
「シルバーアドバイザの店」登録店一覧表 市町村名（江差町）

Ｎｏ 　　　　　　　　　  住　　　　　　　所 　　　屋　　号 　　代　表　者 　連　絡　先 業種
1 江差町字中歌町６６ たじまや 田島千造 0139-52-0131 衣料品店
2 江差町字本町８７－１ 洋服のまるしん 山畔博光 0139-52-0862 衣料品店
3 江差町字中歌町１７ 岡精巧堂 岡　茂男 0139-52-0367 印鑑・印章
4 江差町字姥神町７９－１ 山田屋菓子舗 山田秀夫 0139-52-0302 菓子店
5 江差町字陣屋町１６７ 金沢菓子舗 金沢光範 0139-52-0343 菓子店
6 江差町字本町１１－１ 前田製菓 前田　豊 0139-52-0245 菓子店
7 江差町字本町３８ 五勝手屋本舗 小笠原　隆 0139-52-0022 菓子店
8 江差町字本町４５ 浅野屋菓子舗 浅野吉雄 0139-52-0220 菓子店
9 江差町字姥神町７１ 高橋金物船具 高橋　健 0139-52-0850 金物店
10 江差町字中歌町７ たんぽぽ 0139-52-4592 喫茶店
11 江差町字本町９６ ランブル 0139-52-1908 喫茶店
12 江差町字姥神町４２－３ カフェ＆スイーツ壱番蔵 0139-52-5789 喫茶店
13 江差町字愛宕町１９３ 水島呉服店 水島　敏 0139-52-0349 呉服店
14 江差町字橋本町３１－１ 川端呉服店 川端壮吉 0139-52-0003 呉服店
15 江差町字茂尻町３１３ 辻呉服店 0139-52-0356 呉服店
16 江差町字愛宕町３５ ジュウニヤ米店 従二谷 伸一 0139-52-0214 米店
17 江差町字橋本町５０－１ 野村米穀店 野村耕平 0139-52-0425 米店
18 江差町字愛宕町１９２ 浜商店 浜 慎一郎 0139-52-0133 酒店
19 江差町字尾山町３６ マスナガ商事 増永一彦 0139-52-0660 酒店
20 江差町字陣屋町１６５－１ セラーズ俵藤 俵藤武久 0139-52-0564 酒店
21 江差町字中歌町３８ 吉田酒店 吉田　正 0139-52-2348 酒店
22 江差町字中歌町４８－１ 本間自転車商会 藤田　隆 0139-52-0486 自転車屋
23 江差町字姥神町１０９ 岩崎商会本店 岩崎晴二 0139-52-0156 自転車屋
24 江差町字橋本町６２ つるみ食堂 出崎美智子 0139-52-0345 食堂
25 江差町字伏木戸５６６ 磯屋 0139-53-6465 食堂
26 江差町字本町３９ 味処うめ津 梅津睦子 0139-52-0029 食堂
27 江差町字本町８ まるにしあおき 青木良樹 0139-52-1195 食堂
28 江差町字茂尻町４８－２ ひのき亭 渡辺睦子 0139-52-0052 食堂
29 江差町字柳崎町２１５－１ ぽんて 0139-52-3656 食堂
30 江差町字新地町２７－６ チャイニーズレストラン小路政信 0139-52-0546 食堂
31 江差町字愛宕町３７ 大杉商店 大杉元人 0139-52-0277 食料品店
32 江差町字姥神町２２ 関川商店 関川英章 0139-52-3969 食料品店
33 江差町字海岸町９７ 山中食料品店 山中正雄 0139-52-0348 食料品店
34 江差町字津花町１０６ いんやくストアー 印やく幸悦 0139-52-0353 食料品店
35 江差町字中歌町１８ 加川商店 加川秀男 0139-52-0365 食料品店
36 江差町字本町１０ 成田食料品店 成田嘉子 0139-52-0342 食料品店
37 江差町字南浜町１３６ 石山商店 石山辰巳 0139-52-0863 食料品店
38 江差町字南浜町２１１ 中村商店 中村卓二 0139-52-0525 食料品店
39 江差町字南浜町３８６－３ 坂本商店 坂本　隆 0139-52-0547 食料品店
40 江差町字中歌町５９ 江差スポーツ 坂内久平 0139-52-0019 スポーツ店
41 江差町字本町９７ ひやまスポーツ 飯田隆一 0139-52-1621 スポーツ店
42 江差町字愛宕町２００ 武田精肉店 武田良一 0139-52-0714 精肉店
43 江差町字本町５２ マルミ笹浪精肉店 笹浪千儀 0139-52-0378 精肉店
