市三日町2-1-24 東根地区 可

しま美容室 美容業（美容一般） 999-3762 東根市神町北2丁目18-30 神町地区 可

ZERO STYLE 理容業 999-3711 東根市中央2丁目18-19 東根地区 可

株式会社田村食品 食品加工 999-3717 東根市一本木7057-170 東根地区 不可

ペコリーノ　スペリオーレ 飲食業（イタリアンレストラン） 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2丁目7-19 東根地区 不可

松田牛肉店 食肉販売 999-3706 東根市三日町3-1-6 東根地区 可

杜のCAFÉ
CAFÉメニュー、そば粉のガレット、麩レンチ
トースト

999-3782 東根市本丸東3-1　東の杜内 東根地区 不可

理容サイトウ 理容業 999-3707 東根市新田町2丁目2-29 東根地区 可

味屋　どん 飲食業（定食、居酒屋） 999-3717 東根市一本木一丁目5-24 東根地区 不可

有限会社安達自動車 自動車整備業（自動車に関わる物） 999-3716 東根市大字蟹沢485-1 小田島地区 可

伊勢畳店 畳製造販売業 999-3719 東根市中央西6-18 東根地区 不可

オイッティ　マルシャン 飲食店（カフェ、イタリアン） 999-3730 東根市中央南1-7-3　まなびあテラス内 東根地区 不可

コーヒーハウスドリップ 【飲食店】洋食・カフェ 999-3717 東根市一本木1-2-10 東根地区 可

酒想空間　和らじ 飲食店（酒・料理全般） 999-3702 東根市温泉町1丁目7-5 東根地区 可

たまごダイニング　TRIANGLE オムライス、パスタ 999-3702 東根市温泉町2丁目10-24 東根地区 不可

有限会社　東陽自動車 自動車販売、整備 999-3702 東根市温泉町3丁目6-5 東根地区 可

肉の工藤 食肉販売業 999-3714 東根市大林1丁目1番27号 東根地区 可

美容室　幹 美容業 999-3719 東根市中央西6-18 東根地区 可

深瀬商店 【小売店】米、燃料、農材 999-3783 東根市本丸南3-1-10 東根地区 可

やきとり鳥豚 各種やきとり 999-3764 東根市神町東3丁目7-3 神町地区 不可

よってけポポラ 果物、野菜、加工品 999-3729 東根市中央東3丁目7-16 東根地区 不可

味の店　わらべ 飲食店 999-3765 東根市神町南一丁目12-1 神町地区 不可

加盟店一覧



居酒屋わ　神町店 食品 999-3763 東根市神町中央2丁目6-28 神町地区 不可

居酒屋　わ　本店 【飲食店】居酒屋・クラブ・スナック 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2-5-20 東根地区 不可

