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アイエス工業 かねだい 株式会社サトネン 宝屋酒店 Creative Hair B,DOLL(ビー・ドール) めがねのコバヤシ

あい電カイノ　寒河江店 割烹旅館　叶屋 皿谷食堂 竹の子食堂 夢厨房　東門 菓詩の森　メゾンドボワ

愛之助 カフェ　グラーノ サロンド・ホープFK 田代地区多目的交流館(たしろ亭) ㈱光運転代行社 茂木石油㈱

大衆酒場　赤ほっぺ 有限会社亀山製麺所 新中国料理　山香菜房 TAVERN OGATA ピザカルボ寒河江新山店 モスバーガー　寒河江店

アグリランド産直センター 鴨田酒屋 サンドラッグ寒河江店 ナイトスポット　TARENTO ビストロ　ふる家 ㈱森谷家具センター

アグリランド東部産直センター カモタ晶美堂 388 太郎兵衛そば本舗 脱毛サロン　BITERA(ビテラ) やきとり居酒屋　鳥竹

株式会社ASIST 株式会社鴨田太平商店 JEEN'S TABLE ダンススタジオ小林 美容室　ネクストドア 焼きとり　こいこい

あびこ整体院 からだメンテナンス・エムズ JAアグリ寒河江店 旬菜和食　だんらん 美容室ファーレンハイト やきとり　庄ちゃん

和洋菓子　アミ・アラニシ GEA(ギア) ＪＡさがえ西村山　チェリーランド店 有限会社中央自動車 ファッションハウス　my夢(マイム) 焼鳥　とり香

あみもと ㈲菊地農機商会 ジェイエイライフコーテイングライフ 中央タクシー㈱ ファッションワールドニシムラ　寒河江店 やきとり柳

㈲あやめ寝具店 季節料理　みさこ ㈱ジェイエイライフ　セルフSSポートさがえ工業団地 中華そば金ちゃん寒河江店 Favore(ファボーレ) やきとり　山丸横尾

夢厨房東門　レストランイーストゲートサガエ 北のラーメン ㈱ジェイエイライフ　セルフSSポート中央 御菓子処蝶谷寒河江店 ファミリーマート寒河江緑町店 やきとり　若松屋

イエローハット ヤマザワ寒河江プラザ店 木村精肉店 ㈱ジェイエイライフ　セルフSSポート西 そば＆スナック　長陵two Food Bar　び～しゃいん 焼肉ムサシ

有限会社池田茶舗 木村石油㈱ ひなの隠れ家　慈恩寺陣屋 千代寿虎屋株式会社 フォトショップ　アキバ ㈱ヤサワの綿屋　ふとん館

居酒屋つどい ㈱木村ぶつだん 慈恩寺そばや TSUTAYA寒河江店 ㈱富久住陣屋本店　脇陣屋 ㈱山形ツーリスト

居酒屋　廣巳 リサイクル骨董買取販売　キューキュー 慈恩寺テラス treetop holistic beauty 福家そばや 株式会社山形ミートランド

居酒屋　夕べ 協和石油㈱ シベール寒河江店 ツルハドラッグ寒河江中央店 割烹旅館　福よし 山形旅行サービス

居酒屋　六代目庄助 きれいの心箱 株式会社島屋 ツルハドラッグ寒河江中郷店 ブティック絵里香 ヤマキ長寿庵

あなたの街のでんきやさん　㈱石山真空 クサカベ石油株式会社 JAPAN代行 ツルハドラッグ寒河江西店 ブティック　パピヨン 焼肉名匠　山牛(寒河江本店)

