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地域の社会福祉協議会

暮らしの質を高める活動を展開しています。

岩手県生活衛生同業組合は、
エイセイ

2017年度～　社会福祉施設向け

『出前型サービス』実施
岩手セイエイ百貨店

2014～2016 モデル事業実施 → 2017～ 利用者の実費で開催

2020年度～ 
地域の交流サロン向け『岩手セイエイ百貨店』

実施ライフアップ・プラザiwate

2017～2019 モデル事業実施 → 2020～ 利用者の実費で開催

社会貢献：生活衛生業のイメージアップ

連
携

組合間の
連携強化
地域との連帯

出典：平成28年度厚生労働白書概要版　P13 地域包括ケアシステムの姿

病気になったら…

通院・入院

■病院 ●急性期
 ●回復期
 ●慢性期
■日常の医療
　　　　●かかりつけ医、有床診療所
　　　　●地域の連携病院
　　　　●歯科医療、薬局

●地域包括支援センター
●ケアマネジャー

相談業務やサービスの
コーディネートを
行います

医療

いつまでも元気に暮らすために…

生活支援・介護予防

介護が必要になったら…

通所・入所

■在宅系サービス
　●訪問介護　●訪問看護　●通所介護
　●小規模多機能型居宅介護
　●短期入所生活介護
　●24時間対応の訪問サービス
　●複合型サービス（小規模多機能型
　　　　　　　  居宅介護＋訪問介護）等

■施設・居住系サービス
　●介護老人福祉施設
　●介護老人保健施設
　●認知症共同生活介護
　●特定施設入居者生活介護 等

■介護予防サービス

介護

住まい

地域包括ケアシステム
の整備

医療、介護、住まい、予防、
生活支援サービスが

身近な地域で包括的に
確保される体制を構築●老人クラブ ●自治会

●ボランティア ●NPO 等

●自宅
●サービス付き高齢者向け住宅 等

─ 地域の皆様をもっと元気に、笑顔にしたい ─
岩手セイエイ百貨店／

ライフアップ・プラザiwateとは

岩手県内の交流サロンに集う高齢者の皆様を応援する講座型のサービスです。
理容店・美容店や料理のプロなど、街のお店屋さんが連携し、『リフレッシュ』、
『ヘアケア&メイク』、『太巻き寿司作り』、『本格挽き立てコーヒー』や
バーテンダーによる『ノンアルコールカクテルの作り方』など、様々な講座を開催します。
身近な地域の交流サロンで、プロの技術をお楽しみください。

講師料は無料ですが、実費（材料代、交通費）をいただきます。
なお、講座内容は一例です。講座内容や参加人数等により実費額が異なります。
各種サービスの内容・登録店・利用方法・料金等は、2～8ページの各種サービスをご覧のうえ、
お気軽に『講師店舗』にお問い合わせください！

この冊子は、生活衛生関係営業（理美容業や各種飲食業など）の特性を活かし、
地域の元気な高齢者の方々に多様なサービスを提供し、
交流を通して地域の活性化にも貢献することを目的に作成しました。
岩手県生活衛生同業組合の組合店が行う、
安全・安心・快適なサービスを是非ご利用ください。
※お店の紹介やご不明な点は、各業の組合にお気軽にお問い合わせください。
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『交流サロン』向け
サービス（講座）メニュー