石山商店 小売業（鮮魚販売酒類食料品） 999-3716 東根市大字蟹沢75 小田島地区 可

カットハウス　髪ひこうき 理容店 999-3770 東根市柏原二丁目2-23 大富地区 可

韓国食堂シムトー 飲食店（韓国料理） 999-3763 東根市神町中央1丁目3-12 神町地区 不可

串カツ　つつむ 飲食店（串カツ店） 999-3776 東根市大字羽入1953番1-2 大富地区 可

光洋印刷東根工場 印刷業 999-3702 東根市温泉町3丁目12-25-1 東根地区 不可

関商店 燃料小売業（石油・ガス・ウォーター） 999-3745 東根市板垣中通り1号 神町地区 可

株式会社　高嶋自動車 サービス業（自動車修理、新車、中古車） 999-3705 東根市宮崎三丁目10番16号 東根地区 可

肉の圡田 食肉販売（山形牛、総菜等） 999-3763 東根市神町中央一丁目11-6 神町地区 不可

保科美容室 美容業 999-3771 東根市大字長瀞4794-15 長瀞地区 不可

まつむら商店　東根店 【飲食店】からあげ 999-3710 東根市小林1-2-38 東根地区 不可

メガネ・時計・補聴器　タカハシ 小売業（メガネ、時計、補聴器） 999-3711 東根市中央四丁目2番17号 東根地区 可

森谷鉄工所 小売業（農業機械） 999-3727 東根市大字野川1218番地の2 東郷地区 可

やきとり大吉東根店 飲食店 999-3712 東根市大森二丁目3-11-1 東根地区 可

山七鮮魚店 小売業（鮮魚） 999-3712 東根市大森2丁目4-30 東根地区 可

よくなる整体院東根 整体業 999-3714 東根市大林1丁目2-2 東根地区 可

有限会社天野電器 家電販売 999-3706 東根市三日町4-1-18 東根地区 可

居食家　実の房 飲食店（居酒屋） 999-3711 東根市中央2丁目3-30 東根地区 可

伊藤菓子店 和洋菓子 999-3775 東根市大字野田715-2 小田島地区 不可

伊藤商店 小売業（灯油、プロパンガス、米） 999-3787 東根市白水一丁目4-22 東根地区 可

牛若丸 飲食業（焼肉、ステーキ等） 999-3711 東根市中央2-11-5 東根地区 不可

株式会社大風印刷（東根営業所） 印刷物 999-3711 東根市中央2丁目1-5 東根地区 可

割烹　多茂登
割烹料理店（会席料理・松花堂弁当・うな重
等）

999-3702 東根市温泉町2丁目6-1 東根地区 可

酒と串かつのたぬき家 酒類一般小売、串かつ専門飲食店 999-3763 東根市神町中央2-8-5 神町地区 可

そばと酒　まるよし 飲食業 999-3730 東根市中央南2-7-10 東根地区 不可

ナイトイリュージョン魅衣 飲食業（アルコール類、つまみ） 999-3763 東根市神町中央2丁目6-25 神町地区 可

パパ＆ママ 飲食業（オムライス） 999-3716 東根市大字蟹沢1646-33 東根地区 可

ビアパブ市民快館 飲食業（居酒屋） 999-3763 東根市神町中央二丁目6-25 神町地区 可

ピザカルボ　東根中央店 ピザ、チキン、テイクアウト専門店 999-3711 東根市中央2-12-36 東根地区 可

ますや菓子店
菓子製造販売、稲花餅、笹ゆべし、まんじゅ
う

999-3784 東根市本町4-34 東根地区 不可

有限会社　三浦弥十郎商店 各種燃料、プロパン、酒類 999-3714 東根市大林2-2-27 東根地区 可

山下食堂 そば、らーめん、どんぶり 999-3702 東根市温泉町2-2-1 東根地区 不可

東だんご本舗 だんご、おこわ、もち 999-3702 東根市温泉町二丁目5-6 東根地区 可

うなぎ料理　大二館 旅館（宿泊業） 999-3702 東根市温泉町2-10-1 東根地区 不可

うろこや東根店 和洋菓子製造販売 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2丁目17-20 東根地区 可

太田自動車整備工場 自動車サービス業 999-3775 東根市大字野田365-3 小田島地区 可

海鮮丼家 飲食業（丼物、定食、仕出しパック料理等） 999-3777 東根市大字荷口字北野2348-25 大富地区 可

菓子工房ボンむらやま東根店 小売業（和・洋菓子販売） 999-3714 東根市大林二丁目2-5 東根地区 不可

すいっちこーひー 喫茶店 999-3711 東根市中央1-13-8 東根地区 可

株式会社　鈴商 農業資材 999-3716 東根市大字蟹沢字長谷1306 東根地区 可

そば処　東亭 そば、うどん、中華、麺類 999-3720 東根市さくらんぼ駅前一丁目7-19 東根地区 可

ド・リーテ　マルシャン パン製造 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2-1-28 東根地区 不可



ナイトパブ蘭 飲食業 999-3765 東根市神町南1丁目1-3-7 神町地区 可

共和自動車有限会社バイクスポーツキッ
ド

自転車販売・修理 999-3783 東根市本丸南三丁目2-26 東根地区 可

ブティッククラス 小売業（婦人服） 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-4-5 東根地区 可

ヘアーサロンエミ 理容業 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2-12-17 東根地区 可

マルシン食堂・森永牛乳大富販売所 飲食店（丼類・麺類）、乳類販売 999-3776 東根市大字羽入2799 大富地区 可

みどりや 小売業（模型、婦人服） 999-3784 東根市本町5-20 東根地区 可

麺`ｓきっちん 飲食業（らーめん店） 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-9-2 東根地区 可