総合食品　いたさか 株式会社国井商事 食料品サトー ツルハドラッグ寒河江東店 株式会社プライムオート ヤマザキショップ　多田卯太郎商店

株式会社インテリ屋 クリーニングWAKO　寒河江工場店 ㈱寝具のさとう　ふとん工房 株式会社テソリート フラワーショップ花寿美 やまなか家寒河江店

うぃず鍼灸整骨院 クリーニングWAKO　マックスバリュ寒河江中央店 陣屋六兵衛 甜蜜蜜 Free　Space　Eve 有限会社ユアー・トラベル

上原自動車 グリーンホビー141 数研ゼミ といや　ほなみ分店 古澤酒造資料館 洋服直し　ビーバー

ウエルシア寒河江栄町店 くるまやラーメン寒河江店 菅野設備 とうふ工房　清流庵 ふれあい代行社 吉田カメラ寒河江店

ウエルシア寒河江南町店 グローバルステーション 寿司一ばん　寒河江 東邦ボデー株式会社 プレシャス 株式会社吉見電器店

有頂天の元祖寒河江店 株式会社K-TEC すし銀 トータルカーズクサカベ ヘアーカットサロン　福床 らーめん　しまこ

株式会社うづき　卯月商店 五一ラーメン ㈲壽司長 toccare ヘアーサロン辻 ラーメン天狗山中郷店

卯月製麺直営店 CoffeeRoaster＆Cafe culmino ㈲すずか園 ドラッグヤマザワ寒河江店 ヘアーサロン東光ビリーブ Lounge Juca

うろこや寒河江店 ココス寒河江店 有限会社鈴木自工 ドラッグヤマザワ寒河江西店 ヘアーサロン　プレジャー ラウンジ　凛

エスト　ネイル こころの宿　一龍 ZUPPE.BAR ドラッグヤマザワ寒河江プラザ店 ヘアーチョイス NPO法人 らっふる

M. ゴトウ時計眼鏡店 スナック藍 有限会社ドリーム館 ラグ ラトゥール

王様の焼肉くろぬま寒河江店 小松酒店 スナックあき とん八　寒河江店 hair make TRUNK ラフィット

中華料理　凰上海 こり・ほぐし　グット・ラク スナックアップル 和　なごみ ヘアーメイク　ｆｅｍｍｅ（ファム） 理髪処　きむら

株式会社oizumi farm 寒河江印刷株式会社 スナック海 奈良崎モータース 有限会社北斗クラフト 株式会社リプライ

オートバックス寒河江 ㈱サガエオートサービス スナック　貴らら ㈱新関タイヤ　モーターファクトリーラップ poco a poco

大沼製麺所 有限会社さがえ紀の代 スナック　メリー 29cafe KIRAKU ほっと旅企画

有限会社大沼モータース 寒河江餃子　ふる家 スナック　ラブ 肉そば　十三 ホテルサンチェリー Le reve　ル　レーヴ

おしゃれ髪倶楽部 サガエゴルフクラブ スパイス屋　tikka 肉のくろぬま寒河江店 ホテルサンチェリー内　お食事処みずき亭 レストランタカノ

お台処　ぶれんど さがえサービスエリア スポーツ館 有限会社肉の小林 ホテルシンフォニーアネックス レストランバーJun

小野指環店 寒河江自動車㈱ そば打ち処　紅葉庵 肉の長栄 ホテルシンフォニーアネックス　みやま亭 レストランバー　ワンナップ

olive hair ㈱サガエスイミングクラブ そば工房　お山の大将 ㈱西屋菓子舗 ホテルシンフォニー本館 Lady's Pub Alpha

カーペイントコニシ㈱ ㈲栄寿司 そば酒場　そば増・そば処　そば増 ニットオカザキ ホテルシンフォニー本館　三味亭 ローソン寒河江仲谷地店

株式会社カイセイ 寒河江石油株式会社 そば処あじこば 仁藤印房 有限会社ホンダ井田モータース ローソン寒河江西根店

海鮮　あきば 寒河江タクシー株式会社 そば処　弘庵 野口農機商会 本間写真館 ローソン寒河江元町二丁目店

有限会社鏡畳店 寒河江だるま そば処　七色 のみくい処　幸生 カット＆エステサロン　まきの床屋 焼きたてパンの店　ロッキー

カクテルパブ　OHARA 寒河江花咲か温泉ゆ～チェリー そば処　ひふみ のみや　Uchi くすり　眞木屋 酔美處　ろばた

旬味かくれや楽 煎餅工房さがえ屋本店 そば処　双葉 Verve hair ＆ relax 有限会社孫兵衛商店 大盛り食堂　わいわい亭

