
ながいのまちサポート商品券
長 井 の お 店 を 応 援！！

お問合せ 長井市地域づくり推進課　TEL 0238-87-0817

感染症の予防対策は万全に!

新型コロナウイルス感染拡大により、事業所、各家庭が影響を受けている
ことから、市内の消費需要の喚起を行い、市内経済の回復、市民の生活を
支援する為、「ながいのまちサポート商品券」を全市民にお配りします。市内
でのお食事やお買い物などにご利用ください（申請は必要ありません）

基準日（令和2年11月10日）時点で、住民基本台帳に記載された長井市民
※基準日以降に出産する予定で、かつ、基準日までに母子手帳の交付を
　受けた妊婦さんについては加算して配付いたします。

1人4,000円（500円×8枚綴り）　　　　　
裏面に記載されているお店でご利用できます。

令和2年11月24日火～令和3年1月31日日まで
※有効期限を過ぎるとご利用いただけません。

加盟店ポスターが掲示されているお店でご利用可能です。
最新の取扱い加盟店は長井商工会議所ホームページでご覧いただけます。
※取扱い加盟店は随時募集中です。　TEL 0238-84-5394

・新型コロナウイルス感染症に留意しながら、商品券のご利用をお願いいたします。
・この商品券はおつりがでません。
・この商品券は、換金性の高いもの（他の商品券、ビール券、図書券、プリペイドカード、切手
  印紙等、不動産や金融商品、たばこ、風営法第2条第5項に関するもの、国税、地方税や使用
  料などの公租公課）には使用できません。
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世帯主宛に世帯員分をまとめて郵送（11月24日より順次発送）
なお、全世帯に配達が概ね完了するまでに2週間程度要します。
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お問合せ先　　長井市地域づくり推進課　TEL 0238-87-0817

各種商品券、ビール券、図書券、プリペイドカード、切手
印紙等、不動産や金融商品、たばこ、風営法第2条第5項に
関するもの、国税、地方税や使用料などの租税公課
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ながいのまちサポート商品券　取扱加盟店一覧
所在をクリックすると

