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取扱店名 住所 電話番号

味ざんまい　ひこばえ 二ツ井町字三千苅16-3 73-2300

吾妻寿司 二ツ井町字三千刈55-6 73-3053

安部生花店 二ツ井町字太田面20-6 71-1288

アルプス企画印刷 二ツ井町字三千刈94-1 73-6146

淡路板金工業所 二ツ井町字五千苅29-4 73-2935

五十嵐商店 二ツ井町字比井野65-1 73-2340

居酒屋　くつろぎ 二ツ井町字三千苅11-11 73-3860

居酒屋　まるよし 二ツ井町字三千刈4-19 73-3738

石田塗装 二ツ井町字荷上場字柳生111-4 090-8923-0697

伊藤謙商店 二ツ井町字荷上場字鍋良子出口104 73-2103

移動スーパー・買物代行畠山商店 二ツ井町字飛根字前田33-4 090-1938-2713

伊藤精肉店 二ツ井町字比井野93-3 73-2137

伊藤デンキ 二ツ井町字三千苅42-6 73-2604

いとく二ツ井ショッピングセンター 二ツ井町字中坪18-1 73-3113

ウ ウェーブ 二ツ井町字海道上70 73-5602

エ 越前谷タイヤ修理工場 二ツ井町字狐台122-8 73-3853

オ お食事処　花てい 二ツ井町字三千刈68-4 73-5015

カーズ 二ツ井町字狐台1-1 73-2311

金田医院 二ツ井町字比井野94 73-2511

菊東自動車整備 二ツ井町字槻ノ木32-1 73-4226

北星自動車整備工場 二ツ井町字中坪38-5 73-2596

キッチンめぐみ 二ツ井町字小繋字恋の沢53-3 73-5478

きみまち阪　壱ノ座 二ツ井町字小繋字泉20 73-3925

きみまち阪給油所 二ツ井町字小繋字恋の沢77-1 74-6266

クリーニングホームドライ　菅原店 二ツ井町下野川端29-5 73-4357

クリーニングホームドライ　二ツ井店 二ツ井町中坪14-1いとく二ツ井ショッピングセンター内 73-6711

こまがたや 二ツ井町字三千刈44-53 73-2038

コメリハード＆グリーン　二ツ井店 二ツ井町字道上中坪33-3 71-0107

小山油店　米代川給油所 二ツ井町字切石字館腰84 73-4645

桜庭商店 二ツ井町字三千苅6-6 73-3535

ささき理容所 二ツ井町字比井野114-1 73-5910

佐藤時計店 二ツ井町字三千苅5-37 73-2054

サトセ商店 二ツ井町字比井野18-4 73-2357

さぽーと白神 二ツ井町字梅内字様ノ下42-11 73-6213

サンユー自動車 二ツ井町字五千刈2-7 73-4337

シーガルジャパン二ツ井店 二ツ井町字三千刈44-7 73-2957

JAあきた白神　二ツ井給油所 二ツ井町字槻ノ木30-1 73-5112

茂内種苗二ツ井店舗 二ツ井町字三千刈44-30 73-4738

時報堂 二ツ井町字三千苅17-3 73-2525

雀水園 二ツ井町字比井野38 71-1234

Joy hair 優 二ツ井町字下野川端63-3 73-4653

神丹精肉店 二ツ井町字三千苅10-1 73-2707

神馬陶器店 二ツ井町字比井野103-3 73-2249

スナック　ギァザー 二ツ井町字三千苅63-27 73-2975

スナック　グレース 二ツ井町字太田面1-6 -
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スナック　紅バラ 二ツ井町字三千刈14-8 73-2893

