
　

順不同

事業所名 住所 TEL 業種 区分 ひとこと・イチオシなど

㈱永岡温泉夢の湯 永沢石持沢6-284 44-3420 温泉　旅館 宿泊 源泉かけながしの湯　毎分720リットルの豊富な湯量

千貫石温泉湯元東館 西根二枚橋5-1 43-3300 温泉　旅館 宿泊
循環なし。源泉かけ流しの温泉と美味しいお料理を堪能
して下さい。

みどりの郷㈱ 永栄上宿26-3 44-2131 温泉　ホテル 宿泊
BBQ・いちご狩り・スケート・温泉など　三世代が笑顔
になれるリゾートホテル

金ケ崎温泉駒子の湯 西根和光544-1 43-2227 日帰り温泉 サービス 源泉かけ流し温泉が楽しめる駒子の湯です。

寿司誠 西根杉土手11-1 42-2120 寿司 飲食 駅前すぐの店で寿司店です。皆さまいらして下さい。

髙砂食堂 西根本町96 42-2046 食堂・居酒屋 飲食
黄色いカレーライスから刺身、アジのなめろう、〆サバ
etcおすすめです。

ワークステーションかねがさき 西根南羽沢43 44-5175 食堂 飲食

鈴美食堂 三ケ尻勘九郎東4-2 44-3345 食堂 飲食

まるみドライブイン 西根二の台80 44-2011 レストラン 飲食

侍屋敷　大松沢家 西根達小路2-2 080-5552-2071 レストラン 飲食 江戸時代から続く築山の庭園を眺めながらお食事を

味の店　鎌田ガーデン 西根鎌田41-12 44-2514 レストラン 飲食

和風レストラン星萬 西根町裏28-4 42-3155 レストラン 飲食

レストラン　コレット 西根二ノ台84-3 44-3923 レストラン 飲食 ランチ

和洋食道Ｅｃｒｕ 西根六軒丁2 34-3008 レストラン 飲食 伊東家侍住宅で素材を生かしたメニューが味わえます

トラットリア　プリミ 西根二ノ台80-13 47-6633 イタリア料理 飲食 ワインと食事が楽しめます

㈲盛絽屋 西根古寺100-2 44-2777 そば店 飲食 そば打ちは自粛しません！！

宝介　金ケ崎店 西根本宮後15 47-5388 ラーメン 飲食
ニラ南蛮らーめん、ミソ豚骨らーめん（ランチタイムは
ライス、キムチ無料です）

カウベル 西根吉田沢1-188 43-2570 ジェラート 飲食
地元産の牛乳を使ったチーズとジェラート、素材の味を
生かした優しい味わい

こびる家 三ケ尻勘九郎東3-2 070-5097-5367 菓子など 飲食 冷やしたいやき（キンキンに凍っています）

SUGOSU　HITOTOKI 西根古寺133-1 080-6294-5327 カフェ 飲食 雑貨や野菜も販売しています。

yip's cafe availla 三ケ尻荒巻横道上20-1 34-2626 カフェ 飲食 わんちゃんも一緒に入れるカフェです。

髙砂家 西根町裏１０-１ 42-3746 居酒屋 飲食 ご家族でぞうど！！

D.e.A.r 西根舞田31-1 42-2171 スナック 飲食 ぜひ飲みにいらしてください。

カラオケスナック伸華 西根矢来32-2 42-4330 スナック 飲食 年中無休で昼からカラオケ飲食できます。

丸萬 西根本町55 42-3046 料亭 飲食

㈲光タクシー 西根町裏72-2 42-5522 タクシー サービス

㈱北都交通 西根矢来3-2 42-2162 タクシー サービス

ENEOS丸善商店永沢給油所 永沢関田前26-2 44-4125 ガソリンスタンド サービス 草刈機用チップソー「好評」販売中

㈲小沢商店 西根新田5 44-4568