有限会社菓子舗くさかり 焼肉団欒さじろ そば　焼肉　ふくろう hair hug.mu 松田書店　コム店 WINE BAR ROCCO

月山体操スクール さとう指圧治療院 ダイニング　きしゅう VACATION 松田書店　フローラ店 味処わきち

カットショップ　エフ 佐藤自動車整備工場 たい夢寒河江店 株式会社花泉 丸正酒店 和工房　ひらく

かっぱ寿司寒河江店 佐藤常次商店 有限会社高雄自動車 花ei 丸原鯉屋 和ダイニング　遊季

割烹　旬亭 株式会社さとう電熱 ㈱たかき　フードセンターたかき元町店 ぱぶ　じゅにあ 酒路　まんてん 笑い飯

割烹旅館　吉本 有限会社佐藤光興商店 酒専門店　たかしま屋 パブ　DM みいずみ温泉吉乃ゆ

有限会社加藤自動車 佐藤無線 高橋美容室 和食のみせ　パリから来た和 雅納豆

㈲兼子電器 株式会社サトー住販 株式会社高木 Bウェーブ 越後秘蔵麺　無尽蔵　寒河江家

㈲アートセンターカタギリ 株式会社大沼建築 皿谷やきとり セブンイレブン寒河江日田店 ファミリーマート寒河江八鍬店 おーばん寒河江店

赤ちょうちん　一力 西根大沼鮮魚店　割烹おおぬま シークレット セブンイレブン寒河江バイパス店 hair space Barney おーばん寒河江西店

アザレ中村 大沼屋菓子店 株式会社ジェイエイライフ　車輌センター セブン-イレブン寒河江平塩店 ㈱雅代行 ㈱カワチ薬品寒河江店

味来道 カープランS ㈱しまむら寒河江店 株式会社創建 株式会社村建 ケーズデンキ寒河江店

安孫子芸石 快筋堂寒河江店 お菓子の工場直売店　シャトレーゼ寒河江店 そば処　鈴亭 株式会社メンテル美装 サンデー寒河江店

安孫子製麺 月山酒造株式会社 株式会社秋鈴堂 そば処　吉亭 やきとり　くつろぎ チェリーランドさがえ

阿部畜産精肉店 カレー館 昭和ホルモン亭寒河江店 チェリーパークホテル やきとり　けやき ホームセンターチャンピオン　寒河江店

生活雑貨　アベニュー 喫茶　亜緑絵 株式会社女性代行社 電化の店　ツチダ電機 やぐらや DCM㈱　DCM寒河江店

あんだんて 桐井製作所 美容室シルエットマルイ 東東風 ㈱山形環境エンジニアリング 週末びっくり市寒河江店

居酒屋　魚新 工藤電器店 スズキ美容室 中島屋菓子店 ㈱読売蔵王 イオン東北㈱　マックスバリュ寒河江中央店

伊世理容 幸めん 鈴木與吉商店 日東ベスト　直売店 ラーメンショップ寒河江店 マックスバリュ寒河江西店

伊藤自転車店 ごとう呉服店 鈴木輪店 ネイルサロン Be fun!! リカーショップワタナベ イオン東北㈱　マックスバリュ高松店

飲処・喰処　田舎屋 日用雑貨の店サコー スナック　あけみ 橋間カイロプラクティックセンター ルシア マルトク寒河江店

株式会社インテリアクニイ 有限会社佐藤紙店 セブンイレブン寒河江島店 八松園株式会社 レストハウス嶋 ㈱ヤマザワ　ヤマザワ寒河江西店

㈲魚河岸寿司 柴橋　佐藤呉服店 セブンイレブン寒河江市役所前店 ファミリーマート寒河江新山町店 日呂詩の料理　レストラン菜五味 株式会社ヤマザワ　寒河江プラザ店

㈲大久保薬局 ㈲佐藤砂利販売 セブン-イレブン寒河江仲谷地店 ファミリーマート寒河江高田店 ㈱ヤマダデンキテックランドNew寒河江店

大富建設㈱ サラヤ株式会社 セブン-イレブン寒河江西根店 ファミリーマート寒河江中央二丁目店 ㈱ヨークベニマル寒河江店

Garage-921 飲食処　隼 美容室エル MISE caffe' ローソン寒河江中郷店

㈱國井油店 すなっく宴 Playspot Funplus Lounge CALDO

寒河江市緊急経済対策事業
実行委員会

℡　86-1211（商工会）
℡　85-1492（商工推進課）

※チェリンＰａｙ利用に際しては、各店舗にて確認の上、ご利用ください。

顔タイプ診断Ⓡ　パーソナルカラー診断

プライベートサロン　ルルド


