
スーパー、コンビニエンスストア

㈲駒井スーパー 前町60 52-2455

さとちょう寿町店 寿町1番地 59-0556

セブンイレブン黒石市ノ町店 市ノ町18番地6 52-2221

ファミリーマート黒石あけぼの町店 あけぼの町104番1 59-1518

ファミリーマート黒石柵ノ木店 柵ノ木1丁目63 59-2317

ファミリーマート黒石西ヶ丘店 西ヶ丘297番地1 59-3558

ファミリーマート黒石鍛治町店 山形町119-1 59-1030

ファミリーマート黒石追子野木1丁目店 追子野木1-182-1 59-2526

ベニーマート黒石店 ちとせ1丁目154 59-1095

マックスバリュ黒石店 錦町2 59-0181

ユニバース黒石駅前店 ぐみの木3丁目65番2 59-0200

ユニバース黒石富士見店 富士見111番地 59-3300

ローソン黒石浅瀬石店 浅瀬石村上357-1 53-6863

ローソン黒石追子野木三丁目店 追子野木3丁目432-1 53-3588

ローソン黒石袋井店 袋井2-29-1 53-8668

ローソン黒石南中野店 南中野才ノ神20-1 88-6436

　ホームセンター、家具、家電

㈱おかざき電器 上町2 52-3173

木村電気店 山形町116 53-3185

シバ電機 桜木町43-16 53-3658

太平熔材㈱　黒石営業所 緑ケ丘43 53-5391

DCMサンワ黒石店 追子野木3丁目272-4 53-4101

DCMホーマック黒石店 富士見98 59-2071

㈲マルサでんき 弥生町21-3 52-2425

㈱ヤマダデンキ　テックランド黒石店 山形町127-2 88-8855

　携帯電話

auショップ黒石 花園町2-5 59-1888

ソフトバンク黒石 弥生町2 52-2425

　生活、サービス関連

あおもりパソコンサポートステーション ちとせ2-76 53-9031

赤帽　藤本運送 追子野木1-303 52-8831

岩木山ラジコン空港㈱ 相野96番地8 78-5080

ヴィーナス運転代行 山形町74-1 090-2982-8929

上原呉服店 前町10番地1 52-2328

くろいしプレミアム付き商品券 取扱店舗一覧（五十音順）

　　 Ｒ3.10.4現在 （222店舗）

※一覧は左から 店舗名、所在地、電話番号 の順で並んでおります。
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うさちゃんクリーニング マックスバリュ黒石店 錦町2 52-6446

小田桐スポーツ 市ノ町44番地 52-3009

㈲小野商会 山形町75-3 52-3815

㈱久与 横町5 52-3423

㈲共和農機商会 緑ケ丘65番地 53-2688

クリーニングコメット 黒石本店 泉町3 52-2055

クリーニングコメット ユニバース黒石駅前店 ぐみの木三丁目65-2 53-6722

クリーニングコメット ユニバース黒石富士見店 富士見111 53-6099

Kボッコ㈱ 横町1-2 52-2181

KOTORI salon Luchinet 弥生町30 090-5352-0426

サンシャインドライクリーニング 追子野木2丁目114 52-4096

Chez Chika 前町55-1 53-4508

スキンケアハウスstozenすとぜん 前町11-3 53-2210

スマイルメガネ 富士見103-3　アクロスプラザ黒石内 52-2304

セカンドストリート黒石店 富士見103-3　アクロスプラザ黒石内 55-0025

タカヤ 市ノ町46 52-3181

竹乃園茶舗 横町16-2 52-2806

竹谷呉服店 市ノ町28 52-3935

㈲ダスキン黒石 緑ケ丘6番地 52-6240

㈲たたみの比内 追子野木三丁目134 53-1504

田村コンタクトレンズ 一番町183 52-4395

中央タクシー黒石営業所 上町25-2-105 53-6222

東京靴流通センター アクロスプラザ黒石店 富士見103-3　アクロスプラザ黒石内 59-2025

㈲中田商会 泉町54番地 52-3553

㈲南黒地域交通　くろたく営業所 内町61-4 53-1116

西川チェーン工藤寝具店 浦町1丁目1 52-3059

のりたや市の町店 内町32-4 52-7239

花ろまん黒石店 ちとせ1-154 34-8787

ファッションセンターしまむら黒石店 中川篠村16-13 59-1357

ファッションなるみ 横町25-4 53-2831

㈱三上呉服店 上町61-2 52-2865

メガネの菊屋黒石店 内町32-2 52-9060

㈱山与呉服店 上町3 52-2921

吉川畳店 山形町79 52-3920

ヨシヤ 油横丁24 52-6218

ワークショップレイバー黒石店 中川篠村16-1 88-7808

ワークボーイ黒石店 寿町48-1 53-7825

　食事・軽食

アンニョン&アンニョン 中川篠村95-4 53-5655

イタリアンパスタレストラン　サッソネロ 市ノ町10-1 88-7680

お食事処たんぽぽ 一番町66 090-2970-7342

お山の恵み 大川原萢森56-1 59-5300

かっぱ寿司黒石店 花園町1-2 59-2004

カフェギャラリー彩光堂 上町35 53-0081

喫茶アイデア 上町61 52-5303

喫茶みらぼお 市ノ町18 52-2653

黒石病院　食堂コメット 北美町1丁目70 52-4147

十文字カフェ 中町33 55-6782

食事処　赤提灯 甲徳兵衛町36 52-7336
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食道園 油横丁8-1 52-2854