〜地域の『交流サロン』に集う方々へのサービスです〜　

盛岡地区の講座

●�頭皮診断、自分で出来る育毛
　シャンプー、マッサージ講座
●��蒸しタオルで目・肩の
　リフレッシュ講座

●�若さを保つためのヘアケア&
　メイクの仕方講座

ヘアーファッション
MUGEN

講師店舗

電　話 019-687-6577
講師名 坂本 弘幸

ウエムラ理容館講師店舗

電　話 019-695-2947
講師名 上村 信

理容ちば講師店舗

電　話 019-692-2422
講師名 千葉 悦隆

理容
組合

ノーブル美容室講師店舗

電　話 019-623-1508
講師名 佐々木 靖

ビューティーサロン
おきた

講師店舗

電　話 019-681-3737
講師名 沖田 ゆかり

美容業
組合
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盛岡地区の講座

●�美味しい太巻き寿司の作り方
　講座

●�美味しい季節の料理の作り方
　講座

●�美味しい本格挽き立て
　コーヒーの入れ方講座
●�ノンアルコールカクテルの
　美味しい作り方講座

すぺいん倶楽部講師店舗

電　話 019-654-2055
講師名 西部 邦彦

珈琲洋酒パノニカ講師店舗

電　話 019-623-1666
講師名 浅岡 浩樹

社交
飲食業

組合

和久講師店舗

電　話 019-652-0917
講師名 小松平 信久

三陸浜料理一の〇講師店舗

電　話 019-623-8710
講師名 高橋 剛一

すし処栗はた講師店舗

電　話 019-645-6144
講師名 栗畑 清継

料理業
組合

すし業
組合



4

盛岡地区の講座

●�美味しいお肉の見分け方・
　健康講座

●�失敗しない健康・入浴講座

●�失敗しない家庭洗濯の仕方
　講座

クリーニング
組合

はやしクリーニング講師店舗

電　話 019-641-7328
講師名 林 伸介

湯守 ホテル大観講師店舗

電　話 019-689-2121
講師名 佐藤 康

旅館
ホテル

組合

岩手県食肉
生活衛生同業組合

講師店舗

電　話 019-622-2915
講師名 渡辺 修司

食肉
組合
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北上地区の講座

ヘアーアミューズ講師店舗

電　話 0197-65-3358
講師名 髙橋 友行

エム・エム・サロン講師店舗

電　話 0197-65-2929
講師名 高橋 晃子

理容
組合

●�頭皮診断、自分で出来る育毛シャンプー、マッサージ講座
●��蒸しタオルで目・肩のリフレッシュ講座

●�若さを保つためのヘアケア&
　メイクの仕方講座
●�若さを保つための肌ケア講座

ヘアーサロンラッキー講師店舗

電　話 0197-64-3635
講師名 小野寺 都女

カットハウスイトカワ講師店舗

電　話 0197-66-4471
講師名 糸川 洋典

キャプテンバーバー講師店舗

電　話 0197-63-6712
講師名 鈴木 久明

美容業
組合

すし業
組合

金寿司

電　話
講師名

講師店舗

0197-66-5000
新田 直美

●�美味しい太巻き寿司の
　作り方講座
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北上地区の講座

●�美味しい中華料理の
作り方講座

●�ノンアルコールカクテルの美味しい作り方講座

●�美味しい季節の料理の作り方講座

煌林講師店舗

電　話 0197-63-2626
講師名 佐竹 利夫

スランジバール講師店舗

電　話 0197-63-8717
講師名 小林 昭仁

喜乃字講師店舗

電　話 0197-64-3310
講師名 佐藤 民生

中華料理
組合

社交飲食業
組合

料理業
組合
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喜乃字

大阪王将 宮古店講師店舗

電　話 0193-62-5366
講師名 北川 克

三陸味処 三五十講師店舗

電　話 0193-82-3510
講師名 大杉 宗丈

●�美味しい中華料理の作り方講座中華料理
組合

宮古地区の講座

●�若さを保つためのヘアケア&
　メイクの仕方講座

たちばな美容室講師店舗

電　話 0193-62-3689
講師名 佐々木 房枝

美容業
組合

よし寿司講師店舗

電　話 0193-62-1017
講師名 佐々木 良男

魚河岸講師店舗

電　話 0193-82-2658
講師名 横田 博安

●�美味しい太巻き寿司の作り方講座すし業
組合

●�頭皮診断、自分で出来る
　育毛シャンプー、マッサージ講座
●��蒸しタオルで目・肩のリフレッシュ講座

カットサロンくろだ講師店舗

電　話 0193-62-4650
講師名 黒田 豊

とこやさん髪楽講師店舗

電　話 0193-62-2494
講師名 山下 貴光

ヘアーサロンホシ講師店舗

電　話 0193-62-8317
講師名 星 勝之

理容
組合
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久慈地区の講座

ビューティサロン
チカコ

講師店舗

電　話 0194-55-3660
講師名 外舘 千加子

●頭皮診断、自分で出来る
　育毛シャンプー、マッサージ講座
●��蒸しタオルで目・肩のリフレッシュ
　講座

●�若さを保つためのヘアケア&
　メイクの仕方講座

ヘアーサロンCowbell講師店舗

電　話 0194-52-8418
講師名 東野 功

ヘアサロンだいいち講師店舗

電　話 0194-53-6341
講師名 吉田 勉

飲食業
組合

おおみ屋講師店舗

電　話 0194-52-1155
講師名 大宮 清一

●�美味しい太巻き寿司の
　作り方講座

理容
組合

美容業
組合



岩手セイエイ百貨店／ライフアップ・プラザiwate

岩手県すし業生活衛生同業組合加盟店

す し
参加登録店
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クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

す
　
し

盛岡地区

宅配・出前サービス
宅配・出前

すし処栗はた
盛岡市西青山2-27-4020-0132〒

019-645-6144☎

講師三陸浜料理一の○
盛岡支部長　高橋 剛一

FAX 019-625-2331

盛岡市本町通2-10-11020-0015〒
019-623-8710☎

講師

itinomaru0218@yahoo.co.jpE-mail

一力鮨
盛岡市長田町11-4020-0062〒

019-623-8958☎

海ごはんしまか
盛岡市中央通1-11-15020-0021〒

019-652-9128☎

江戸寿司
盛岡市上ノ橋町7-65020-0887〒

019-623-6688☎

清鮨
盛岡市高松1-14-30020-0114〒

019-662-6351☎

こみや鮨
盛岡市中ノ橋通1-11-4020-0871〒

019-622-5542☎

さと
盛岡市内丸4-10020-0023〒

019-681-3088☎

三寿司総本店
盛岡市菜園2-5-3020-0024〒

019-622-4490☎

重兵衛寿司
盛岡市長田町14-2020-0062〒

019-654-5235☎

鮨一八
盛岡市肴町3-30-104020-0878〒

019-651-6398☎

寿し和
盛岡市中太田屋敷田103-1020-0052〒

019-658-1001☎

すし源
盛岡市盛岡駅前通15-14020-0034〒

019-623-0189☎

すし 心明
盛岡市神明町6-15020-0884〒

019-909-0491☎

宅配・出前

宅配・出前

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前

宅配・出前

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前
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盛岡地区

