
◆スーパーマーケット

イオン桜井店（直営売場） 上之庄278－1 スーパーマーケット

（株）ヤマトー桜井南店（直営売場） 谷245－1 スーパーマーケット

（株）オークワ桜井東店 外山1112 スーパーマーケット

スーパーセンターオークワ桜井店 粟殿70 スーパーマーケット

◆飲食店

丸福食堂 阿部445－1－4 飲食店

お好み焼きときわ （本町通1丁目商店街） 飲食店

味の風にしむら 粟殿1023－3 飲食店

サスケ 忍阪1549－2 飲食店

浜鮨 川合257－5 飲食店

お好み焼きＲＡＮＫＡ 川合260－5 飲食店

なかむら家 芝297－1 飲食店

酢屋長 初瀬745－1 飲食店・土産物店

和風喫茶長谷路 初瀬857 飲食店

福神堂 三輪1237－1 飲食店

栄寿司 三輪381－1 飲食店

万直し本店 三輪467 飲食店

割烹　桝谷 金屋399－1 飲食店

一語一笑 桜井565－1 飲食店

Cafe' de arbol 粟殿355 飲食店

◆コンビニエンスストア

ファミリーマート山の辺の道店 粟殿91－1 コンビニエンスストア

ヤマザキショップ　ヨコタニ 八井内260 コンビニエンスストア

◆食料品店

桜井農産物直売組合（とれとれ市場） 粟殿72 食料品店

津島商店 大泉312－1 食料品店

天野鰹節店 戒重345－1 食料品店

菓子問屋福田商店 桜井1042 食料品店

ぶんさん 桜井170－2（駅前東通商店街） 食料品店

マルツベーカリー 桜井196（一番街商店街） 食料品店

フードショップのざき 慈恩寺402 食料品店

総本家寿屋 初瀬755 食料品店

Kマート長谷寺店 初瀬907－1 食料品店

川辺豆腐店 三輪371 食料品店

（株）三輪そうめん池側 三輪561 食料品店

（株）三輪山本 箸中880 食料品店

たちばなの実 阿部450 食料品店

たちばなの実 桜井267 食料品店

白酒屋 初瀬728－8 食料品店

◆青果・精肉・鮮魚店

もんちっち 安倍木材団地1－10－1 青果店

山口精肉店 桜井196－5（駅前東通商店街） 精肉店

牛亀精肉店 桜井908 精肉店

（株）カワイ 芝1005－1 精肉店

やまとみ精肉店 桜井234－3 精肉店

末広精肉店 三輪361－1 精肉店

かわさき 三輪389－1 鮮魚店

◆薬局・薬店

ニコニコ薬局（（有）サンクフル） 粟殿1019－5 薬局・薬店

まほろば薬局 桜井203（駅前通商店街） 薬局・薬店

ノチオカ薬局 桜井873（本町通3丁目） 薬局・薬店

木下薬局 芝1360 薬局・薬店

イノウエ薬局 三輪493 薬局・薬店

◆米穀店

ひがし米穀店 桜井774－1 米穀店

吉原商店 初瀬751－4 米穀店

中山米穀製麺所 初瀬761 米穀店

新道米穀店 三輪354－32 米穀店

なかむらや米穀店 三輪1154 米穀店

◆酒販店

リカーショップにしかわ 安倍木材団地1丁目11－22 酒販店・食料品店

（株）みゆき屋 忍阪10 酒販店

西内酒造 下3 酒販店
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奥田酒店 外山1237 酒販店

山田酒店 初瀬857 酒販店

吉田酒店 本町通1丁目 酒販店

池田酒店 三輪398－4 酒販店

今西酒造（株） 三輪510 酒販店

横谷商店 八井内260 酒販食料品店

◆和・洋菓子店

ローゼの菓瓶（（株）鈴永） 戒重389－7 和・洋菓子店

松福堂 桜井927（中央通商店街） 和・洋菓子店

ママン洋菓子店（本店） 外山1040－1 和・洋菓子店

寶園堂 初瀬844 和・洋菓子店

清水製菓 巻野内385 和・洋菓子店

（株）白玉屋榮壽 三輪497 和・洋菓子店

天平庵三輪本店 吉備576－1 和・洋菓子店

◆生花店

フラワーショップみち 大豆越84－1 生花店

フローリストふなお 桜井122－3 生花店

花のなかむら 初瀬850－2 生花店

福井花店 三輪460－15 生花店

◆化粧品店

マコビス 桜井196（一番街商店街） 化粧品店

◆時計・眼鏡・宝石店