すごう食堂 一番町186 52-3476

寿司処　美鈴 袋富田63の23 54-2528

禅味そば処　ひさお庵 浅瀬石川合189-2 53-5181

創作料理の店　蔵よし 横町13 53-2111

蕎麦や　金の銀杏 浦町2丁目4-2 53-7286

Dining花や 京町寺町8 090-2971-6245

俵家 甲徳兵衛町34 53-1677

チャイナ食堂  彩菜房 中川篠村43-1 53-5585

中華料理　忠龍 青山125-15 53-3198

中華料理　福寿園 上町2 52-2065

津軽お日さまの味 長崎1丁目9 26-5952

津軽伝承工芸館 袋富山65-1 59-5300

つがるの食彩　野田 浜町26-1 53-1444

ツキカフェ 西ヶ丘76-1 070-2161-1296

ドライブイン西十和田 温湯長漕7-4 54-8134

花いちもんめ 袋富田58-2 54-8153

ふぅふぅ石焼ちゃんぽん 中川篠村14-1 88-6548

星村 上十川留岡2番地34-1 40-2468

ポカラダイニング 中川篠村94-5 53-2552

みそラーメンくろいし鉄満堂 上町61-5 53-6225

みのや 市ノ町18 52-4592

焼そば かどっこ 大町2丁目120-1 53-6768

焼肉　逢春 中町25-1 55-9614

山忠やまや 大町2丁目60 52-4095

Riemon5 中町38-1　理右衛門小路5 080-1850-0257

龍仙閣 中川篠村19-1 52-3329

料亭　富士見館 袋井2丁目63 52-8851

ル・グレ 南中野井戸沢39-1 54-8128

㈲レストラン御幸 中町36 52-2558

　仕出し・お弁当

㈱グリーンパレス松安閣 乙徳兵衛町34 52-3850

中儀仕出し店 山形町134 52-3544

ほっともっと黒石旭町店 旭町15番 59-3508

まちいろキッチン 上町15-3 78-3756

マル大もり仕出し店 鍛治町37 52-3930

水上仕出し店 山形町138 52-3522

　各種食料品

㈲アグリーンハート 馬場尻東61-15 26-5015

㈲蝦名商店 前町13番地 52-2474

カネ長精肉店 泉町55 52-3029

工藤ストア 緑ケ丘75 53-0647

まるよ 肉のさとう 豊岡38-1 090-5831-8555

　酒類

小山商店 乙徳兵衛町15-3 52-3874
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酒蔵ショップくどう 野際1丁目60 53-4525

中林酒店 横町20 52-2201

㈱中村亀吉 中町12 52-3361

㈱鳴海醸造店 中町1-1 52-3321

㈲丸洋商店 一番町199番地 52-2231

　居酒屋・スナック・バー

居酒屋　秀 甲徳兵衛町19-5 55-6433

居酒屋　将 横町6 53-5007

居酒屋　逢春 横町15-1 26-6339

居酒屋　まめ 一番町197 090-5352-9882

いわしのこみせ 中町37　理右衛門小路2号 53-0132

える 甲徳兵衛町22-2　スリーウッド105 090-6854-9691

串正 油横丁9-1 53-9403

粋酒場とらや 甲徳兵衛町39 090-5831-1577

スナック演花 甲徳兵衛町22-5　ひだりうまセンター1F 53-5717

diner BASE 甲徳兵衛町34　安原センター2　1F 090-5234-3536

ニュー白露 甲徳兵衛町36 52-7336

村さ来黒石店 甲徳兵衛町12 52-4281

もつけだんぶり 山形町108 53-4081

焼鳥居酒屋わらしべ 横町24 53-3800

焼鳥の店　やき鉄 甲徳兵衛町35 090-1497-3122

やきとり鸞鑾 泉町55 52-5767

酔処　香々 甲徳兵衛町14　甲徳センター1F 090-5234-3536

玲瓏 横町25-1 53-5449

　お菓子・パン

大判焼き小判 京町33-1 55-0870

㈱おかしのオクムラ 大町2丁目53 52-2841

沖野もち店 元町2 52-2513

黒石銘菓のお店シャロン甘洋堂 前町17-9 52-4688

㈱渋川製菓 東新町1-7 52-2381

手づくりサンドイッチの店アン 横町6 080-6030-0147

寺山餅店 中町36-1 52-2826

パティスリー　ピーターパン 柵ノ木1-88 53-5145

ベル・プランタン笹屋 吉乃町4 52-5420

㈲松葉堂まつむら 中町30 52-3574

洋菓子シェール 泉町90 53-2737

横浜屋 山形町142 52-5503

リスボン菓子店 ぐみの木2-56 53-0644

　土産品、ギフト、雑貨

李紗羅 追子野木2-108-1 53-0905

ケサノフウケイ 浅瀬石扇田345番 88-5802

サラダ館黒石店 横町25-4 59-1616

津軽烏城焼 豊岡狼森27-109 53-3082

津軽黒石こみせ駅 中町5 59-2080

津軽こけし館 袋富山72-1 54-8181
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　書籍文具、印鑑、写真、印刷