ラーメン多津味 飲食業（ラーメン） 999-3785 東根市本丸西四丁目1-31 東根地区 可

青山商店 LPガス　灯油　雑貨 999-3709 東根市六田2-6-22 東根地区 不可

居食ダイニング　楽や 居酒屋（刺身、焼物、揚物、ピザ、サラダ他） 999-3702 東根市温泉町一丁目10番3号 東根地区 可

梅菓子本舗　松野屋 菓子 999-3717 東根市一本木1丁目2-20 東根地区 可

奥山製麩所 焼麩・なま麩・麩惣菜製造、販売 999-3709 東根市六田二丁目5番24号 東根地区 可

菓子工房ほていや 和・洋菓子 999-3764 東根市神町東二丁目1-10 神町地区 可

キッチンまごころ 宅配弁当 999-3712 東根市大森2丁目3-11 東根地区 不可

KEYAKI SEWWTS&BAKERY ベーカリー製造販売　パン・洋菓子等 999-3701 東根市大字東根甲6089 東根地区 不可

壽屋　寿香蔵 漬物・地酒 999-3784 東根市本町6-36 東根地区 不可

紳士服のコナカ東根店 洋服店(メンズ・レディス衣料） 999-3730 東根市中央南2-8-10 東根地区 不可

七兵衛そば　東根店 飲食店 999-3710 東根市小林1-4-7 東根地区 不可

すし屋の中川 飲食店（すし店） 999-3702 東根市温泉町1-1-7 東根地区 不可

石亭　小松 旅館業 999-3702 東根市温泉町二丁目11-1 東根地区 不可

そば酒房　じゅうご 飲食店（ビール、日本酒、刺身、そば） 999-3711 東根市中央二丁目9-3 東根地区 可

そば処大けやき 飲食業 999-3702 東根市温泉町2丁目11-12 東根地区 可

ソルテール東根店 貸衣裳業 999-3702 東根市温泉町3-8-50 東根地区 不可

有限会社　武田鮮魚店 飲食業　鮮魚店 999-3711 東根市中央5丁目1-43号 東根地区 可

つかさ理容室 理容業 999-3765 東根市神町南1-8-15 神町地区 可

天然石の店　ミネラル館フローライト 天然石販売 999-3720 東根市さくらんぼ駅前二丁目11-3 東根地区 可

肉そば　はくよう 飲食店、そば店 999-3723 東根市大字観音寺180-2 高崎地区 不可

BARBER　TETSUYA 理容業 999-3775 東根市大字野田953-5 小田島地区 不可

パブ長助 飲食業 999-3765 東根市神町南1-2-18 神町地区 不可

ビューティーサロン　キヨ 美容一般 999-3729 東根市中央東二丁目1-16 東根地区 可

ヘアーサロン　よしや 理容業 999-3718 東根市四ツ家1丁目1-26 東根地区 不可

HAIR　STUDIO　Funny Hm　ヘアスタジオ
ファニーヒム

美容室 999-3702 東根市温泉町2-7-2 東根地区 不可

松野屋本社直売店 菓子 999-3727 東根市大字野川1153-2 東郷地区 可

水戸美容室 美容一般化粧品 999-3706 東根市三日町3-2-16 東根地区 不可

モモヤ花店 生花小売店 999-3783 東根市本丸南一丁目8-7 東根地区 可

やきとり茂八 飲食店（居酒屋） 999-3706 東根市三日町4-1-32 東根地区 不可

