
＜令和4年度　須賀川市敬老祝商品券・温泉利用券共通券　取扱加盟店一覧表＞　☆所在地は五十音順で記載されております
○須賀川地域

所在地 事業所名 所在地 事業所名 所在地 事業所名 所在地 事業所名 所在地 事業所名

あ 旭町 えのきだ理容室 お 大町 玉木屋本舗 こ 小作田 梅宮呉服店 た 高久田境 ヨークベニマルメガステージ須賀川南店 は 八幡町 ㈲宮坂商事

吉田酒店 YC須賀川西部 大槻菓子店 ち 茶畑町 ㈲レッツ・ななうみ ㈲レイマ美容室

五銭茶屋 カラオケハウス ドリーム きくや衣料 ファミリーマート　須賀川茶畑店 三木床や

芦田塚 セブンイレブン須賀川芦田塚店 若狭屋漆器店 らーめん好房 お食事処つむらや セブンイレブン須賀川警察署前店

朝日田 ㈲ヘアーサロンヨシダ 小倉 佐久間商店 東屋食堂 つ 塚田 メガネのヨネクラ かまや食堂

愛宕山 ㈱アクアス　Suisai café か 影沼町 セブンイレブン須賀川影沼町店 折笠商店 ㈲井上燃料店 ㈲井桁屋本舗

雨田 佐藤魚店 あひるの洗たく屋さん　本社工場 エビス理容 堤 安藤酒店 花岡 マルヤ家電

贈答品のマルミ 加治町 ㈲服部綜合食品 三瓶時計店 な 仲の町 ㈲武田商店　仲の町給油所 浜尾 莨屋商店

い 岩瀬森 庄司菓子店 ホテルサンルート須賀川 ㈲あづまタクシー リオン・ドール須賀川東店 ひ 東作 吉成コンニャク店

岩渕 サイトー理容 マイショップ赤トリヰ ㈲山吉　吉田青果店 あひるの洗たく屋さん　リオン・ドール須賀川東店 スーパーストアーマツヤ

㈲柏村商店 上北町 いろは精肉店 歌謡館「演歌・百選」 蕎麦処　とみた ㈲須賀川ラーメンのマルク

稲荷町 セブンイレブン須賀川稲荷町店 ㈲日用商会 さ 栄町 セブンイレブン須賀川駅前店 モスバーガー　須賀川東店 特定非営利活動法人 豊心会

う 牛袋町 ㈱福永　特定福祉用具販売事業所 ㈲ドルチェ ㈲山吉　吉田商店 まる家　須賀川店 東町 美容室　絵

武藤鍼灸院 ㈲フレッシュミートやまがみ ㈱毎日民報販売センター 滑川 ㈱エイチシーエス 割烹なかざわ
セブンイレブン須賀川インター店 須田商店 坂の上町 ㈲あさひ観光 セブンイレブン須賀川宮の杜店 大津屋糀店