㈲アイティー 豊岡豊岡26番地3 52-8803

北谷印房 山形町129 52-3741

㈲紀文 松原155番地7 53-3230

㈲高谷商店 山形町10 52-4255

BookShopかえで 京町33-2 44-2136

㈱津軽新報社 前町48 52-3191

ワンダープリント 一番町181 59-3259

　医療、薬局、ドラッグストア

一般財団法人双仁会 黒石厚生病院 建石9番地1 52-4121

くろいし駅前薬店 ぐみの木１丁目240番地3号 52-6350

黒石薬局 ちとせ3丁目3 53-6226

スーパードラッグアサヒ 黒石バイパス店 追子野木1丁目571-1 55-8220

スーパードラッグアサヒ 黒石富士見店 富士見103-3　アクロスプラザ黒石内 55-8220

津軽保健生活協同組合 健生黒石診療所 ちとせ3丁目6 53-3015

ツルハドラッグ黒石一番町店 一番町189 55-0821

ツルハドラッグ黒石店 錦町8-6 59-0327

平成薬局黒石病院前 北美町1-61 53-7223

メイプル調剤薬局 寿町20 53-8830

メガ黒石店 ちとせ3丁目2 52-9887

薬王堂黒石西ヶ丘店 西ヶ丘301-1 26-7152

薬王堂黒石富士見店 富士見118 52-2241

　理美容、エステ、ヒーリング

WingBeats ちとせ3丁目79 090-2360-8175

Grande　グランデ 赤坂東池田142-3 090-9758-2380

美容室オサナイ 内町31 52-2475

プライベートサロン・ラシュール ちとせ3丁目60 080-1839-6078

ヘアースタジオむらかみ 甲徳兵衛町23 52-3602

ヘアーブティック　シュン 松原64-13 53-0986

マリコ美容室 山形町108 52-5611

ユリカ美容室 横町14 52-6005

　ホテル、旅館、公衆浴場

花禅の庄 袋富山64-2 54-8226

ゲストハウス袋井 袋井3丁目53-12 080-5197-3824

こみせの宿　ホテル逢春 横町15-4 26-8441

旅の宿　斉川 板留宮下8-1 54-8308

長寿温泉　松寿荘 下山形村下97-1 54-2228

㈲富士見温泉 富士見121 52-2613

ホテルあずまし屋 板留宮下23 54-8021

三浦屋旅館 温湯鶴泉66 54-8401

ランプの宿青荷温泉 沖浦青荷沢滝ノ上1-7 54-8588
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　ガソリンスタンド、燃料

㈱角弘黒石サービスステーション 旭町13 52-2105

㈲工藤ガソリン店 下山形村下97-3 54-8437

㈱今野商事　黒石店 追子野木3-437-2 53-2020

㈲三福商事 浜町1 52-3066

㈲須藤善石油店EneJet黒石市ノ町サービスステーション 市ノ町18-6 52-2221

㈲須藤善石油店黒石インターセルフステーション 中川篠村21-2 52-2221

㈲須藤善石油店黒石駅前セルフステーション 一番町173 52-2221

㈲須藤善石油店黒石温湯サービスステーション 温湯長漕5 52-2221

㈲大丸松井商店 若葉町3 52-3439

㈱弘善商会黒石店 錦町1 32-3351

山武石油㈱ 中川篠村26番地2 53-1200

　車、バイク、自転車

江利山タイヤ商会 山形町85 52-3659

オートパーツセンター黒石 緑ケ丘25 59-3177

葛原輪店 牡丹平福民2-2 52-2267

㈱黒石日産自動車商会 北美町2丁目22番地 53-5355

㈲佐川自動車整備工場 中川篠村233-3 53-4001

㈱タイヤセンター泉谷黒石店 中川篠村49-13 53-3988

㈲那須自動車整備工場 中川篠村124-1 52-2208

福士自動車 野添町11 59-2500

ホンダカーズ黒石　黒石バイパス店 中川篠村13-4 52-8116

　建築、電気・水道工事

㈲桜庭設備 追子野木2丁目31番地 52-4442

そうゆうエンジニア 住吉町1-2 070-6616-5062

　http://www.k-cci.or.jp

　〒０３６－０３０７　黒石市大字市ノ町５－２

　午前８時３０分～午後５時 （平日のみ）

  お問い合わせ

　黒石商工会議所

　TEL：０１７２－５２－４３１６
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