やきとり与次郎 やきとり、酒類　飲食業 999-3718 東根市四ツ家1-1-18 東根地区 可

よねや菓子店 菓子製造小売 999-3763 東根市神町中央1-6-13 神町地区 可

赤ひげ　さくら家 飲食店（そば、居酒屋） 999-3762 東根市神町北1-2-12 神町地区 不可

味わい処　もと木 麺類　丼類　定食類 999-3765 東根市神町南1-7-5 神町地区 可

安達製菓
菓子製造（まんじゅう、どらやきなど和菓子
一般）

999-3727 東根市大字野川1446 東郷地区 不可

伊勢そば屋 そば 999-3775 東根市大字野田1779 小田島地区 可

N’S　BAKERY パン製造・販売 999-3762 東根市神町北1-2-12　NS 神町地区 不可



押野時計眼鏡店 時計、メガネ、宝石、貴金属販売 999-3764 東根市神町東1丁目17番27号 神町地区 不可

お食事処　やまでん 飲食店 999-3763 東根市神町中央1-10-1 神町地区 不可

かっぱ寿司さくらんぼ東根店 飲食店（寿司） 999-3720 東根市さくらんぼ駅前1-10-14 東根地区 不可

勘鳥居 飲食業　（ラーメン） 999-3764 東根市神町東1丁目18-10 神町地区 可

串処　BEN-ZAI-TEN 飲食業（居酒屋） 999-3763 東根市神町中央二丁目6-26 神町地区 不可

ケーズデンキ東根店 量販店（家電等） 999-3730 東根市中央南二丁目11-1 東根地区 不可

Shiny Magic 美容業（ヘアーエクステ、まつげエクステ） 999-3714 東根市大林一丁目2-2 東根地区 可

須藤写真館
写真館（証明写真、記念写真撮影、デジカメ
プリント等）

999-3702 東根市温泉町一丁目8番22号 東根地区 不可

スナック　トトロ 【飲食店】スナック 999-3711 東根市中央3-15-3-121 東根地区 可

鮮魚　いちき 小売業（魚等） 999-3706 東根市三日町4丁目1-38 東根地区 可

そば処　本丸東 飲食店（そば） 999-3782 東根市本丸東9-36 東根地区 可

株式会社タケダ自動車 自動車整備業 999-3701 東根市大字東根甲5976 東根地区 可

㈲武田商店 【小売店】お酒、米、ガス、灯油 999-3763 東根市神町中央2-9-21 神町地区 不可

中華レストラン玉家 飲食業 999-3716 東根市大字蟹沢1538-39 小田島地区 可

TSUTAYA東根店
小売業（CD,DVD、コミックのレンタル、販売
等）

999-3720 東根市さくらんぼ駅前2-16-25 東根地区 不可

Car Custom Shop T-Style 自動車販売業 999-3701 東根市大字東根甲5194-2 東根地区 可

ドラッグヤマザワ神町店
小売店（ドラッグストア　衣料品、化粧品、日
用品ほか）

999-3762 東根市神町北二丁目8-2 神町地区 可

鳥小屋きゅうべえ　東根中央店 【飲食店】テイクアウト店 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-9-9 東根地区 可