GoogleMAPにリンクします。
（50音順）

事業所名 所在 業種

㈱アイシステム・ビズ 幸町 総合事務機器販売

㈱アイデアのおもちゃ箱 高野町 菓子製造・キッチンカー販売

㈲葵　ヘアメイクストロー 小出 美容業

㈲葵　マリー美容室 栄町 美容業

㈱青木工務店 九野本 建築業

青木酒店 十日町 小売業(酒類）

赤頭巾 本町 飲食業

㈱朝日自動車工業 寺泉 自動車販売・修理・点検・保険

アトリエ・パッション 館町北 飲食業

あやめそば舟越 舟場 飲食業

アロマテラピーキフィ あら町 アロマテラピーサービス

イエローハット長井店 時庭 小売業(カー用品販売）

池田家本店 高野町 飲食業

居酒屋ダイニング　奏宴 本町 飲食業

居酒屋大龍 ままの上 飲食業

居酒屋竹とんぼ 本町 飲食業

居酒屋龍泉 片田町 飲食業

居酒屋わらじ 中道 飲食業

㈲いしだ自動車 時庭 自動車整備販売業

いちまたファッショナブルきもの あら町 着物他小物・レンタル

いちわ食堂 本町 飲食業

ウエルシア長井緑町店 緑町 ドラッグストア

ウエルシア長井本町店 本町 ドラッグストア

うさちゃんクリーニング　うめや長井北店 緑町 クリーニング業

うさちゃんクリーニング　うめや長井南店 館町南 クリーニング業

有頂天長井店 緑町 飲食業

ウッド工房gland 中道 木製雑貨販売

うなぎの華扇 東町 飲食業

㈲梅津陶器店 本町 陶磁器卸売業

梅村呉服店 本町 衣料品小売

うめやサンプラザ店 中道 スーパーマーケット

うめや長井北店 緑町 スーパーマーケット

うめや南店 館町南 スーパーマーケット

ENGINE 清水町 飲食業

㈲オオタケ装芸 十日町 一般建築塗装・各種看板・レーザー彫刻

㈲太田商事 十日町 一般給油所

㈲大場燃料店 館町南 燃料小売業

大番 栄町 飲食業

おしゃれハウスうめつ 四ツ谷 洋服・バック

お食事の店　来夢 館町北 飲食業

お茶のやまいち あら町 お茶の卸・小売

おもちゃのしぶや 館町南 玩具小売

おらんだ市場菜なポート 本町 小売業(直売所）

oleh-oleh 本町 飲食業

海鮮盛時 横町 飲食業

かく長蕎麦屋 大町 飲食業

COCKTAILBAR ROGER 本町 飲食業

影山麹店 館町北 製造業(味噌・麹・赤飯・餅・納豆）

㈲風間書店 十日町 書籍・文具小売

最終更新日2020/12/23
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https://goo.gl/maps/1SM5hvaRLvwjtxwf6
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菓子司　福田屋 草岡 菓子製造販売

菓匠庵　錦屋　長井店 あら町 和・洋菓子の販売

㈱カーショップ源 日の出町 自動車販売・修理

カットクラブ　タカセ 台町 理容業

カットサロン　スミヤ 大町 理容(フェイシャル等）

割烹寿司　紀もと 高野町 飲食業

割烹まるげん 今泉 飲食業

割烹・旅館とらや 大町 飲食・旅館

割烹料理　山志ん 館町北 飲食業

割烹レストラン　神戸 本町 飲食業

Café 山ノ下 栄町 飲食業

カラパラ長井店 本町 カラオケボックス

カワチ薬品　長井店 小出 小売業

カワムラ.外商 あら町 衣料品・寝具

菅製麩所 泉 食品製造・卸し・小売業

㈱菅野モータース 館町南 自動車販売・整備

菅輪店 泉 自転車・バイク販売修理

キクオ理容室 本町 理容業

きくち電器 五十川 家電品販売

㈱喜助 屋城町 石油類・小売販売

㈲杵屋長井店 あら町 菓子販売

喜美乃家 本町 飲食業

木村家本店 栄町 パン・菓子製造販売

魚味旬彩　金太郎 寺泉 飲食業

金栄堂 栄町 眼鏡・サングラス・補聴器販売

喰処　茶や 本町 飲食業

農事組合法人　草岡ハム加工組合 草岡 食肉製品製造業

くすりのエンゼル 館町南 薬小売

㈲クスリのサンコー 中道 薬店(医薬品・健康食品・日用品など)

工藤ガラス店 高野町 板ガラス・アルミサッシ等の加工販売

ぐりーんぐらでーしょん 本町 飲食・雑貨

黒獅子運転代行社 高野町 代行業

ケーズデンキ長井店 館町北 家電販売

化粧品の店シカマ 大町 化粧品、衣料小売

ココス長井店 栄町 ファミリーレストラン

コスメティックアズール 中道 化粧品小売業

コットンハウス.3.3 本町 手芸、生地

後藤屋肉店 大町 食肉販売

コピーセンタースズキ 平山 コピーサービス他

駒屋 本町 飲食業

コメリハードアンドグリーン長井店 小出 小売業(ホームセンター）

㈲近野デンキ 今泉 家電販売

コンノ美容室 栄町 美容業

サイクランド松永 台町 自転車販売修理

サイクルショップ佐藤 上伊佐沢 自転車・バイク販売修理

坂野昆布巻屋 ままの上 惣菜製造・販売

ささがわ鍼灸整骨院 台町 整体施術

さつき美容室 高野町 美容業

㈲三愛エナジー 歌丸 燃料販売業

㈱サン十字長井支店 栄町 福祉用具・介護用品の販売
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㈱サンデー長井店 九野本字舘野 小売販売業(日用品・生活雑貨等販売