す
　
し

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

宅配・出前サービス
宅配・出前

すし清
盛岡市本宮2-24-1020-0866〒

019-634-0448☎

すし処かね田
盛岡市大通3-2-29020-0022〒

019-622-0565☎

鮨処大漁
盛岡市下太田榊65-20020-0051〒

019-658-1200☎

鮨処山留
盛岡市緑が丘3-20-1020-0117〒

019-661-6961☎

寿し利
盛岡市大通1-7-12020-0022〒

019-651-4144☎

寿し廣
盛岡市西青山2-4-22020-0132〒

019-646-3731☎

寿し将
滝沢市鵜飼狐洞1-107020-0668〒

019-684-6239☎

鮨又三郎
盛岡市松園3-18-38020-0107〒

019-661-7370☎

太助寿し
盛岡市松園2-12-11020-0107〒

019-661-0720☎

千代寿し
盛岡市八幡町2-25020-0872〒

019-622-5032☎

ほそ川
盛岡市中ノ橋通2-4-27020-0871〒

019-652-3351☎

昌寿司上田支店
盛岡市上田4-4-23020-0066〒

019-622-1680☎

昌寿司本店
盛岡市本町通1-17-12020-0015〒

019-622-2762☎

ます寿司
盛岡市仙北3-15-25020-0861〒

019-635-3060☎

味佐吾寿司
盛岡市東緑が丘21-30020-0112〒

019-662-6886☎

若竹
盛岡市大通1-9-25020-0022〒

019-625-0010☎

宅配・出前

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前

宅配・出前



11

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

す
　
し

北上地区・宮古地区・久慈地区

久慈地区

北上地区

一番鮨

北上市花園町2-2-13024-0035〒

0197-64-5161☎

北上支部長　八重樫 義勝
金寿司

北上市村崎野14-432-59024-0004〒

0197-66-5000☎

講師

菊寿司
北上市大通り3-11-21024-0061〒

0197-63-6374☎

銀寿司
北上市常盤台1-20-8024-0012〒

0197-65-0466☎

銀寿司
北上市青柳町1-7-8024-0031〒

0197-64-2940☎

さくら寿司
北上市本通り2-2-1024-0094〒

0197-61-5611☎

幸寿司
久慈市川崎町8-15028-0051〒

0194-52-4363☎

鮨処きよ田
久慈市川崎町5-1028-0051〒

ふく留
宮古市磯鶏沖10-1027-0024〒

0193-77-3531☎

0194-52-0800☎

宮古地区

よし寿司
宮古市保久田4-27027-0074〒

0193-62-1017☎

大寿司
宮古市西町2-1-8027-0061〒

魚河岸
下閉伊郡山田町長崎1-8-18028-1351〒

0193-82-2658☎

0193-62-7417☎

魚正
宮古市鍬ヶ崎上町7-16027-0006〒

0193-62-7885☎

講師講師

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前 宅配・出前

宅配・出前

宅配・出前宅配・出前

宅配・出前
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中華料理
岩手県中華料理生活衛生同業組合加盟店

参加登録店

盛岡地区
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中
華
料
理

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

やすだ屋

盛岡市みたけ4-35-48020-0122〒

019-641-7388☎

アートホテル盛岡 豪華
盛岡市大通3-3-18020-0022〒

019-625-2131☎

AZUMANE倉庫
紫波郡紫波町下松本字上渡89-3028-3446〒

090-6185-3079☎

一風亭
盛岡市高松4-1-36020-0114〒

019-662-3444☎

華月園
盛岡市月が丘1-29-7020-0121〒

019-641-5430☎

華福
盛岡市手代森14-16-407020-0401〒

019-696-5070☎

餃子専門店GANJU
盛岡市神明町3-4020-0884〒

090-6682-3327☎

黄河
盛岡市大通2-5-6020-0022〒

019-653-1837☎

佐々木家
盛岡市大通3-2-4 エルビル1F020-0022〒

019-654-5772☎

シルクロード
盛岡市内丸4-9020-0023〒

019-652-3412☎

スナックほたる
紫波郡紫波町日詰字郡山駅210-1028-3305〒

019-676-3302☎

炭火焼 山崎
盛岡市中央通1-11-7 笹川ビル1F020-0021〒

019-625-7203☎

㈲スリーエス
盛岡市高松1-12-6020-0114〒

019-662-4433☎

盛岡支部長　安田 弘久

正華
盛岡市向中野字千刈田23020-0851〒

019-652-2605☎
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中華料理
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中
華
料
理

盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

㈲大新
盛岡市三本柳10-6-20020-0831〒

019-638-8888☎

大陸飯店
盛岡市本町通1-17-33020-0015〒

ちりめん亭
盛岡市肴町5-8020-0878〒

019-622-5449☎

七久保食堂
紫波郡紫波町二日町西七久保46-4028-3304〒

019-676-3950☎

生・粋な寿司や ゆたか
盛岡市大通2-3-20020-0022〒

019-652-1190☎

に干し屋SINCHANらあめん
020-0022 盛岡市大通2-4-22 ニッカツゴールデンビル1F〒

080-5561-4412☎

ハルビン食堂
盛岡市川目町23-12020-0811〒

019-622-6023☎

東山飯店
盛岡市西青山2-18-46020-0132〒

019-645-3322☎

宝介
盛岡市厨川3-9-1020-0124〒

019-645-2884☎

本家ねぎみそ屋
花巻市大迫町大迫13-94-1028-3203〒

0198-48-2242☎

まるまるさん
盛岡市大通2-4-11 鈴木ビル1F020-0022〒

019-623-4747☎

美香食
盛岡市月が丘1-27-35020-0121〒

019-646-0303☎

めん処 姫神
滝沢市土沢216-15020-0638〒

019-656-6696☎

ももどり伝説
盛岡市東見前5-5-1020-0832〒

019-639-0172☎

019-651-5377☎ 019-651-5377FAX

019-645-3322FAX

盛岡食堂高松店
盛岡市高松1-12-5020-0114〒

019-661-2576☎

㈱柳家
盛岡市大通2-2-15020-0022〒

019-653-3555☎



北上地区

宮古地区
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盛岡地区・北上地区・宮古地区

中
華
料
理

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

遊食屋 FUJI
盛岡市大通2-4-16 藤原屋盛岡ビル2F020-0022〒

0120-524-833☎ 019-652-4825FAX

ら生門
盛岡市菜園3-4-12020-0024〒

019-651-7164☎

龍華
盛岡市紺屋町4-27020-0885〒

019-622-4618☎

みそ家がんこ亭

0197-71-1133FAX

北上市村崎野19-296-5024-0004〒

0197-71-1133☎

やぎや
北上市花園町1-1-33024-0035〒

0197-63-5281☎

大阪大将 宮古店

宮古市大通4-4-20027-0083〒

0193-62-5366☎

居酒屋 暖
宮古市大通4-1-17027-0083〒

0193-62-9476☎

喜福
宮古市黒田町7-19027-0085〒

0193-62-1344☎

五十五番
宮古市築地1-3-3027-0091〒

0193-62-2981☎

講師
宮古支部長　北川 克

七福
宮古市磯鶏3-3-22027-0024〒

0193-64-7729☎

煌林
北上支部長　佐竹 利夫

0197-63-2626FAX

北上市堤ケ丘1-6-14024-0011〒

0197-63-2626☎

講師

三陸味処 三五十
山田支部長　大杉 宗丈

下閉伊郡山田町川向町6-43028-1342〒

0193-82-3510☎

講師



東磐井地区
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中
華
料
理

宮古地区・東磐井地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

シルクロード
宮古市緑ケ丘5-10027-0073〒

0193-63-8395☎

多良福

0193-62-5607FAX

宮古市大通1-1-20027-0083〒

0193-62-5607☎

どさん娘 バイパス店
宮古市長町1-8-28027-0053〒

0193-63-6299☎

和食処 浜ゆう
宮古市大通1-4-23027-0083〒

0193-62-8264☎

ピカ一亭
宮古市大通1-2-10027-0083〒

0193-62-3985☎

冨士乃屋
宮古市末広町5-3027-0084〒

0193-62-2230☎

ローソン 県立宮古病院前
宮古市崎鍬ヶ崎4-2-1027-0096〒

0193-63-5315☎

リバティー

一関市千厩町千厩字町60-2029-0803〒

0191-52-5267☎

えび松

0191-72-3955FAX

一関市大東町大原字川内56029-0711〒

0191-72-3955☎

東磐井支部長　菊地 清

御食事処 酣（たけなわ）

カラオケWAIWAI

スナックラッキー

カラオケハピネス

スナックPASSION

ふ〜ちゃん

下閉伊郡山田町川向町7-10028-1342〒

下閉伊郡山田町川向町9-14028-1342〒

下閉伊郡山田町川向町9-14028-1342〒

下閉伊郡山田町川向町9-14028-1342〒

下閉伊郡山田町川向町9-14028-1342〒

下閉伊郡山田町川向町51-8028-1342〒

0193-82-9649☎

0193-82-9125☎

0193-82-5905☎

0193-77-3627☎

0193-82-6159☎

0193-82-6666☎
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東磐井地区

中
華
料
理

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

げいびレストハウス
一関市東山町長坂字町376029-0302〒

0191-47-3355☎