酒類販売
ガソリンスタンド サービス

㈱JA岩手ふるさと協同サービス
セルフ荒巻

三ケ尻南荒巻２−１ 44-2173 ガソリンスタンド サービス

㈱田口商店 六原東町360 44-3326 石油製品 サービス

㈲クイチロー石油 西根中江甫25-5 42-3212 石油製品 サービス

㈲胆江ホンダ 西根餅田21-2 44-3949 自動車販売整備 サービス
安全・安心はもちろん　おもいやりのある整備を心がけ
ております。

㈲カーセンター車堂 西根古寺96-1 44-5131 自動車販売整備 サービス

㈲ボデーショップ金ケ崎 西根南羽沢77－12 44-5162 自動車販売整備 サービス

がんばれ！！金ケ崎町応援プレミアム商品券　取扱店　2020年6月26日時点

■共通券（黄色）・中小店応援券（青色）取扱店

　　　googleマップからもご確認できます→



及川輪店 西根本町112-1 42-3020
自転車
バイク販売修理 サービス

佐々木輪業 西根中江甫63 42-2304
自転車
バイク販売修理 サービス

岩手金ケ崎ガス㈱ 西根町裏45-1 42-3451 ガス サービス

日進商会 三ケ尻中の町2-2 44-4963
工作機械
部品　工具

サービス Vベルト・ベアリング等各種取り揃えております。

㈲森幸商会 西根町裏22-1 42-4531 葬祭業 サービス

金ケ崎葬儀社髙橋店 西根本町33 42-5352 葬祭業 サービス

㈱衛生管理センター 西根西地蔵野10-4 44-2056 廃棄物収集 サービス これからの季節”芳香脱臭剤、不快な害虫に”サナ・イッパツ”

光影社 西根本町72 42-3012 写真サービス サービス

フォトスタジオ光影社 西根本宮後13-2 42-0200 写真サービス サービス

金ケ崎建築設計舎 永沢北清水59-6 44-3162 建築設計 サービス

㈲金ケ崎印刷 西根西地蔵野38-9 44-5485 印刷 サービス

フルールきくや
イオンSuC金ケ崎店

イオンスーパーセンター
金ケ崎店内 56-7561 菓子 食料品

㈲かぎや菓子舗 ビッグハウス金ケ崎店内 41-1085 菓子 食料品
この時期さわやかなレモンケーキやゼリー等がおすすめ
です。

千田醤油店 西根本町18-2 42-2517 みそ・しょう油 食料品 天然手造り味噌とそれを利用したしそ巻味噌が好評

及定商店 西根新田17-1 44-3364
生鮮食料品
仕出し、移動販売 食料品 四季の旬の魚を提供

後藤商店 六原南長根14-27 43-2712 生鮮食料品 食料品

松本武美商店 永沢関田前29-5 44-2216 生鮮食料品 食料品

斉藤精肉店 西根二の台80 44-2011 精肉 食料品

かみしも結いの会 西根本町85 42-3303 野菜・菓子 食料品 新鮮な朝どり野菜を販売しております。

六原産直組合 六原二の町表215-1 43-3201 野菜ほか 食料品

産直かねがさき 西根前野253-3 44-531 野菜ほか 食料品

小野寺辰巳商店 西根本町31-1 42-2203 酒類 食料品

(一財)金ケ崎町産業開発公社 西根南町22-1 47-3115 乾麺ほか 食料品
アスパラキャラクターグッズや金ケ崎町産ひとめぼれを使用
した米粉麺など金ケ崎町の特産品を販売しています！

zakka+cafe KICHI. 三ケ尻荒巻横道上80 47-5514 雑貨・カフェ 生活全般
おしゃれな雑貨から洋服に至るまで幅広い商品を取り揃
えております。