㈱三陽商店 清水町 酒類・剣道具・小売業

塩原屋長井バイパス給油所 東町 ガソリンスタンド・灯油販売

㈱四釜サッシセンター 四ッ谷 サッシ・ガラス・住宅機器販売

㈱四釜商会 ままの上 ガソリンスタンド

合資会社志村商店 新町 食品小売業

シャトレーゼ山形長井店 東町 菓子製造販売

じゅえる 本町 飲食業

酒楽 栄町 飲食業

旬味処　いざ 高野町 飲食業

昭和ホルモン亭長井店 あら町 飲食業

白井時計眼鏡店 十日町 時計・眼鏡小売業

㈱白鷹タクシー 十日町 タクシー業

新生代行社 ままの上 運転代行業

Ⓐ新来軒 あら町 飲食業

末広 館町南 小売業

㈲すしてつ 高野町 飲食業

鮨と季節の味きらく 館町南 飲食業

㋟鈴木商店 台町 灯油・飼料・肥料小売業

鈴木時計店 あら町 時計他小売業

鈴音 本町 飲食業

スタジオながい 高野町 写真撮影業

須藤米店 高野町 小売・米飯類販売業

スナック樹 本町 飲食業

スナック　メロディー 本町 飲食業

スナックちょっと 本町 飲食業

スナック花園 高野町 飲食業

㈲すぽーつ品ミヤカワ あら町 スポーツ用品小売業

セカイスケッチコーヒー 本町 飲食業

創作きもの.帯　かがや 本町 京呉服(きもの・帯・小物(バック・ぞうり）他）

so-bar水杜里 中道 飲食業

ソック㈱ 栄町 小売業

そば処　丸万 本町 飲食業

㈲そばのはせ川屋 泉 飲食業

㈲大千醤油店 成田 しょうゆ・みそ・つゆ・つけもの製造販売

Dining Bar Retreat 本町 飲食業

タイヤセレクト長井 緑町 カー用品販売

㈱タイラ設備 台町 建設業

たかさか食堂 九野本 飲食業

高世建築二級設計事務所 平山 建設業

高橋時計店 高野町 小売業(メガネ・補聴器・時計・宝飾）

多賀屋安達商店 五十川 小売業

㈱タスパークホテル 館町北 総合ホテル業

㈲タナカ　タナカ塗料店 四ッ谷 塗装・屋上防水・看板施工・塗料販売

田中魚店 寺泉 小売業

㈱太丸モータース 屋代町 自動車販売・整備

㈱中央会館　居酒屋喰楽酒喜 栄町 料理店・居酒屋

㈱中央タクシー 栄町 タクシー業

つがわや商店 ままの上 酒類・青果食品・たばこ小売業

ツルハドラッグ長井北店 大町 ドラッグストア

最終更新日2020/12/23
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https://goo.gl/maps/UUBRNQvwohdjLFFB6
https://goo.gl/maps/uMEcSvXZGKCkNtuN7
https://goo.gl/maps/uexhANKZQa1nxMEx8
https://goo.gl/maps/LsyThhNXAVbRpisU6
https://goo.gl/maps/mzcZzQEV27SfbnbKA
https://goo.gl/maps/H8MLUmdhDeVDhF8U9
https://goo.gl/maps/y9rgGuFMckDNavah8
https://goo.gl/maps/d5yH5UhbWweLsAqWA
https://goo.gl/maps/Yq5Z5qQSxHRTp9ZXA
https://goo.gl/maps/wMJrJKaoimsfnvjf6
https://goo.gl/maps/TYQwZyHKoeHkXoP87
https://goo.gl/maps/QNkZTRq3bE8dG8Sm6
https://goo.gl/maps/EYZ9ovR9keDHNkFz8
https://goo.gl/maps/LK33pouJiQb7M9599
https://goo.gl/maps/SDGeLWowmFkSfAndA
https://goo.gl/maps/LMvaDJsUpdtTCakV6
https://goo.gl/maps/ve2UwHySKMGHFtnV8
https://goo.gl/maps/yCD4pE6ebUQHaFxZ8
https://goo.gl/maps/jKBqFMHtWSZUDZPU7
https://g.page/SekaisketchCoffee?share
https://goo.gl/maps/hhycPG1G3FjFcnje9
https://goo.gl/maps/5m2Zv5UuMgYt6fBp8
https://goo.gl/maps/Kh7qAxLnh2mCQkJP8
https://goo.gl/maps/Tx3YAzw5gUDEsv2A8
https://goo.gl/maps/QaduEAtmq5uFgaa26
https://goo.gl/maps/XpBUnnmev6foK5M69
https://g.page/diningbarretreat?share
https://goo.gl/maps/YeYB3wNxhuWAW1cT8
https://goo.gl/maps/6wsEHb8qRjS7N4eH8
https://goo.gl/maps/Ux94vrh7oJr7urCZ8
https://g.page/daikusan?share
https://goo.gl/maps/unmzje8fFFeJo7pP8
https://goo.gl/maps/iNoXvpfZHMUCAU2h8
https://goo.gl/maps/JiAc6jDmd4Fr11r77
https://goo.gl/maps/6CdchpfR2TmQ43Eh6
https://goo.gl/maps/eQ7FuG7yFkHaTMTM7
https://goo.gl/maps/ehV9jQJqyebuhLqw5
https://goo.gl/maps/sbnNKsBSCK68NEDX7
https://goo.gl/maps/WAAUU827KyzKgD8u5
https://goo.gl/maps/vobLsVbPJUinfSKNA
https://goo.gl/maps/LAzDBzi6vHyv2d2W9
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ツルハドラッグ長井店 小出 ドラッグストア