小角食堂
一関市千厩町千厩字町130029-0803〒

0191-52-2319☎

㈲すずまーと
一関市室根町折壁字大里122029-1201〒

0191-64-2220☎

スナック 琴
一関市千厩町千厩字町60-2029-0803〒

0191-52-5267☎

スナック 彩ん
一関市千厩町千厩字町42-2029-0803〒

0191-53-3066☎

サンプラザ及善
一関市千厩町千厩字町221029-0803〒

0191-52-2432☎

春香亭
一関市千厩町千厩字脇谷19-2029-0803〒

0191-52-2338☎

寿し政
一関市千厩町千厩字町156-1029-0803〒

0191-52-3262☎

壱源
一関市千厩町千厩字前田99-1029-0803〒

0191-52-2233☎

大原大東宴
一関市大東町大原字下一ノ通127-1029-0711〒

0191-71-2707☎

㈱オヤマ
一関市室根町折壁字愛宕下161029-1201〒

0191-64-3511☎

カフェレストラン ラ・ぱすと
一関市千厩町千厩字北方85-2029-0803〒

0191-53-3039☎

季節料理 すい舎
一関市千厩町千厩字町198029-0803〒

080-1195-9884☎

串焼 藤
一関市千厩町千厩字北方1029-0803〒

0191-52-5371☎

CladeS
一関市千厩町千厩字石堂3-4029-0803〒

0191-52-5780☎

久留美旅館
一関市千厩町千厩字町浦9-6029-0803〒

0191-52-2334☎
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中
華
料
理

東磐井地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

スナック とも
一関市大東町摺沢字街道下17-1029-0523〒

0191-71-1003☎

スナック まみ
一関市千厩町千厩字北方122-4029-0803〒

0191-53-2999☎

スナック 麗花
一関市藤沢町藤沢字町85029-3405〒

0191-63-2908☎

そばカフェ そば墅（や）
一関市千厩町奥玉字大平6-3029-1111〒

0191-56-2102☎

天金
一関市室根町折壁字室下28-2029-1201〒

0191-64-2270☎

パライソ
一関市千厩町千厩字町60-2029-0803〒

0191-52-5201☎

パレススズキ
一関市千厩町千厩字構井田113-5029-0803〒

0191-53-2341☎

待うら
一関市大東町大原字町浦24-1029-0711〒

0191-72-3927☎

みなこう
一関市藤沢町藤沢字仁郷105-1029-3405〒

0191-63-3300☎

やまきち
一関市藤沢町藤沢字町110029-3405〒

0191-63-2341☎

養老乃瀧 千厩町店
一関市千厩町千厩字魔王6-17029-0803〒

0191-52-3025☎

茗荷亭
一関市千厩町千厩字町浦10-1029-0803〒

0191-52-2289☎

めん道
一関市千厩町千厩字東小田90029-0803〒

0191-53-2790☎

焼肉 ばんらい

0191-34-6151FAX

一関市千厩町千厩字古ヶ口96-1029-0803〒

0191-52-2941☎
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社
交
飲
食

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

盛岡地区

サンローゼ

盛岡市大通２-5-25020-0032〒

019-622-1333☎

珈琲洋酒パノニカ
盛岡市菜園2-4-23 バーセル菜園2F020-0024〒

019-623-1666☎

茜
盛岡市大通2-5-10 JJビル3F020-0022〒

019-681-8900☎

アポロン
020-0021 盛岡市中央通2-1-25 ピアッツァニオービル6F〒

019-653-7330☎

Arsene Lupin
盛岡市大通1-7-13 シグナスビル4F020-0022〒

019-623-0314☎

エターナル

紅い川

盛岡市大通1-9-23 平凡盛岡ビル2F-A020-0022〒

盛岡市菜園1-11-18 REJENT菜園1F020-0024〒

019-613-8001☎

019-601-6222☎

オイスターストーリー牡蠣亭
盛岡市大通2-1-4 サイセリアビル1F020-0022〒

019-613-6667☎

沖菜

Girl’s Pub egg

盛岡市中央通2-9-10 真木ビル1F020-0021〒

盛岡市大通1-11-18 名店会館2F020-0022〒

019-653-7735☎

019-681-7553☎

カラオケ燦
盛岡市大通２-5-27 響ビル1F020-0032〒

019-626-3005☎

カラオケスナックHIBIKI
盛岡市大通2-5-27 響ビル3F020-0022〒

019-626-3002☎

カラオケパブ 温音
盛岡市大通2-5-10 JJビル1F020-0022〒

019-623-0808☎

講師
盛岡支部長　瀬戸美栄子（フローレス・セト）

すぺいん倶楽部
盛岡市大通1-9-23 平凡盛岡ビル5F020-0022〒

019-654-2055☎

講師
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社
交
飲
食

盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル
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社交
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中華
料理