44 江差町字水堀町２５２ 尾村精肉店 尾村一彦 0139-53-6007 精肉店
45 江差町字南浜町５ 辻精肉店 辻　久明 0139-52-4529 精肉店
46 江差町字茂尻町１３５－１ ささなみ精肉店 金津秀晴 0139-52-0735 精肉店
47 江差町字愛宕町３２ わかさ商店 若狭　豊 0120-530533 鮮魚店
48 江差町字本町８５ 田辺鮮魚店 田辺サツ 0139-52-0226 鮮魚店
49 江差町字柏町２１７ ヤハラ電器 矢原　豊和 0139-52-3645 電器店
50 江差町字中歌町６１ 三光電気商会 吉田守宏 0139-52-0136 電器店
51 江差町字本町６ コンパスエーデン 田中久幸 0139-52-0264 電器店
52 江差町字水堀町１３ 広部電器 広部　要 0139-53-6037 電器店
53 江差町字中歌町４３ 伊勢谷時計・メガネ店伊勢谷　進 0139-52-0336 時計店
54 江差町字本町５ 金正堂時計眼鏡店 金谷類代 0139-52-0617 時計店
55 江差町字愛宕町１５０－１ ミチ美容室 0139-52-2028 美容室
56 江差町字愛宕町６０－１ ヘアモードシルバームーン 0139-52-5671 美容室
57 江差町字姥神町６５－１ 髪結ぃや 0139-52-6565 美容室
58 江差町字陣屋町１２５ ぱあぱあ・ぶー美容室 0139-52-1601 美容室
59 江差町字泊町２２４ 藤田美容室 0139-52-0397 美容室
60 江差町字中歌町 チェリー美容室 0139-52-1450 美容室
61 江差町字中歌町１２ 美容室リファイン 0139-52-6868 美容室
62 江差町字橋本町１４０ わかさ美容院 0139-52-4613 美容室
63 江差町字橋本町６３ ショウゴー 0139-52-1773 美容室
64 江差町字本町１０１－１ カットイン・アベニュー 0139-52-0121 美容室
65 江差町字本町１９ ことぶき美容室 0139-52-0705 美容室
66 江差町字本町５３ イーグル美容室 0139-52-3132 美容室
67 江差町字本町５６ エミー美容室 0139-52-0709 美容室
68 江差町字水堀町１２ 室井美容室 0139-53-6947 美容室
69 江差町字南が丘７－２３１ ビューティーサロン瑠香 0139-52-0457 美容室
70 江差町字茂尻町１８７ ラテン美容室 0139-52-0742 美容室
71 江差町字茂尻町３２７ ふたば美容室 0139-52-0976 美容室
72 江差町字茂尻町１４０－２ 明日香美容院 0139-52-0203 美容室
73 江差町字柳崎町５２－２ リッツ美容室 0139-52-6061 美容室
74 江差町字姥神町７７ ウロコイ辻薬店 辻　仁 0139-52-0010 薬品店
75 江差町字本町４０ つじ薬粧 辻　芳子 0139-52-0034 薬品店
76 江差町字本町３ たじま．レディスショッ田島宗雄 0139-52-0250 洋品店
77 江差町字新地町５９ 洋服の笹屋 0139-52-0483 洋服店
78 江差町字中歌町７１ カシミヤ洋装店 水島守三 0139-52-0628 洋服店
79 江差町字愛宕町２０３ 澤見理容院 0139-52-1232 理容院
80 江差町字愛宕町２２５ カットハウスやなぎや 0139-52-0616 理容院
81 江差町字愛宕町２２７ 浜野理容院 0139-52-1165 理容院
82 江差町字姥神町１２９ 鈴木理容院 0139-52-4166 理容院
83 江差町字姥神町１５７－９ ファミリーサロンエルフ 0139-53-6230 理容院
84 江差町字尾山町３８ 髪工房 0139-52-0907 理容院
85 江差町字新地町 森理容院 0139-52-3208 理容院
86 江差町字橋本町４８ 文明理容院 0139-52-4324 理容院
87 江差町字水堀町７－７ 理容ムトウ 0139-53-6706 理容院
88 江差町字南浜町１６ 竹内理容院 0139-52-3553 理容院
89 江差町字茂尻町１１０－１３ ヤナギタ理容院 0139-52-1098 理容院
90 江差町字中歌町１９９－１０ 万年屋書店 万年雅利 0139-52-0112 書店