ツルハドラッグ長井中道店 中道 ドラッグストア

手打ちそば　蔵高宿 中伊佐沢 飲食業

テクニカルショップタカハシ 九野本 自動車販売・整備

寺嶋酒造本舗 寺泉 酒造業

㈱電化生活館長井店 東町 家電販売

桃華楼支店 中道 飲食業

桃華楼本店 大町 飲食業

東京靴流通センター長井店 館町南 靴小売

Tｒuｓｔ～ｈｏｌｉｓｔｉｃ　aroma　beauty～ 館町南 美容業

ドラッグヤマザワ長井店 館町南 ドラッグストア

DOREMI 本町 飲食業

長井交通㈱ 高野町 一般乗用旅客運送業(タクシー・代行）

長井石油㈱十日町・駅前店 十日町 石油類販売(ガソリンスタンド）

長井プロパンガス販売所 十日町 ＬＰガス・灯油販売

㈱長井理研 音楽アズム舘 小出 楽器店

㈲ナックチェーン 高野町 家電小売・及び電気工事

菜の花の村未来づくりの会 草岡 キラリボシの菜の花油の販売

合資会社　鍋屋本店 十日町 家庭器物・建築資材

肉匠えんどう 小出 食肉販売

肉の大場 九野本 小売業

㈲日進堂 成田 菓子製造販売業

HEART BEAT 本町 飲食業

ハイらーめんデス長井バイパス店 館町北 飲食業

はぎ苑・はぎ乃湯・多夢炉 成田 旅館

はぎスタジオ 十日町 写真サービス業

白山堂芳賀 館町南 和菓子販売

八文字屋長井店 小出館西 書籍・雑誌・文具・CD・小売

㈲花ショップポピー 成田 生花小売

花のササキ 大町 生花小売

花の店文化園 台町 生花小売

馬肉支那そば　まる久 五十川 飲食業

早川米穀店 新町 小売店(お米の販売）

パラディース 本町 飲食業

はる寿司 舟場 飲食業

春まちカフェ 栄町 飲食業

ピザテンフォー長井店 十日町 ピザ宅配・お持ち帰り

びっくり市長井店 小出字舘西 小売業

ビューティーサロンタエコ 歌丸 美容(美容一般）業

美容室　アプレ あら町 美容業

美容室　Hot　Cream 九野本 美容業

㈲平田海産物店 ままの上 食品小売業(鮮魚・惣菜他）

ふぁっしょんすぺーすサドヤ 本町 衣料品小売

ファッションセンターしまむら 小出 衣料品販売

ファッションハウス　たかとく 高野町 婦人衣料・化粧品

ファッションハウスすみや長井店 館町南 衣料品小売業

ファミリーマート長井九野本店 九野本 コンビニエンスストア

ファミリーマート長井警察署通り店 小出字舘西 コンビニエンスストア

フィットネスクラブオフスクエア 館町北 スポーツクラブ

㈲藤川スタジオ 四ッ谷 写真業

最終更新日2020/12/23

https://goo.gl/maps/TMwwJMPQTkLy7Dmf7
https://goo.gl/maps/cG9MNPD6NW6mM2cB7
https://goo.gl/maps/ScFAMYxBsjt53mCFA
https://goo.gl/maps/kRAEUu9B6cNehv2s9
https://goo.gl/maps/JfGYXfibuyeonw3A7
https://goo.gl/maps/EiqEdBAa74RZY49Y7
https://goo.gl/maps/eCZn2hgqz7LFDcNx9
https://goo.gl/maps/JGUfJAqKnmGLKe8X7
https://goo.gl/maps/c5LUb4E5zQyWgPnz6
https://goo.gl/maps/bLazgVb4zrt4Z3fY8
https://goo.gl/maps/J8PVD7YYapJdNuWD8