すし

KIKUNO
盛岡市大通2-5-10 JJビル4F020-0022〒

019-652-8233☎

KUON
盛岡市大通1-9-23 平凡盛岡ビル3F020-0022〒

019-623-2808☎

串え

CLUB DAHLIA

盛岡市中央通2-1-2020-0021〒

盛岡市大通3-1-17 竹原ビル2F020-0022〒

019-654-5055☎

019-605-8422☎

Club Aeras
盛岡市大通2-5-25 セゾンビル3F020-0022〒

019-653-1164☎

秋桜
盛岡市菜園1-11-18 REJENT菜園2F020-0024〒

019-625-7001☎

こぞうや
盛岡市大通2-6-11 日興産業ビル3F020-0022〒

019-651-5238☎

サロン 花
盛岡市大通2-1-4 サイセリアビル3F020-0022〒

019-622-0951☎

四季の味 さくら井
盛岡市中ノ橋通2-4-27020-0871〒

019-654-6347☎

Shu・c・co
大通1-9-23 平凡盛岡ビル4F020-0022〒

019-651-8928☎

樹里杏
大通1-9-20 第2偕楽苑ビル1F020-0022〒

019-625-3161☎

しょうが焼きや
盛岡市菜園2-5-20 メルヘンハウスB-C020-0024〒

090-7335-8428☎

シルキー夏子
盛岡市中央通1-11-7 笹川ビル020-0021〒

019-654-4884☎

ジンギスカン遠野屋
盛岡市大通3-1-30020-0022〒

019-653-1009☎

すいれん
盛岡市菜園2-4-15020-0024〒

090-2438-1910☎

K'S CLUB 2
盛岡市大通2-5-10 JJビルB1F020-0022〒

019-651-6700☎
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中華
料理

すし

スナックLara
盛岡市中央通2-1-6 1F020-0021〒

019-626-2830☎

炭火焼きとり 好古 大通店
盛岡市大通2-7-26 杉山ビル2F020-0022〒

019-629-3343☎

SOUL BAR JODY
020-0024 盛岡市菜園2-3-22 プラザバンベールB1F〒

019-651-8108☎

タッタソール

鉄板焼き 香月

盛岡市八幡町8-24020-0872〒

盛岡市菜園1-5-10 グリムハウス4F020-0024〒

019-652-1346☎

019-654-6775☎

煙草屋（北斗商事株式会社）
盛岡市中央通1-10-1 北斗ビル1F020-0021〒

019-624-2405☎

Domani
盛岡市菜園1-11-19 ストリームビル2F020-0024〒

019-654-2726☎

永遠
盛岡市菜園2-5-6 サンライズガーデン2F020-0024〒

019-623-7888☎

どん兵衛
盛岡市大通2-4-6020-0022〒

019-654-1106☎

生・粋な寿司 ゆたか
盛岡市大通2-3-20 阿部ビル3F020-0022〒

019-652-1190☎

肉居酒屋 天
盛岡市中央通2-1-7 岩手開連ビル1F020-0021〒

019-622-4129☎

にっか亭
盛岡市大通2-6-25020-0022〒

019-624-6834☎

BAR DAZZ
盛岡市菜園2-4-18 1F020-0024〒

019-624-5606☎

SNACK 楽しいや
盛岡市大通2-1-4 サイセリアビル1F020-0022〒

019-623-3660☎

スナックマドカ
盛岡市津志田西1-2-3020-0836〒

019-635-3065☎

スナック濤
盛岡市中央通1-10-9 ソシュウビル1F020-0021〒

019-651-9526☎
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バー バロン
盛岡市大通1-7-11020-0022〒

019-651-1485☎

Haku
盛岡市大通2-5-10 JJビル3F020-0022〒

019-653-0331☎

pub OJO
盛岡市大通2-5-10 JJビルB1F020-0022〒

019-654-0142☎

パブBO2
盛岡市大通2-5-8 スタービル2F020-0022〒

019-653-3255☎

ぴょんぴょん舎稲荷町本店
盛岡市稲荷町12-5020-0142〒

019-646-0541☎

ファンタジー
盛岡市菜園2-4-11 菜園ヴィレッジ2F020-0024〒

019-626-3515☎

フラップ
盛岡市菜園1-11-18 REJENT菜園1F020-0024〒

019-625-3799☎

myth ジュノー
020-0021 盛岡市中央通2-1-25 ピアッツァニオービル6F〒

019-626-3551☎

Music Spot 燈門
020-0024 盛岡市菜園1-8-20 ブロックアパルトメント2F〒

090-2749-0375☎

mire
盛岡市大通2-5-10 JJビル1F020-0022〒

019-654-5270☎

Mocking Bird
盛岡市大通2-3-22 阿部プラザビル3F020-0022〒

019-653-7282☎

焼肉ホルモン小鉄
盛岡市菜園2-4-15020-0024〒

019-624-5577☎

優雅
盛岡市中央通2-1-5020-0021〒

019-625-7448☎

遊食屋 FUJI
盛岡市大通2-4-16 盛岡藤原屋ビル2F020-0022〒

0120-524-833☎

LaVie
盛岡市大通2-6-11 日興産業ビル2F020-0022〒

019-625-7300☎

Lounge ZOO
盛岡市菜園1-11-19 ストリームビル020-0024〒

019-624-6011☎
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REYNA
盛岡市中央通1-10-9 ソシュウビル1F020-0021〒

