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１．共通商品券に有効期限はありません。 
 

２．共通商品券は、加盟店のぼり旗・ポスター等

のある加盟店でご利用できます。 
 

３．共通商品券は、現金とはお引き換えいたしま

せん。 
 

４．共通商品券によるお買い物での釣銭はお出し

いたしません。 
 

５．共通商品券裏面に販売店印の無いものは無効

です。 
 

６．共通商品券の盗難・紛失・滅失等に対して、

発行者及び加盟店・販売店はその責任を負い

ません。 

 

７．共通商品券は、加盟店によりご利用できない

サービス・商品（商品券・金券類、くじ、公

共料金等の支払いなど）があります。 

 
加盟店・販売店一覧表 
（令和５年３月１３日現在） 

 

★印は共通商品券の販売も行っています。 
 

【若宮・成田町地区】 

○京染･京呉服 たちばな  ○アイリス 

○岡田屋製麺工場  ○めん家 菊華 

○松坂屋酒店  ○二本松製菓 玉川屋 

○丸巳米穀店  ○大河内漬物店 

○まるいちフードセンター若宮店 

○リカーショップにほんまつ 

○セブン－イレブン二本松若宮店 

○ヨークベニマル二本松インター店 

★ギフトショップ ながぬま  ○国井商店 

○新生電機商会 ○ユサ化粧品店 

○和田屋商店  ○宝槻電器  

○あだたらサイクル 

○花のゆさ ○諸橋肥料店 ○大関時計店 

○小林ガス  ○根本機工   

○デジタルフォト ビーキャン 

★宝飾･時計･メガネ･補聴器の石沢  ○近江屋 

○松浦畳店  ○下馬 佐々木畳店  

○三谷電気商会  ○ホーム･サービス フジタ 

○二本松観光センター 隊士館  ○高島観光 

○鮨富 ○香港苑 ○酒菜･そば厨房 咲くら 

○井上窯 ○昭和タクシー ○和味家二本松店 

○スナックかっぱ  ○ヘアーサロン やすた 

○メンズヘアーサロン センス 

○毎日民報販売センター  ○大商運輸 

○ひらいしやクリーニング 

ヨークベニマル二本松インター店 

 

【松岡地区】 

★檜物屋酒造店 ○松山商店 ★二本松花壇 

○佐藤商店  ○ヘアーサロン カシワタニ 

○石井美容室  ○フィネス美容室 

【本町上口地区】 

○安達屋本店  ○新竹肉店  

○魚と惣菜 マルソー  ○岩本時計店 

○花のチカミ ○和田屋ラジオ店 ★加藤売店 

 

【本町親交地区】 

★レディーノ あだち  ○和装＆ギフト 安達 

○遠藤商店  ○玉嶋屋  ○二本松柏屋 

○化粧品ていこのみせ  ○炭火炙 角 

 

【本町中央地区】 

○洋品のヱスヤ  ★山口屋呉服店 

★御菓子処 日夏本店  ○ヒラタテ写真舘 

○松本物産  ○カメヤ書店  ○竹内生花店 

○杉田屋 ○薬王堂二本松本町店 

○丸又葬儀社 ○理容＆美容 ヤスタ 

  

【本町銀座地区】  

★かのうや ○ほずみ毛糸店 ○高野洋服店  

○あさくら  ○マルカ 加藤魚店  ○坂本園  

○亀沢園  ○ヤマダヤ  ○うえの生花店  

○早川硝子  ○キャッツ  ○松屋印刷所 

  

【二本松駅前地区】  

○カメラのスギヤマ ○アーバンホテル二本松  

○セブン－イレブン二本松駅前店 ○メモリィ  

○太陽プラザ  ○大宗  ○くいもの Bar TEN  

○吟の蔵 を市  ○オオタ美容室 

  

【本町まゆみ地区】  

○相撲茶屋みやぎ野  ○スナック 都   

○クラブ アリラン  ○シャルマン  

○スナック ラーク ○小料理 かねすい真弓店  

○バッカナーレ  ○うなぎの半沢  

○FRAGILE  ○そば処 やなぎや  

○アール･グレイ  ○焼とりの店 ことぶき  

○スナック とき  ○ヘアーサロン アイハラ  

★サトー美容室  ○カット･イン きくち 

人と、街とのベスト コミュニケーション 

 

地域を見つめる…共通商品券 



【亀谷地区】 

○イッソー  ○糀屋  ○菓子処まつもと 

★スポーツショップ サイトー 

○ダイユーエイト二本松店  ○杉島塗料 

★文化堂スポーツ  ○橋本萬年筆･印章店 

○川又薬局 ○武藤電機 ○二本松自動車販売 

○岡商店  ○エムシーオート  ○岡村機械 

○橋本佛具店  ○阿部川屋 安斎石材店 

○和風寿し居酒屋 ゆたか 

○ヘア＆フェイス 川又美容室  ○騎西印刷所 

○渡辺謄写堂  ○ヘアサロン ワタナベ 

○大内理容館  ○ジップカンパニー 

○オリイ美容室 

 