https://goo.gl/maps/8ZnucwybFqRtJLs79
https://goo.gl/maps/ZYbh6Awi4xUmPawW8
https://goo.gl/maps/n4mRvrbzR1RUYYf7A
https://goo.gl/maps/8kZkQiNATdbTs8Ex7
https://goo.gl/maps/6ZS84jiEWtzFyfUr8
https://goo.gl/maps/rBKzoUo7xRQJjRkT8
https://goo.gl/maps/kqycaWNMspBbDJKY9
https://goo.gl/maps/4zLxxcTAC3d38iCb6
https://goo.gl/maps/iW8VRPacchf4Ec2w6
https://goo.gl/maps/9WD3dUwZ72SXnhD26
https://goo.gl/maps/oxUK7gFctjABPao26
https://goo.gl/maps/qMN7mcddXyHYrFUw9
https://goo.gl/maps/1kjiJonpnGEpZBuo6
https://goo.gl/maps/xMiWQZiKUuS52A7CA
https://goo.gl/maps/yQs6rcjn5asZQG3c6
https://goo.gl/maps/G1UNsQGzV2aAsJwm8
https://goo.gl/maps/5Tn1EwpaZjaQtXmeA
https://goo.gl/maps/x5h7VyEsDgqiihp2A
https://goo.gl/maps/gCErKMB6HWiZackY6
https://goo.gl/maps/fACnRdQdVVDXwHVU9
https://goo.gl/maps/KowmaBMs592UMwa76
https://goo.gl/maps/qXcLubrUaKknH9HY6
https://goo.gl/maps/ahxfaDBNNf5FBtEt7
https://goo.gl/maps/xqK78E5md8aDyzQx8
https://goo.gl/maps/gcD28dFpn4YYzXiK8
https://goo.gl/maps/sN3xbt2NYht4uUYk8
https://goo.gl/maps/mmg9qyCzxanLveSg9
https://goo.gl/maps/3DmX7vKPMuwNTrcR6
https://goo.gl/maps/ouWPp8yNfd4WX5FNA
https://goo.gl/maps/8kr7jecyana9GEXb7
https://goo.gl/maps/r1GEw2HXFK2yyTPd7
https://goo.gl/maps/jhg33UHCwULFUH5o7
https://goo.gl/maps/UcsBqu3DpnRC7SsAA
https://goo.gl/maps/UEZ1uTrmaABw6VM96
https://goo.gl/maps/wiVUSDcN3s7mabrp7
https://goo.gl/maps/W9Rvbuv1773cXcxw9
https://goo.gl/maps/PuvAhVaand8vefbN7
https://goo.gl/maps/aJTM3rYQE9rz7gHn6
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フジ装建 本町 内装業