019-625-0642☎

レッドハックル

LAPUTA

盛岡市中央通1-8-18020-0021〒

盛岡市大通3-1-17 竹原ビル3F020-0022〒

019-623-0107☎

019-605-8600☎

北上地区

日本料理・鮨 若竹
盛岡市大通1-9-25020-0022〒

019-625-0010☎

スランジバール

024-0031 北上市青柳町2-3-22-503 ワタリヤビルⅡ5F〒

0197-63-8717☎

隠家
024-0061 北上市大通1-3-1 北上開発ビルおでんせプラザぐろーぶB1F〒

0197-72-5440☎

ADVANCE
024-0034 北上市諏訪町1-1-14 リバーサイドビル3F〒

0197-65-5527☎

Suzy
北上市青柳町2-2-23 平和ビル024-0031〒

0197-63-6111☎

BAR・ROOTS
北上市青柳町2-5-40024-0031〒

0197-66-5386☎

メリーポピンズ
北上市青柳町1-6-17 五番街ビル024-0031〒

0197-63-3201☎

北上支部長　小林 昭仁

講師
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盛岡地区

すゞ 禅

盛岡市中央通1-7-16 日の出ビル4F020-0021〒

019-651-1631☎

和久

019-652-0917FAX

盛岡市大通2-7-27 和久ビル020-0022〒

019-652-0917☎

お花坊

019-625-6545FAX

盛岡市大通1-4-2020-0022〒

019-625-6545☎

割烹酒場TAGA

019-601-9451FAX

盛岡市大通3-2-21020-0022〒

019-601-9451☎

喜の字

019-623-1353FAX

盛岡市松尾町6-1020-0873〒

019-623-1351☎

京極

019-625-1178FAX

盛岡市大通1-8-4020-0022〒

019-625-9459☎

くう雅

019-681-6556FAX

盛岡市大通1-6-16 第7大通りビル2F020-0022〒

019-681-6556☎

駒龍

019-654-5243FAX

盛岡市本町通1-8-4020-0015〒

019-624-5243☎

川柳

019-652-6321FAX

盛岡市大通2-5-12020-0022〒

019-622-5428☎

直利庵

019-624-0442FAX

盛岡市中ノ橋通1-12-13020-0871〒

019-624-0441☎

田

019-604-8231FAX

盛岡市大通2-2-16 アキヤマビル5F020-0022〒

019-604-8232☎

ひっつみ庵
盛岡市盛岡駅前通1-44 フェザンB1F020-0034〒

019-654-7686☎

講師
盛岡支部長　鈴木 勇

岩手県料理業生活衛生同業組合
〒020-0023 盛岡市内丸16-15 内丸ビル302　TEL 019-622-3643　FAX 019-622-3643

連絡先
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喜乃字

北上市北鬼柳18-18-1024-0072〒

0197-64-3310☎

胡蝶

0197-63-2152FAX

北上市諏訪町1-1-11024-0034〒

0197-63-2151☎

講師
北上支部長　佐藤 民生

0197-64-0994FAX

宮古地区

幸楼

0197-65-6966FAX

北上市大曲町3-3024-0091〒

0197-65-7200☎

レストランほりた

宮古市新川町4-1027-0081〒

0193-63-0011☎

宮古支部長　堀田 尚志

0193-63-0011FAX
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中華
料理

すし

盛岡地区

串焼きだいにんぐ えびすけ

盛岡市菜園2-4-3 2Ｆ020-0024〒

019-622-5223☎

東屋
盛岡市中ノ橋通1-8-3020-0871〒

019-622-2252☎

アモーレ
盛岡市南大通1-10-8 タヤマパーク1F020-0874〒

019-623-2773☎

アランチャ
盛岡市中央通2-1-26 第5川田ビル020-0021〒

019-625-6305☎

居酒屋 たこ
盛岡市中央通1-10-3020-0021〒

019-658-8900☎

イタリアンバル RocheMano
盛岡市大通1-4-10 照井ビル1階020-0022〒

019-613-2263☎

魚将
盛岡市菜園2-4-3020-0024〒

019-605-8280☎

旨いもの居酒屋 串え
盛岡市中央通2-1-2 樫の木ビル1F020-0021〒

019-654-5055☎

海幸山幸 福っ幸
盛岡市菜園1-11-6 丸乃第一ビル020-0024〒

019-601-5707☎

御食事と御料理 大むら
盛岡市大通1-8-16020-0022〒

019-653-4402☎

お弁当 かどや
盛岡市北夕顔瀬町15-28 橋市第6ビル1F020-0031〒

019-648-3040☎

オムパス
盛岡市津志田4-28-1020-0835〒

090-4887-7602☎

海央
盛岡市中央通2-10-32 2F020-0021〒

019-626-0123☎

盛岡支部長　蝦名 紹功

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

VIVID

紫波郡紫波町日詰字丸盛214-1 　　　028-3305〒

019-676-3260☎

紫波支部長　高橋 伸
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盛岡地区
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厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