ブティックCALDOLO 西根町裏31-5 42-2077 婦人服 生活全般

㈲菊地分店 西根本町88 42-2606 衣料品 生活全般 学生服、洋服、郷土芸能用品を扱っています

田中屋呉服店 西根本町34-1 42-2516 衣料品 生活全般 金ケ崎中学校スポーツウエア取扱店

マルキク 西根本町17 42-2456 衣料品 生活全般 お洋服をみながら、お茶飲みしましょう。

制服のキクエ 西根杉土手22-3 42-3362 制服販売 生活全般 ネーム刺繍、ネーム入れかえは、なる早でがんばります。

ツクシ美容室 西根本町79 42-3255 理美容業 生活全般

ヘアーステーションあけぼの 西根町裏41-1 42-2748 理美容業 生活全般

美肌美人リアル 西根町裏41-1 42-2748 理美容業 生活全般

美容室･理容室アレス 西根本宮後13-6 44-4420 理美容業 生活全般

理容コアラセ 西根杉土手18-2 42-3410 理美容業 生活全般

Hair Salon Allons-y 西根杉ノ崎47-5 44-3585 理美容業 生活全般 マンツーマンで丁寧な仕事を心掛けてます。

ピリカ美容室 西根本町106-1 42-4061 理美容業 生活全般 よりかわいらしく　より美しくより若く　より笑顔で。

たかはし美容室 永沢橋本後2 44-2150 理美容業 生活全般

チェリー美容室 西根町裏23-3 42-5033 理美容業 生活全般

ゆうこ美容室 西根荒巻3-1 44-5045 理美容業 生活全般

やきもの工房コシカ 西根花舘6 080-1692-3818 窯業 生活全般
陶芸教室、草木染めなどの体験も出来ます。アマビエお
守りもあります。



つるやクリーニング 西根町裏１１－１０ 42-2389 クリーニング業 生活全般

㈲グリーンサポート 西根錦18-2 43-3055 クリーニング業 生活全般

ヨコミチスポーツ 西根前野218-1 44-2524 スポーツ用品 生活全般 NIKEランニング

佐藤整骨院 西根本宮後13 44-3050 整骨院 生活全般
お身体のことなら、いやそれ以外のことでも何でもご相
談ください

ここから整骨院 三ケ尻勘九郎東24-1 31-1699 整骨院 生活全般

㈲後藤ラジオ 西根本町24 42-2826 家電販売 生活全般 どうぞお気軽にご利用下さい。

ELETEC 西根前村16 41-1950 家電販売 生活全般 エアコン販売取付工事致します。

六原電業㈱ 西根南荒巻76-3 44-3901 電気工事 生活全般

㈱丸一 西根谷来浦42-2 42-2131
新建材・住宅設備
機器販売・木材業 生活全般

住まいづくりをお手伝いして74年　住まいの「困った」
は「丸一」におまかせください。

髙橋浴槽店 西根町裏６３ 42-4265 住宅設備機器 生活全般

共和商事 西根本宮後23-5 44-4770 住宅設備機器 生活全般 家電のお困りごとは、お気軽に当店に、ご相談下さい。

㈲平畳店 西根町裏11-3 42-3213 畳 生活全般
畳だけでなく、ふすま、障子をはじめとしたリフォーム
全般を最適なプランでご提案させていただきます

江刺硝子店 西根餅田21-6 44-2318 サッシ・硝子 生活全般

㈲キリ美装 三ケ尻勘九郎東７５－２ 44-3021 看板・サイン 生活全般

㈲中林新聞店 西根南町30-19 42-2205 新聞販売 生活全般

岩手日報、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、胆江日日新聞、スポーツ
ニッポン、スポーツ報知、東京スポーツ、日経産業、日経流通、よみうりこ
ども新聞、よみうり中高生、毎日小学生、各業界紙、様々取り扱っておりま
す。

ASA金ケ崎 西根上餅田50 42-2004 新聞販売 生活全般
お試し読み（７日間無料）も出来ますので、気軽にお問
い合わせ下さい。

メルシー田中屋 西根本町80 42-2705 化粧品雑貨 生活全般
日々の生活を美しく、たおやかにをモットーにトータルファ
ションをめざしおしゃれな貴女をもっとステキに！！

金信金物店 西根谷来浦49-1 42-2049 金物 生活全般 刃物全般、塗料取扱っております。

藤光堂 西根本宮後13-4 44-5502
メガネ
時計・補聴器

生活全般
メガネ、時計、補聴器などの修理も取り扱っておりま
す。

㈱梅田商店販売 西根南羽沢77-7 44-5522 米・肥料 生活全般 お米は元気のエネルギー源です。

マルセン 西根下谷地25 44-4619
農薬肥料
米穀販売

生活全般

㈱板宮建設 西根矢来19 42-2225 建設業 生活全般
昨年岩手県から優良工事表彰をいただき、その中で代表
して、謝辞を岩手県へ行いました。

㈲共同産業 西根荒屋敷3-1 44-5533 建設業 生活全般

東北工業㈱ 西根諏訪小路17 42-3432 建設業 生活全般

㈲小沢興業 西根中稲沢２ 44-3682 建設業 生活全般

ファミリーマート金ケ崎六原店 六原穴持350-1 41-9127 コンビニ 生活全般

ファミリーマート金ケ崎三ヶ尻店 三ケ尻荒巻138-1 41-0755 コンビニ 生活全般

イオンスーパーセンター㈱金ケ崎店 三ケ尻荒巻165 41-0846 スーパー 大型店

ビッグハウス金ケ崎店 西根本宮後15 41-1980 スーパー 大型店

薬王堂　岩手金ケ崎店 西根寄添田3-1 34-1171 ドラッグストア 大型店
医薬品から食品まで、地域の皆様の美と健康と豊かなく
らしに貢献をモットーに営業しております。

薬王堂　岩手金ケ崎東店 西根杉土手68-1 34-1191 ドラッグストア 大型店

■共通券（黄色）のみ取り扱い