㈲二ツ橋商店 ままの上 燃料販売・住宅設備工事

㈲双葉電機商会　フタバ長井店 東町 家電製品販売

㈲ふとんの竹田 本町 寝具店

㈱ブランドォレ 十日町 菓子製造・販売

フロントライン 泉 車用品販売

ヘアーショップ　エル 草岡 美容業

ヘア＆リラクゼーション　KoMaTsu 四ツ谷 理容業

ヘアステージエル 中道 美容一般

ヘアスペースEzen(笑然） 今泉 理容業

平和堂薬房 成田 医薬品小売り

㈱ベルティーサイトウ　 本町 宝飾・時計・眼鏡・補聴器小売

豊饒 ままの上 飲食業(居酒屋）

貿上醤油店 横町 醬油味噌製造販売

ほ～ぷうんてん代行社 花作 運転代行業

ホームセンタームサシ長井店 館町南 小売業

ホットサンドのピッグ　PIG 舟場 飲食業

㈱マツキコーポレーション 九野本 廃棄物収集運搬他

松屋菓子店 台町 菓子製造小売

マツヤデンキ長井店 緑町 家電販売

㊀鈴木薬局 本町 薬局(調剤併設相談薬局）

丸川精肉店 清水町 食肉販売

㈲まるきち酒店 館町北 酒類・食品小売業

㈲丸鈴商店 中道 燃料小売

まるはち酒店 横町 酒類小売

㈲マルブン商店 泉 食品販売

㈲萬寿屋 館町北 だんご・餅菓子・お赤飯・五目ぶかし・その他

(資）三浦屋書店 本町 小売業

㈱ミキプロセス 森 印刷業

ミスタータイヤマン長井店 館町南 タイヤ販売

道の駅川のみなと長井 東町 小売業(産直・土産品販売）

㈲ミニマックス（ペレットマン長井） 小出 通信機器等の販売・工事及びペレットストーブ・木質燃料等

ムスメヤ花店 栄町 生花小売

メガネ補聴器　さとう屋 館町北 メガネ・補聴器小売業

MANY’S CAFÉ ままの上 飲食業

めん蔵長井店 館町南 飲食業

麺や貴伝長井店 台町 飲食業

森永牛乳成田販売所 成田 乳類販売

やき肉黒獅子 成田 飲食業

焼肉ダイニングりんご苑長井店 館町南 飲食業

焼肉頓珍館 館町南 飲食業

焼肉はしもと 舟場 飲食業

㈱薬王堂長井九野本店 九野本字左実 ドラッグストア

㈱薬王堂 長井十日町店 十日町 ドラッグストア

山形鉄道㈱ 栄町 鉄道業

山形屋やじろべえ 本町 飲食業

やまぐちファミリーサロン 上伊佐沢 理美容業

㈱ヤマザワ長井店 館町南 スーパーマーケット

㈱ヤマダ電機 館町南 小売業

山塗 小出 建築塗装

最終更新日2020/12/23

https://goo.gl/maps/p1DzDLeUMNbevJd96
https://goo.gl/maps/uxD2yixT62P7U5ey6
https://goo.gl/maps/W3McS5vMW29UNwut5
https://goo.gl/maps/7kpiuB9owph7yhMU6
https://goo.gl/maps/qjwkJ1nrDhBqzVBm6
https://goo.gl/maps/6XEWCUz2QmhaL26Q7
https://goo.gl/maps/WmkXJJyitMngf9z58
https://goo.gl/maps/xBdbw5c1QpNCDw8N6
https://goo.gl/maps/6T5fYMvGBai2hyju7
https://goo.gl/maps/Kz4LTKH7KiPjcy3G6
https://goo.gl/maps/tpTWEaTYhBAR8uJd7
https://g.page/vertysaito_nagai?share
https://goo.gl/maps/7khzVzwCj5R4XPys9
https://goo.gl/maps/gSUAKMULYaN34SZZ6
https://goo.gl/maps/WE4hSYSZGXrYR4ab6
https://goo.gl/maps/3kBrVDxk5u5QdhBr9
https://goo.gl/maps/4c8uoFqKMRqn6bL18
https://goo.gl/maps/hztUaeW7dtn13QwAA
https://goo.gl/maps/5kT3Mbv8pQ3Wz3QY7
https://goo.gl/maps/65c5hZwAA9K2Wk6x6
https://goo.gl/maps/Fs7vVRD2pitYDuha7
https://goo.gl/maps/1KUrSVKjUSutZFV38
https://goo.gl/maps/QJjrUwyj1M3zi7tv5
https://goo.gl/maps/EYH3Zq96PeKMSacNA
https://goo.gl/maps/QvQrdaE1D3pKyH8h6
https://goo.gl/maps/KmnutwhxXtnEhq5K8
https://goo.gl/maps/XiHjVcR46eRGiAWz8
https://goo.gl/maps/UVudcEaxqBbSupfeA
https://goo.gl/maps/YXgqLQv3YXx2B2eP8
https://goo.gl/maps/sBxHD9NHnnLSHMjp8
https://goo.gl/maps/6yRBndp131RRr8TS9
https://goo.gl/maps/ULqRvhAhAFFAWt7H9
https://goo.gl/maps/2scdF1zNVbxA95r36
https://goo.gl/maps/Jm7SHDz8KMb9ReAJA
https://goo.gl/maps/xqGiq1FCFutQ56Cy6
https://goo.gl/maps/1s6RfWUXvw1UGkzA6
https://goo.gl/maps/zg7ifjjJ7Vz9e2WC8
https://goo.gl/maps/Utfp9YhvizPExz3r9
https://goo.gl/maps/61rj1Z9Cg53ftVb87
https://goo.gl/maps/eANFSrNF8hnPc9V26
https://goo.gl/maps/5LJ2aTvpRvAMYw1b7
https://goo.gl/maps/wUZDha1eFF3jiFsEA
https://goo.gl/maps/17wWYqtb5Lb6Yvoa9
https://goo.gl/maps/QZ8GXBWbWNKPVnzSA
https://goo.gl/maps/xKW2cCtGZ1eCbyeD9
https://goo.gl/maps/HTo7Wt5dNHvjWoU87
https://goo.gl/maps/xJXFBCWcWw6xrSEP6
https://goo.gl/maps/vAFd97BVdfzjD5kc8
https://goo.gl/maps/bxXjdXpb4tVZANhq8
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大和屋 栄町 小売業