農家の店　トマト東根店 小売業（農業資材等） 999-3716 東根市大字蟹沢1873-1 小田島地区 不可

野川食肉食品センター東根店 小売業（食品） 999-3710 東根市小林1丁目2番35号 東根地区 不可

HAPPY  JACK  DINER 飲食店（ハンバーガー） 999-3781 東根市本丸北1-1-12 東根地区 不可

早川時計店 時計店（時計、メガネ、補聴器） 999-3763 東根市神町中央2-10-7 神町地区 可

原田酒店 酒類、食品販売 999-3783 東根市本丸南3-2-58 東根地区 可

東根グランドホテル ご宿泊プラン・ご法要プラン・日帰りプラン 999-3702 東根市温泉町1丁目8-1 東根地区 不可

ビューティーサロンohana サービス業（美容室） 999-3716 東根市大字蟹沢1587-8 小田島地区 可

平澤養鱒場 川魚養殖場・加工（ニジマス・イワナ） 999-3777 東根市大字荷口294 大富地区 可

文四郎麩 食品製造（焼麩、なま麩、ふ菓子） 999-3709 東根市六田2-2-20 東根地区 可

ボウル　モデルノ ボウリング場 999-3716 東根市大字蟹沢1797-2　セレーサモール内 小田島地区 可

松浦鮮魚店 鮮魚、野菜、仕出し料理 999-3765 東根市神町南1丁目2-39 神町地区 可

みなと食堂 飲食業 999-3706 東根市三日町3-1-8 東根地区 不可

山形屋魚店 魚小売 999-3763 東根市神町中央1-10-1 神町地区 不可

山交観光株式会社東根営業所 サービス業　旅行代理店業（旅行商品全般） 999-3711 東根市中央3丁目2-2 東根地区 可

(有)ゆうき薬局 薬局（医薬品、調剤、化粧品） 999-3720 東根市さくらんぼ駅前1-7-14 東根地区 可

よし田川別館 旅館業 999-3702 東根市温泉町1-14-8 東根地区 不可

らーめん喜の人 飲食業（ラーメン） 999-3776 東根市大字羽入2796-3 大富地区 不可

料理仕出し　青野 飲食店、小売（仕出し料理、海産物、酒類） 999-3771 東根市大字長瀞4794-18 長瀞地区 可

旅館さくら湯 旅館業 999-3702 東根市温泉町一丁目9-3 東根地区 不可

六歌仙倶楽部
小売業（日本酒・焼酎・リキュール等）、酒類
製造業

999-3702 東根市温泉町3丁目17番7号 東根地区 不可

和食　葉月 飲食業(日本料理） 999-3711 東根市中央4-1-22 東根地区 可

イエローハット東根中央店
小売業（タイヤ・アルミ・ドラレコ・バッテリー・
車検等）

999-3730 東根市中央南二丁目4-1 東根地区 可

伊勢商店 エルピーガス、灯油販売 999-3783 東根市本丸南三丁目2-12 東根地区 可

梅津電器 家電製品販売、修理 999-3771 東根市大字長瀞1119 長瀞地区 可

エアポートキッチン欅 【飲食店】そば・うどん・ラーメン・食堂 999-3776 東根市大字羽入字柏原新林3008　山形空港2F 大富地区 可



エコショップカーセンター東根
中古タイヤ、ホイール、カー用品販売、リサ
イクルエコバッグの販売

999-3717 東根市一本木一丁目5-28 東根地区 可

オオタ湯 公衆浴場業 999-3701 東根市大字東根甲4461 東根地区 可

おーばんさくらんぼ東根店 小売業（食品、日用品） 999-3711 東根市中央1丁目9番28号 東根地区 可

おーばん村山店 小売業（食品、日用品） 999-3702 東根市温泉町3丁目14-11 東根地区 可

奥山精肉店 精肉 999-3719 東根市中央西7-30 東根地区 不可

からあげバル　あや鳥 飲食（からあげ） 999-3711 東根市中央二丁目12-36 東根地区 可

株式会社木村ストア
小売業（青果物、鮮魚、精肉、餃子、総菜
他）

999-3764 東根市神町東一丁目10番41号 神町地区 不可

グラントマト東根店 小売業（農業用品、食品、酒、日用品） 999-3730 東根市中央南二丁目5-21 東根地区 不可

佐直写真館 写真業（写真撮影） 999-3764 東根市神町東1-2-12 神町地区 可

心月 飲食業（和食） 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2丁目13-7 東根地区 不可

寿司とレストラン大黒 飲食業 999-3787 東根市白水2-2-21 東根地区 可

青松館 旅館業 999-3702 東根市温泉町一丁目20番1号 東根地区 可

西部グリーンセンター 総合農協（農薬、出荷資材、肥料） 999-3774 東根市大字郡山423-8 小田島地区 不可

せんたくや クリーニング業 999-3711 東根市中央3-10-25 東根地区 不可

たびやかた嵐の湯 旅館、温浴施設 999-3702 東根市温泉町一丁目9-22 東根地区 不可