スナックニューラヴ 二ツ井町字三千刈63-24 73-5200

第一観光バス 二ツ井町字海道上100-1 73-3200

大熊屋 二ツ井町字下野家後20-1 73-2452

だいこん亭 二ツ井町字三千刈80-6 73-5327

大翔運輸 二ツ井町字仁鮒字中台121-1 73-4990

泰心堂薬局 二ツ井町字三千刈40-1 73-2703

髙橋商店 二ツ井町字下野家後120-5 73-2958

タグチ理容室 二ツ井町字比井野70 73-3647

チ 千葉電機工業 二ツ井町字山根3-10 73-2127

土田農場 二ツ井町字飛根字富田315 75-2326

鶴善 二ツ井町字三千刈63-20 73-5002

ツルハドラッグ　二ツ井店 二ツ井町字三千刈93-2 71-0545

テ 天神工房 二ツ井町字小繋字天神道上38-1 88-8815

東北印刷 二ツ井町字三千苅70-1 73-2647

土地家屋調査士コニシ登記測量事務所 二ツ井町字仁鮒字大川反93-1 73-2265

ドリームズハウス 二ツ井町字山根3-1 74-7414

トリミングサロン　ドッグクラフト 二ツ井町字三千刈41-1 57-4226

ナイトスポットマイウェイ 二ツ井町字三千刈64-3 73-2517

中西鉄工 二ツ井町字槻ノ木20 73-5531

成金金物店 二ツ井町字下野家後32-3 73-3327

ナリタ写真店 二ツ井町字三千刈55-5 73-4352

成田葬儀社 二ツ井町字三千刈44-14 73-2737

ニ 新川写真館 二ツ井町字下野家後127-1 73-2854

ノア美容室 二ツ井町字三千刈44-28 73-5433

野久商店 二ツ井町字比井野121 73-2527

畠山書店 二ツ井町字太田面24-2 73-2019

ハテナ倶楽部 二ツ井町字三千刈60-2 73-3363

花のなりた 二ツ井町字三千刈44-14 73-2737

原田屋 二ツ井町字上山崎1-8 88-8717

ひいの薬局 二ツ井町字比井野92 73-6011

寿晴ラーメン 二ツ井町字飛根字新大林320 75-2333

美容室　ぱぁまやさん 二ツ井町字海道上72-2 73-4518

美容室アコ　二ツ井店 二ツ井町字五千刈45-9 73-2577

美容室ヤマネ 二ツ井町字三千刈79-2 73-6077

ファミリーマート　秋田二ツ井店 二ツ井町字小槻ノ木9 71-1466

フィールアップ 二ツ井町字三千刈63-3 73-5881

フードショップやすい 二ツ井町字太田面17-4 73-4540

福岡種苗 二ツ井町字比井野34 73-4764

福嶋自転車店 二ツ井町字下野家後127-11 73-2131

二ツ井車体 二ツ井町字槻ノ木20 73-4043

二ツ井町観光協会 二ツ井町字小繋字泉98-1 73-5075

ヘア・ステージ　パステル 二ツ井町字太田面1-15 73-3304

Hair Labo SUNS 二ツ井町字比井野70 74-6368

ベル二ツ井店 二ツ井町字塚台34 73-5060
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ヘ 便利屋ハイハイネット 二ツ井町字薄井35 73-6678

ホ 細川商店 二ツ井町字比井野94-1 73-2029

まさる建装 二ツ井町字滑良子川端40-72 090-8920-4196

ママ号クリーニング二ツ井店 二ツ井町字比井野38 71-1234

丸富スーパー 二ツ井町字飛根字富根136-4 75-2026

丸山自動車整備工場 二ツ井町字太田面10-1 73-4220

三國屋 二ツ井町字比井野99 73-2222

道の駅ふたつい 二ツ井町字小繋字泉51 74-5118

モ 森田製麺所 二ツ井町字比井野93-5 73-2136

薬王堂能代二ツ井店 二ツ井町字道上中坪32-1 74-6570

安井整骨院 二ツ井町字三千刈96-2 88-8613

やすとく 二ツ井町字三千刈89-11 73-2624

山一興業自動車整備工場 二ツ井町字上野87-6 73-2581

山一興業二ツ井給油所 二ツ井町字上野87-2 73-2414

山田プロパン販売所 二ツ井町字比井野43-1 73-2754

山根自動車整備工場 二ツ井町字山根3-5 73-2139

ユ ゆたか理容所 二ツ井町字三千刈11-1 73-3933

洋服衣院ミミ 二ツ井町字下野家後15 73-4009

横山整骨院 二ツ井町字五千刈59-2 73-5234

吉岡商店 二ツ井町字仁鮒字大川反81 73-2516

ラ らあめん大将 二ツ井町字塚の台54-1 73-2833

レストラン真珠 二ツ井町字三千苅6-1 73-2010

レストラン山の上 二ツ井町字切石字八木山44-1 71-1106

ロ ローソン二ツ井店 二ツ井町字三千刈85-1 73-5663

ワ わか杉の郷 二ツ井町仁鮒字家後34-3 71-1515
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