リオン・ドール須賀川インター店 加登屋青果店 サトー牛乳店 中宿 ㈲金子屋 ㈲内藤酒店

馬町 ㈲ダイマルヤ パン工房カギセイ サロン・ド・プラスα 中宿治療院 ㈲伊東美容室

㈲金沢 金子理美容院 桜岡 ヤギヌマ電器店 ミニストップ須賀川未来大橋店 くまたぱん本舗

車交館むらた 高見屋肉店 ㈱古川製菓 手打ち蕎麦　弥栄 須賀川電器販売㈱

かみしめ屋 ㈲大和屋紙店 福陽ガス㈱ 中町 大束屋珈琲店・ウルトラマンショップ大束屋 ㈱福島エアポートサービス

フレッシュマートかんの 上小山田 間弓商店 し 新町 マルイチ牡丹タクシー株式会社 ㈲渡辺生花(はなしょくにん) 八百正

㈲ソエタ時計店 永山建設 塩田 まるよし食堂 ㈲堀江屋呉服店 ㈲小林家具店

㈱会津屋種苗店 き 北上町 ㈲大越 森のともだち ㈲いちむら 中華 朋絢

やきとりオノヤ いちい須賀川東店 セブンイレブン須賀川小塩江店 ㈲八木屋金物店 広表 スーパースポーツゼビオ　メガステージ須賀川店

㈲寿司割烹あづま クリーニングレイール　いちい須賀川東店 下宿町 セブンイレブン須賀川下宿店 ㈱玉木屋 ダイユーエイト須賀川東店

え 江持 ㈱須賀川ジェラート 北町 ㈲浜田屋商店 須賀川ソフト整体院 ㈲白光堂電気店 ふ 古河 生田商店

お 岡東町 熊田指圧治療院　須賀川出張所 ㈱末原屋 日本そば田村屋 ㈲須賀川柏屋 ほ 牡丹園 須賀川市牡丹会館

宮脇書店須賀川店 文化金物センターヨシカワ 上人坦 でんきのヨシグン ㈲芳賀生花店 保土原 美容室 Ｓｗｅｅｔ

焼肉レストラン天山 ㈲円谷紙店 陣場町 ㈲ラーメン一本松 ホテルウィングインターナショナル須賀川 (ゆめぜん) 堀底町 ニュー芭蕉苑

ＢＯＯＫ・ＯＦＦ須賀川店 ㈲ヤハタ電化センター ㈱カワチ薬品　須賀川店 ダルジャン ま 丸田町 セブンイレブン須賀川丸田町店

(資)オサダ商会 ㈲明石田製麺店 サトウ美容室 すかがわ観光物産館　flatto（ふらっと） ホビーショップテクプロ　すずきつり具店

卸町 ㈲福島物産 北山寺町 ㈱南部自動車学校 下小山田 中国針灸センター ローソン須賀川市民交流センター店 ㈲幕田新聞店

須賀川瓦斯㈱ 季の郷 セブンイレブングリーンヒルズ季の郷店 す 諏訪町 ㈲花安 並木町 ㈲須賀川交通 前川 メイプル調剤薬局

はたけんぼ こ 弘法坦 ハッピー美容室 恵び寿屋菓子店 に 仁井田 根本商店 理容アンドウ

ローソン須賀川卸町店 隆盛堂調剤薬局 ㈲小林燃料店 桑名屋菓子店 前田川 御食事処　美濃

共同ガス㈱ 須田商店 鈴木青果店 増子商店 み 宮先町 (資)大六酒店

大桑原 ㈱JAサービス夢みなみ ヘアサロン  マチダ カメラのフシキ 根本理美容院 ㈲佐藤酒店

大袋町 ダイユーエイト須賀川西店 ㈲関根ふとん店 ㈱トラべックス しのぶ食堂 ㈲石堂時計店

大垣電気商会 ㈲阿武隈時報社 た 大黒町 理容ちか 西の内町 きいぷる美容室 ㈲カラサワ

大町 ㈲やまのい精肉店 向陽町 ブイチェーン向陽町店 平山魚店 ㈲ラピタ・コーポレーション ㈱ホテル虎屋

理容モリオ 小作田 ㈲川東寿司幸 大黒町 ㈱岩瀬タクシー 西川町 ㈱亀饅 ㈲八木屋園茶店

小林生花店 柳屋商店 舘ケ岡 佐川商店 そば処  いげた ㈲吉勝呉服店

千成菓子店 小倉屋魚店 大竹商店㈱ マルイチ新つばさタクシー有限会社 ＣＤショップヨシグン

柳田タケシ美容室 ㈲カミガネ商店 館取町 写真の恭栄 野崎理容店 ㈱サトウスポーツ

オートランドとみなが 樫村石油店 ㈱舞木青果 西山寺町 コリトール 割烹　万松

菓子司　近江屋 みどりや商店 京都屋 セブンイレブン須賀川池ノ上店

(名)綿屋本店 Ｙショップ吉成商店 高久田境 ㈱サンドラッグ須賀川店 美容室  アトラス



＜令和4年度　須賀川市敬老祝商品券・温泉利用券共通券　取扱加盟店一覧表＞　☆所在地は五十音順で記載されております
○須賀川地域 ○長沼地域 ○岩瀬地域

所在地 事業所名 所在地 事業所名 所在地 事業所名 所在地 事業所名