中華食道　心風亭 飲食業 999-3702 東根市温泉町三丁目12-2 東根地区 可

ちょっきーず東根 理・美容業 999-3711 東根市中央3丁目1-6 東根地区 可

東部グリーンセンター 総合農協（農薬、出荷資材、肥料） 999-3729 東根市中央東3-7-21 東根地区 不可

トレンタ東根店 【飲食店】洋食・カフェ 999-3711 東根市中央1-6-23 東根地区 可

とんかつ山道 飲食業 999-3705 東根市宮崎1-7-7 東根地区 不可

BarBer タケダ 理容業 999-3783 東根市本丸南3-1-24 東根地区 可

パブ　サン・スーシ 【飲食店】スナック 999-3765 東根市神町南1-1-15 神町地区 可

パブ　Candle 【飲食店】パブ 999-3763 東根市神町中央2-6-3 神町地区 不可

東根ゴルフガーデン ゴルフ練習場 999-3701 東根市大字東根甲4636 東根地区 不可

美容室　さぁくる 美容院 999-3781 東根市本丸北1-6-6 東根地区 可

美容室スリーズ 美容業一般 999-3730 東根市中央南1-6-33 東根地区 可

ヘアーサロン　ナミマツ 理容業 999-3716 東根市大字蟹沢1727-3 東根地区 可

ヘアーモードおしゃれ 美容業 999-3771 東根市大字長瀞1098 長瀞地区 可

ヘアメイク　ナチュレル 美容業 999-3720 東根市さくらんぼ駅前1丁目7-20 東根地区 可

ヘアモード淑 美容業 999-3711 東根市中央4-6-1 東根地区 可

未来食屋 飲食業 999-3717 東根市一本木三丁目8-24 東根地区 可

焼肉　日和 飲食業 999-3719 東根市中央西7-30 東根地区 不可

焼肉　萬福 焼肉店 999-3765 東根市神町南1-1-15 神町地区 可

ヤマザキショップ　山形空港店 小売店（土産品、食料品、菓子、飲料） 999-3776 東根市大字羽入字柏原新林3008　山形空港1F 大富地区 可

龍上海　東根店 ラーメン店 999-3729 東根市中央東3-9-28 東根地区 可

居酒家　大漁船 【飲食店】居酒屋 999-3764 東根市神町東3-8-31 神町地区 不可

ウエルシア東根温泉町店 医薬品、化粧品、食品、日用品 999-3702 東根市温泉町1-2-17 東根地区 不可

ウエルシア東根神町店 医薬品、化粧品、食品、日用品 999-3762 東根市神町北2-13-18 神町地区 不可

ウエルシア東根中央店 医薬品、化粧品、食品、日用品 999-3711 東根市中央2-1-25 東根地区 不可

オートサービス名和 自動車販売、整備 999-3723 東根市大字観音寺9-1 高崎地区 不可

観光果樹園　安達農園 観光果樹園（果物、100％ジュース） 999-3724 東根市大字関山332-1 高崎地区 可

東華楼 飲食業（ラーメン他） 999-3702 東根市温泉町一丁目1-15 東根地区 可

のゝか本郷館 旅館業 999-3702 東根市温泉町2-1-1 東根地区 可



花の湯ホテル 旅館業 999-3702 東根市温泉町1丁目7-12 東根地区 可

Be・ホーム東根店 建設業（リフォーム） 999-3717 東根市一本木三丁目6番8号 東根地区 可

東根カイロプラクティック健美館 療術業 999-3762 東根市神町北一丁目4-25 神町地区 可

(有)東根カメラ店
デジカメプリント、写真用品、カメラ、スタジオ
写真

999-3706 東根市三日町二丁目8-2 東根地区 可

フォーラム東根 映画館 999-3716 東根市大字蟹沢1797-1 小田島地区 不可

Hair Labo Filo 美容室 999-3705 東根市宮崎二丁目1-21-1 東根地区 可

梅ケ枝清水 【飲食店】郷土料理 999-3782 東根市本丸東2-27 東根地区 不可

ヤマザワ神町店 スーパーマーケット 999-3762 東根市神町北二丁目8番2号 神町地区 可

株式会社ヤマダ電機　テックランドNew東
根店

家電量販店 999-3710 東根市小林1-2-50 東根地区 可

ユニクロ　東根店 衣服 999-3730 東根市中央南2-2 東根地区 不可

横尾魚店 【小売店】鮮魚 999-3727 東根市大字野川1308 東郷地区 不可

吉田屋 菓子製造販売（洋菓子） 999-3784 東根市本町3-33 東根地区 可

拉麺　ひなた 飲食業（ラーメン） 999-3766 東根市神町西5-1-28 神町地区 可

理容　トビカワ 理容業 999-3787 東根市白水1-1-26 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　ブティック　ミキ 婦人服販売 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15　イオン東根店内１F 東根地区 不可

