
令和5年1月1日　　現在

あづま屋菓子舗 （清　　川） 57-2087 かなめ食堂　　　   　（余目駅前） 42-3068
ｶﾌｪ余目製ﾊﾟﾝ　    　（余目駅前） 42-1359 川村食堂 （茶屋町） 42-2179
なんでもﾊﾞｻﾞｰﾙあっでば 42-1777 繁利屋 （表　　町） 42-3035
　　　　　　　　　　   　（余目駅前） なにわ （茶屋町） 43-3287
(有)佐藤畜産食品 （狩　　川） 56-2202 焼肉もりもり （猿　田） 28-8226
主婦の店狩川店 （狩　　川） 56-2014 和牛料理　はんだ （和光町） 42-0883
セブンイレブン （廿六木） 42-3497 麺厨房　煌麺 （茶屋町） 43-6635
（余目バイパス店、余目月屋敷店） カラオケハーティ （上朝丸） 43-4820
セブンイレブン （狩　　川） 56-3907
（庄内町狩川店）

森のケーキ屋さん （廿六木） 42-3342

安藤商店 （狩　　川） 56-2034
㈲魚銀商店 （興　　屋） 43-3222 上野屋書店 （狩　　川） 56-2033
お茶のさる田　　    　（東一番町） 43-4614 兼古商店　　   　　　（東一番町） 42-2149
さかたや青果 （上朝丸） 42-3377 後藤初太郎商店 42-3006
風車市場 （狩　　川） 56-3039 　　　　　　　　  （千河原・和心）

ﾏﾙﾊ産業　　みずほ （廿六木） 43-2407 酒一番 （三ヶ沢） 56-2749
㈱森畜産　肉のもり （仲　　町） 43-3232 佐藤長助商店 （上堀野） 43-4238

冨樫商店 （家根合） 42-2542
和洋酒　　うめかわ （茶屋町） 42-2466

㈱泉屋商店 （狩　　川） 56-2344
出光ﾘﾃｰﾙ販売㈱   　（バイパス） 42-1001
㈱寿商会　  　（廿六木・御殿町） 42-3155
(有)原田米穀 （狩　　川） 56-2015 小林写真館　　   　　（中央通り） 42-3290
㈱庄内品川 （猿 　田） 43-3984 みしまﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ　   （余目駅前） 43-4832
（余目給油所) ㈲リヒトカメラ （上朝丸） 43-2939

余目自動車工業㈱ （御殿町） 43-3214
㈱関東自動車学校 （廿六木） 43-2327 ﾏﾙｺｰｸﾘｰﾆﾝｸﾞ （表　　町） 43-3128
　（県証紙代は使用不可）

関東自動車興業㈱ （御殿町） 43-2244
目黒商会　　　　      　（駅 　前） 42-3210
㈱立川モータース　    （狩 　川） 56-2606 精美堂 （茶屋町） 43-2022
(有)イトウ自動車工業 （御殿町） 42-2051 ㈲トミヤ書店　　  　　（バイパス） 42-1038
(株)オオヤ （狩川） 56-3838

斎藤長之助輪店 （茶屋町） 42-2177 ﾌｧﾐﾘｰｼｮｯﾌﾟ甲子園 （上朝丸） 43-2233

余目タクシー㈲　  　（東一番町） 43-2411
ハーティタクシ－・代行 （上朝丸） 43-4820 余目ホテル　　　  　（余目駅前） 42-2442
(有)立川タクシー （狩川） 56-2128

（協）ギフト庄内町加盟店（ゆりカード）

食料品・菓子 食事処

写真・プリント

本・文具

ｽﾎﾟｰﾂ関連

宿 泊

タクシー

自転車

自動車

ガソリンスタンド

クリーニング

酒・食料品

生鮮・惣菜・仕出し



令和5年1月1日　　現在

衣料のかざま　　　　　（狩　　川） 56-2008 天光堂時計店 （茶屋町） 42-2348
㈾梅屋（アテネ） （茶屋町） 43-3737
かどや洋品店　　  （中央通り） 43-3210
ﾌﾟﾗｲﾄﾞﾃｰﾗｰ秋葉　   （中央通り） 42-2174
丸大衣料ストアー （茶屋町） 42-2410 キャノン美容室 　（猿　田） 43-3930
㈱みかわ屋    （茶屋町） 42-3059 チャーム美容室 　（猿　田） 42-2345
阿部はきもの店　   （余目駅前） 42-2010 戸林美容室 （上朝丸） 43-2210
おおたき　　　　　　　　（狩　川） 56-2022 美容室　どぉーる 　（緑　町） 43-3955
佐々木松蔵商店　　　（表　町） 42-3052 ぱーまﾊｳｽくれよん（猿　田） 42-3866
宮川衣料 （農協、立川） 佐々木理容所　   　（余目新田） 43-2760

ﾍｱｰｻﾛﾝ　さとう　    （余目駅前） 42-1538
ﾍｱｰｻﾛﾝ　スガイ （千河原） 43-2310
理容　オクヤマ　   　（東一番町） 42-3439
美容室ナカムラ　（常万） 43-3216

足達糸店　　　　    　（中央通り） 43-4568
セナミヤ糸店 （茶屋町） 42-2150
ハラダ　　　　　　   　（余目駅前） 42-1738 佐藤米穀店　　　   　（中央通り） 42-3319
佐藤薬店 （狩　　川） 56-2038 川村米穀店・餅店 （茶屋町） 42-3371
白幡薬店 （茶屋町） 42-2366
フタバ薬局 （狩　　川） 56-2032
㈲まつや薬局 （茶屋町） 42-2311
みしまや薬局 （清　　川） 57-2009 ㈲　岡本善光堂　  　（バイパス） 43-3456

三丁目商店　　    　（余目駅前） 42-2373 佐藤富三郎商店　      （余目駅前） 42-3218
㈲ﾌﾗﾜｰ佐々木     　（中央通り） 43-4887 中屋春雄鋸店　    　（中央通り） 42-2374

㈱武田商店　余目店 45-0552

㈱大滝電器 （茶屋町） 43-3156
あい電スガワラ店 　（東一番町） 42-3212
㈲清野デンキ 　（上朝丸） 42-3222 えちご屋布団店 （興　　屋） 42-3349
㈲でんちや　　　   　（東一番町） 42-3247 だいこくや （茶屋町） 42-2147
フタバ電器 （狩　　川） 56-2108 ふとんの関根屋   　（東一番町） 42-3489

ケアショップ　れいだん （廿六木） 43-4141
　　（㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ冷暖ｻｰﾋﾞｽ） ㈲佐藤ガス工事 （表　　町） 42-2133
ｷﾞｬﾗﾘｰ温泉町湯 （上朝丸） 43-2222 星川設備工業 （狩　川） 56-2637

カラオケハーティ　　（上朝丸） 43-4820

（協）ギフト庄内町加盟店（ゆりカード）

090-5183-3519

衣料品・紳士服・婦人服・靴 時計・メガネ

美容室・理容店

化粧品・小物・薬

花

ガス工事・器具

仏壇・仏具

金物・生活雑貨

寝 具

家 電

健康関連

米

カラオケ