み 南上町 ㈲共栄タクシー も 本町 ㈲フジ薬局 え 江花 美容室あみす い 今泉 矢部理美容室

我妻呉服店 ほっとみるく き 木之崎 阿部スーパー 川田商店

㈱カワチ薬品須賀川東店 北山設備工業㈱ セブンイレブン須賀川木之崎店 安藤理美容室

セブンイレブン須賀川南上町店 Ａｂｕｒａｙａ ㈲太田屋菓子店 寿志「観」

南町 ヘアーサロン　クロダ 井桁屋呉服店 し 志茂 ファミリーマート　長沼志茂店 う 梅田 会田商店

ヘアファッション・アイ ベーカリーカフェ　アンジュール アイランドネモト（アスク） お 大久保 ㈲くつわた商店

いちかわでんき 日本料理　利休 ブイチェーン　新長沼店（アスク） さろん・ど・ガレ

㈲内山食品店 や 山寺道 ㈲ヨシタワールドハウスクリーニング事業部 おしゃれプラザ　マルゼン（アスク） 阿部商店

相田商店 山寺町 須賀川観光タクシー㈲ サラダ館　日進屋（アスク） き 北横田 カットプラザニューマサカ

松宮(株) ヨークベニマル須賀川西店 ドラック・わち（アスク） は 柱田 セブンイレブン岩瀬柱田店

妙見 理容サカキエダ ㈲シューズランド ながぬま食堂　（アスク） ミキ美容室

須藤鍼灸院 あひるの洗たく屋さん　ヨークベニマル須賀川西店 家と体のリペア　（アスク） 千代乃や食堂

住吉燃料商店 アックス須賀川店 な 長沼 善方商店 富士美容室

緑町 リオン・ドール須賀川南店 ヘアー＆ネイル　ヌーヴェル まるまんストアー 畑田 ふかや精肉店
あひるの洗たく屋さん　リオン・ドール須賀川南店 えびや 柳沼豆腐店 も 守屋 矢部酒店

む 狸森 関根円吉商店 コーセーあしたば 松本精肉店

森建築 シノギ時計店 ㈲ちから寿し

も 守谷舘 ㈲渋川屋 美容室ステラ 松屋菓子店

菓子処  いわや あづま亭 冨田屋菓子店

森宿 ㈱アメ商百貨店 よ 吉美根 橋本商店 石井電器病院

㈱ヨシケイ福島 ろ 六郎兵衛 ヘアー＆メイク　アトリエ・マイルーム 長沼観光タクシー（資）

南電化サービス わ 和田 ふじや酒店 (合)一野屋商店

㈱アピックス 四季の郷　佐藤果樹園 寿屋豆富店

㈲わたなべ セブンイレブン須賀川衿先店 ㈲マシコ自動車工業

ツムラヤ電化 E・C・S(株) ㈲五十嵐商店

東日本環境企業組合 和田道 セブンイレブン須賀川和田道店 セブンイレブン須賀川長沼西店

㈱サンドラッグ須賀川森宿店 しのぶ菓子店 ほ 桙衝 渡部商店

レイマネクスト 大寿し ㈲円谷商店
クリーニングレイールフレスポ須賀川グリーンモール店 くるみの工房 堀込 ㈲柳沼商店

ヨークベニマル須賀川森宿店 西部ガスサービス㈱
合同会社サポートセンターみなみ ユミ美容室
セブンイレブン須賀川森宿安積田店 や 矢田野 辰巳屋商店
セブンイレブン須賀川森宿辰根沢店 よ 横田 池田商店

本町 ㈲鳥峰 あがつま菓子店

チャイニーズレストラン　トン珍

　

　

　

～1日入浴券対象施設～

※以下の施設で1日入浴券として利用できます。

※年末年始の休館や臨時の休館などがありますので

各施設に問い合わせのうえ、ご利用ください。

施設名 電話番号 定休日

9:30 ～ 20:30

10:00 ～ 16:00

9:00 ～ 21:00

11:00 ～ 16:30

10:00 ～ 21:00

（最終受付は16：00 まで）

76-2332

いわせ保健センター

（いわせ悠久の里）
66-1582

毎週月曜日

（月曜日が祝日の場合は翌日） （最終受付は20：00 まで）

市民温泉

毎週水曜日75-5531

いわせ老人福祉センター 65-2993
毎週月曜日

（月曜日が祝日の場合は翌日）

入浴時間

藤沼温泉やまゆり荘 67-3431
毎週火曜日

（火曜日が祝日の場合は翌日） （最終受付は20：00 まで）

（最終受付は15：30 まで）

毎週木曜日
（最終受付は20：00 まで）

老人福祉センター