コム・アン・フィー　美容室 美容業 999-3703 東根市鷺ノ森1-1-6 東根地区 可

花のやなぎや 生花小売 999-3705 東根市宮崎2丁目1-3 東根地区 不可

民謡の宿　あづまや 旅館業 999-3702 東根市温泉町二丁目2-2 東根地区 不可

元木燃料
小売業（ガソリンスタンド、プロパンガス、灯
油等）

999-3771 東根市大字長瀞1238-1 長瀞地区 可

旬味漫彩　鷹月 【飲食店】和食・居酒屋 999-3717 東根市一本木二丁目7-21 東根地区 不可

昭和ホルモン亭さくらんぼ東根駅前店 焼肉、ホルモン 999-3720 東根市さくらんぼ駅前1-7-24 東根地区 不可

とん八さくらんぼ東根駅前店 とんかつ 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-1-23 東根地区 不可

なか卯さくらんぼ東根駅前店 牛丼、親子丼、うどん 999-3720 東根市さくらんぼ駅前1-7-25 東根地区 不可

モスバーガーさくらんぼ東根駅前店 ハンバーガー 999-3720 東根市さくらんぼ駅前1-7-23 東根地区 不可

あすなろ書店　東根店 小売店（本・文具） 999-3706 東根市三日町4-1-19 東根地区 可

米粉ぱんの店　あおいそら 米粉ぱん販売 999-3717 東根市一本木三丁目1-33 東根地区 可

イオン東根店 総合小売業（食品・衣料品・くらしの品） 999-3720 東根市さくらんぼ駅前三丁目7番15号 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　B-Rサーティワン
アイスクリーム　イオン東根店

飲食店 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　ikkaイオン東根
店

小売業（衣料・雑貨） 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　癒しのサロンM 整体、リラクゼーション、リフレクソロジー 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　A&P　イオン東根
店

小売業（カジュアルウェア、スポーツウェア、
ザッカ）

999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　グランサックス 小売業（Bag、アクセサリー） 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　グレースマリー 婦人衣料品店 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　セーター 衣料品（婦人服）販売 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　T's collection 婦人服・小物販売 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　ネイルサロン
エーナイン

美容業 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　ハニーズ 衣料品販売 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　バンダレコード
イオン東根店

CD・DVD・関連商品販売 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　マックハウス　イ
オン東根店

衣料品販売 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　リブルマルシェ
東根店

雑貨店 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3丁目7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　Dearパティズ東
根店

ファンシィー雑貨販売 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

イオン東根店専門店街　ヘアーサロン
レッツ

美容 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-7-15 東根地区 不可

ゆたかや 飲食業（たこ焼き） 999-3775 東根市大字野田168-1 小田島地区 可



東郷自動車株式会社 車検・整備・販売 999-3716 東根市大字蟹沢東根市大字蟹沢1890-3 小田島地区 可

クリーニングWAKO　ヤマザワ神町店 一般クリーニング 999-3762 東根市神町北二丁目8-2 神町地区 不可

クリーニングWAKO東根工場店 一般クリーニング 999-3720 東根市さくらんぼ駅前3-10-26 東根地区 不可

味の梅ばち　(有)大丸商店
食品製造販売業　米沢牛丼の素、山形牛丼
の素、スグ卵、米沢牛弁当、赤飯、おこわ

999-3764 東根市神町東二丁目3-5 神町地区 可

有限会社　天野自動車 自動車整備・販売 999-3781 東根市本丸北2丁目6-18 東根地区 不可

GEO東根中央店
小売業（CD、DVD、ゲーム、書籍、中古携帯
など）

999-3711 東根市中央三丁目1-2 東根地区 不可

ツルハドラッグ東根神町店 小売業（医薬品・化粧品・雑貨） 999-3762 東根市神町北5丁目3-1 神町地区 可

ツルハドラッグ東根神町西店 小売業（医薬品・化粧品・・雑貨） 999-3766 東根市神町西5丁目2-56 神町地区 可

ツルハドラッグ東根中央店 小売業（医薬品・化粧品・雑貨） 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2丁目14-17 東根地区 可

ツルハドラッグ東根店 小売業（医薬品・化粧品・雑貨） 999-3702 東根市温泉町3丁目3番6号 東根地区 可

ファミリーマート東根猪野沢店 小売業 999-3726 東根市大字猪野沢1-4 東郷地区 可

ファミリーマート東根神町店 コンビニエンスストア 999-3762 東根市神町北1-2-7 神町地区 可