㈱結城酒店　長井店 十日町 酒類小売業

夢蔵 高野町 飲食業

㈱ヨークベニマル長井小出店 小出 食品販売小売業

夜汽車 高野町 飲食業

㈱横沢電器 あら町 家電販売

吉田カメラ長井店 本町 小売業

米沢牛　福昌 九野本 飲食業

ラーメン一番 新町 飲食業

拉麺　二段 神明町 飲食業

ラーメン園 九野本 飲食業

リサイクル推進グループ清流 草岡 清流せっけんの販売

理容マル茂稲垣 本町 理容一般・カツラ

ルイシャンタンウメムラ 本町 衣料品小売

レストランジュアン 館町南 飲食業

ローソン長井今泉店 今泉字山田 コンビニエンスストア

ローソン長井今泉南店 今泉字五反壱 コンビニエンスストア

ローソン長井市役所前店 ままの上 コンビニエンスストア

ローソン長井成田店 成田 コンビニエンスストア

ワークマン長井店 舟場 作業用品販売

Yショップ田中屋 時庭 一般小売業(ヤマザキショップ）

和菓子司　風林堂 本町 菓子製造小売

若月クリーニング 館町北 クリーニング一般

わこう庵 上伊佐沢 飲食業

ワタナベ理容室 四ッ谷 理容業

和風れすとらん八千代 中道 飲食業

和洋菓子ぷらぁじゅ風月 清水町 菓子製造小売業
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https://goo.gl/maps/xkRaXH1wUxKFQgq88
https://goo.gl/maps/X1fFMPKkzJQKwTD36
https://goo.gl/maps/1LG7K8Gt372G6jP87
https://goo.gl/maps/sbk3fzBWpPk3uxsY8
https://goo.gl/maps/upNp3KuXnQTEfkcf9
https://goo.gl/maps/2Kgff8bcpueuXMKa6
https://goo.gl/maps/wYEN4ZjCfUswQ6yq5
https://goo.gl/maps/BYf2h4H9TY7kLqn7A
https://goo.gl/maps/Pf8iAWhNttPnxZm8A
https://goo.gl/maps/W85ibTbJmjzmwBT1A
https://goo.gl/maps/Q3d2wp6RRFFQnQeTA
https://goo.gl/maps/zi6BYT3L3xh7NQxr5
https://goo.gl/maps/jMSzo4sQjMmQ8pMT6
https://g.page/umemura?share
https://goo.gl/maps/iYoCEKEBekmkWDY97
https://goo.gl/maps/xA7d6wqb8E86DxeYA
https://goo.gl/maps/JCRgju9xuqnCk4xt8
https://goo.gl/maps/yTmsVFnwhPMAaxzt5
https://goo.gl/maps/34Vs29Y6PRVrktYi8
https://goo.gl/maps/bJWLXEabwmJGP2wL9
https://goo.gl/maps/jVEnwyLcRi6EbECZ7
https://goo.gl/maps/qA7TM5bkCxYLoPxG6
https://goo.gl/maps/rpauUFLEFRiB6kFX7
https://goo.gl/maps/sL9QSH83zh9pU5TW8
https://goo.gl/maps/Vn2KE7ZMLvEaVJS46
https://goo.gl/maps/Qt7WM6wKjwznc4ao6
https://goo.gl/maps/xkrvm6JSiBi3nS1BA