セラヴィ･ヨシカワ 粟殿1007－15 時計･眼鏡･宝石店

メガネセンターカジ 粟殿271 時計･眼鏡･宝石店

池田工房 茅原168 べっ甲･アクセサリー

カワジリ時計店 辻55－8 時計･眼鏡･宝石店

中橋時計店 三輪406 時計･眼鏡･宝石店

三千宝石 三輪70－2－2 時計･眼鏡･宝石店

◆衣料品店

制服の店 ホラ 粟殿270－2 衣料品店

ブティックまとば 桜井1259（エルト桜井1F） 衣料品店

丸上百貨店 桜井962－2（本町通1丁目商店街） 衣料品店

西村洋装店 桜井69 衣料品店

ア・ウ・ル 外山1638 衣料品店

ファミリーショップナカヤマ 初瀬783 衣料品店

堂阪衣料店 三輪354 衣料品店

キムラ洋品店 三輪460－29 衣料品店

ファッションショップミツヤ 桜井234 衣料品店

ベーネとピピ 桜井1227－1上田ビル1Ｆ 衣料品店

◆呉服店

ぜに宗桜井店 桜井（本町通2丁目商店街） 呉服店

朝倉呉服店 桜井66 呉服店

（株）金井呉服店 桜井872 呉服店

◆ふとん店

萩原ふとん店 桜井870（本町通3丁目商店街） ふとん店

井上ふとん店 芝330 ふとん店

◆日用雑貨店

吉住百貨店 慈恩寺32 日用雑貨店

辻本百貨店 慈恩寺65 日用雑貨店

ギフト冨士 外山672 日用雑貨店

飯岡商店 三輪562－1 日用雑貨店

あらや 桜井880（本町通1丁目商店街） 日用雑貨店

◆書籍・文具・ＣＤ店

辻本書店 粟殿314 書店

辻本書店 桜井15 書店

（株）シマオカ 桜井970（本町通1丁目商店街） 文具用品店

◆電器店

メロディア・かねとめ 朝倉台西5丁目1093－306 電器店

山本商店 芝825 電器店

ハーモニーサンワ 外山86－7 電器店

電気館かわばた 三輪389－1 電器店

（株）藤本電器 東新堂1－1 電器店

◆仏具店

弓場阿彌陀堂 桜井956（本町通1丁目商店街） 仏具店

極楽堂 初瀬813 仏具店

◆インテリア・家具店

関西家具 上之庄728－1 インテリア･家具店

今堀家具店 外山292－4 インテリア･家具店

シマ家具（JP-forme） 東新堂513 インテリア･家具店

◆カメラ・写真店

写真のハッピー 粟殿11 カメラ・写真店

（株）光画園 桜井1133 カメラ・写真店

◆スポーツ用品店

スポーツシティアラキ 粟殿1015－2 スポーツ用品店

ヨコタニスポーツ 粟殿1026－4 スポーツ用品店

◆人形・結納

人形と結納大倉 桜井874（本町通3丁目商店街） 人形・結納店

◆理・美容店

Hair&makeMIKI 朝倉台西5丁目1093－332 理･美容店

ヘアスペース・スー 吉備456－1 理･美容店

ビューティべがわ 桜井202－3（本町通1丁目） 理･美容店

美容室Coupe（クープ） 桜井昭和町243 理･美容店

ヘアーサロン西田 三輪436－5 理･美容店

◆クリーニング店

クリーニングショップとよだ 桜井1087 クリーニング

吉川クリーニング店 桜井35 クリーニング

白洋舎クリーニング 桜井旭町810 クリーニング

白洗舎　三輪店 三輪458－2 クリーニング

森川クリーニング店 外山891 クリーニング

◆質店

わきもと質店 桜井1006 質店

玉置質店 桜井841 質店

◆旅館

大和屋旅館 初瀬749－1 旅館・飲食店

吉野館 初瀬763 旅館・飲食店

井谷屋 初瀬828 旅館・飲食店

◆土産物店

横谷商店　あけぼの 多武峰319 土産物品店

◆旅行代理店

（株）濱観光サービス 三輪115－1 旅行代理店

◆ガソリンスタンド

今西油機（株） 慈恩寺943 ガソリンスタンド

大三輪石油 三輪431 ガソリンスタンド

◆自動車・二輪車

スミダモータース 川合62－2 自動車・二輪車

◆運輸・交通

日の丸交通（株） 三輪767－3 タクシー

◆教養・教室

OAルームBegin桜井 桜井241 パソコン教室

最新の取扱店情報はインターネットでご確認いただけます。

http://www.sakuraishoko.org/