【竹田地区】 

★くにおか ○装苑やじま ○菓子処 豊田屋 

○お茶の渋川園  ○大森屋米店 

★丸大大阪屋商店 ○玉家玉振堂 

○天野商店  ○斎藤米店 

○国田屋味噌醤油醸造  ○蔵カフェ千の花 

○菓子処 花月堂  ○伊藤青果店 

○まつもと住設  ○白河屋薬局 

○スゲノ時計めがね店  ○イーネット 

○大七酒造  ○ハタケヤマ家具 

○チタ･チタ 原家具店  ○藤井家具店 

○鈴木木工所  ○佐々木正治畳店 

★斎藤家具店 ○御蔵 ○北海ラーメン 樽っ娘 

○福島県知事認可校 修学館 

二本松イングリッシュスクール 

○JWS陽だまりの郷 

 

【根崎地区】 

○かとや呉服店 ○安斎衣料店 ○本家丹波屋 

○小浜屋商店 ○辰巳屋製あん所 ○神野商店 

○ワインカフェ 暖家  ○菓子処 勝田屋 

★こばやし  ○セブン－イレブン竹根通り店 

○松本一風呂店  ★若松屋書店  ○ひしや 

★久納商店  ○ポプラ薬局  ○国岡家具店 

○どるちぇ  ○もりや食堂 

 

【郭内地区】 

★鹿野京染店 ★ファッションパーク･ワタナベ 

○三好製菓  ○食品店 ワタナベ 

○セブン－イレブン二本松郭内店 

○加藤ゴム工業所  ○二本松工藝舘 田中家具 

○レストラン かすみ ○ヘアーサロン アース 

○ゆき美容室  ○郭内整骨院 

 

【塩沢地区】 

○東北サファリパーク  ○渓流の宿 青木荘 

○ぺんしょん杜の泉 

 

【岳下・金色地区】 

○ファッションプラザシミズ二本松店 

○御菓子処 日夏金色店 

★リカーショップかまた  ○吉野糀店 

○増田屋  ○根本商店  

○ミニストップ･福島二本松店 

○ケーキ工房 Patisserie MoMo 

○ヨークベニマルメガステージ二本松店 

○コメリハード＆グリーン二本松店 

○Kotobuki 珈琲俱楽部  

○薬王堂メガステージ二本松店  

○三島自動車  ○野地工業所   

○住まいの夢工房 

★牛豚馬鶏･十割そば鈴風  ○二本松御苑  

○二番軒  ○丸や交通二本松営業所  

○二本松インタードライブイン  

○デニーズ二本松店  

○ひらいしやクリーニング工場直営店  

○ひらいしやクリーニング  

       メガステージベニマル二本松店 

○ヘアギャラリー クライマックス  

○美容室サンライズ  ○理容ワタナベ  

○ヘアーサロン こんの  ○サンセリテ美容室  

○美容室コスモ 

 

【岳温泉地区】 

★加藤精肉店  ○上州屋商店  ○阿部商店 

○本多屋食堂 ○御食事処 成駒 ○丸井菓子舗 

★玉川屋  ○スカイピアあだたら 

○あだたら高原スキー場 ★陽日の郷 あづま館 

○ホテル光雲閣 

○和風創作料理の宿 花かんざし 

○碧山亭  ○旅籠 ふじ乃 

○ヘアーサロン 武田 

 

【杉田地区】 

○白河屋菓子店  ★金澤商店 

★ブイチェーン杉田店サンマート宮戸屋商店 

○奥の松酒造  ○浜崎家具店 

○家具会館 北風木工所  ○オオナミ 

○二本松ドライブイン  ○村上美容院 

 

【石井地区】 

★稲屋  ○二本松ボデー  ○橋本商事 

○ヤマニ建設 ○食事処 しらかば  

○福島ショー企画  ○穂積理容店 

○美容室Ｒアール  ○エリカ美容室 

 

【大平地区】 

★ネモト衣料店 

○セブン－イレブン二本松安達ヶ原店 

★安達ヶ原 大福屋 ○東京屋商店 ○まるひで 

★九頭見菓子舗  ○アルソア エバーグリーン 

○石畑自動車  ○武藤畳店 

○安達ヶ原ふるさと村  

○ヘアーサロン くまがい 

【旧安達地区】 

○まるいちフードセンター智恵子の森店 

○道の駅「安達」智恵子の里上下線 

○オートアールズ安達店 

○コープふくしま あだたら店 