CAFÉ RHINO
盛岡市開運橋通2-33020-0026〒

090-5185-1725☎

北田食堂
盛岡市南大通2-6-15020-0874〒

019-622-3938☎

北ホテル和食処 窯
盛岡市内丸17-45 北ホテル2F020-0023〒

019-651-0922☎

喫茶・スナック 花しずく
盛岡市大通2-4-22 サンライズタウン1F020-0022〒

019-652-1022☎

キッチンパブDO！
盛岡市中央通2-1-7 岩手開連ビル1F020-0021〒

019-653-3121☎

九州酒場 〇九
盛岡市菜園1-4-1 菜園総合ビルB1F020-0024〒

019-613-4626☎

クラブヴィアージュ
盛岡市みたけ5-3-37020-0122〒

019-648-0008☎

CLUB DAHLIＡ
盛岡市大通3-1-17 竹原ビル2Ｆ020-0022〒

019-605-8422☎

クロスヒート
盛岡市大通2-5-10 JJビル2F020-0022〒

019-652-4999☎

鯉よし
盛岡市つなぎ舘市83-4020-0055〒

019-689-2769☎

ごはんや ぷらっと
盛岡市中野1-2-13020-0816〒

090-4317-4848☎

菜園マイクロブルーワリー with kitchen
盛岡市菜園1-5-10020-0024〒

019-606-0171☎

酒屋 Juikuku
盛岡市中央通1-7-4 オーデンビル020-0021〒

019-622-1199☎

早苗
盛岡市大通2-6-26020-0022〒

019-652-1787☎

SUNDANCE
020-0022 盛岡市大通2-4-22 サンライズタウンビル1F＆2F〒

019-652-6526☎

海鮮料理 おおいし
盛岡市菜園2-4-11 菜園ヴィレッジ1F020-0024〒

019-623-3393☎
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すし

四季の味処 うな竹
020-0124 盛岡市厨川1-5-4〒

019-641-0225☎

酒憂 ねまる
盛岡市菜園1-12-25020-0024〒

019-651-8918☎

食道園
盛岡市大通1-8-2020-0022〒

019-651-4590☎

紫波んちゅ
盛岡市菜園2-5-20020-0024〒

090-7930-1566☎

寿し利
盛岡市大通1-7-10020-0022〒

019-651-4144☎

スナック どん
盛岡市大通2-3-20 阿部商事ビル2F020-0022〒

019-651-9622☎

スナック 涼
盛岡市中央通2-1-3 ４Ｆ020-0021〒

019-656-6490☎

大衆酒場 八兵衛
盛岡市大通1-11-20 第3丸十ビル1F020-0022〒

019-624-2402☎

大同苑
盛岡市菜園2-6-19020-0024〒

019-651-6262☎

ダイニングバー響
盛岡市大通1-9-23 1Ｆ020-0022〒

019-626-3003☎

Dining わかんたんか
盛岡市南大通1-9-2 メゾンデプレ2F020-0874〒

019-681-3727☎

高島屋
盛岡市上田1-10-6020-0066〒

019-654-0964☎

地産酒場 いごっそう
盛岡市大通2-6-6 京藤ビル地下020-0022〒

019-681-4284☎

つたや
盛岡市中ノ橋通2-10-13020-0871〒

019-622-8503☎

戦国焼鳥 秀吉 本町本陣
盛岡市本町通2-3-7020-0111〒

019-626-2131☎

東北フードサービス㈱
盛岡市上田字岩脇1-14020-0102〒

019-656-1221☎
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盛岡地区
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すし

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

ヌッフデュパプ
盛岡市大通2-4-22 日活ビル4F020-0022〒

019-651-5050☎

ノートルダム盛岡
盛岡市本宮字小屋敷7-3020-0866〒

0120-980-720☎

呑み食い処 新茶屋
盛岡市仙北3-11-18020-0861〒

019-636-0851☎

BAR SCOTZ and FORTE
盛岡市中央通1-10-9 ソシュウビル020-0021〒

080-5570-0541☎

バッファロー
盛岡市大通1-6-13 時遊空間TENビル1F020-0022〒

019-651-1217☎

花ごよみ
盛岡市本宮1-17-1020-0866〒

019-634-1337☎

バレル べっか
020-0021 盛岡市中央通2-1-8 岩手開連ビルＢ1F〒

019-621-1315☎

番屋ながさわ
盛岡市菜園2-6-1020-0024〒

019-622-2646☎

ビアレストランアリーブ 盛岡店
盛岡市大通3-3-18 アートホテルＢ1F020-0022〒

019-621-4055☎

美醸旬彩 匠の
盛岡市大通1-11-4 1F020-0022〒

019-652-1804☎

美食道楽
盛岡市大通1-11-18 名店会館２Ｆ020-0022〒

019-656-7890☎

フォーレスト
盛岡市中央通2-1-3 ローサイドビル020-0021〒

019-625-5300☎

ふぉん
盛岡市内丸5-10020-0023〒

019-624-2110☎

本氣屋 男前厨房
盛岡市開運橋通4-5 1F020-0026〒

019-656-0948☎

丸亀
盛岡市東山1-11-2020-0813〒

019-652-3774☎

トラットリア ダコッタ
020-0024 盛岡市菜園2-3-22 プラザバンベールビル2F〒

019-653-3338☎
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飲
　
食

盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

美藤
盛岡市上田3-7-26020-0066〒

019-653-1421☎

麺屋はつがい
盛岡市津志田南1-1-1020-0835〒

019-681-1881☎

盛岡粋酒場 がむしゃら
020-0022 盛岡市大通1-6-17 プラザタイガースビルB1F〒

050-5816-9057☎

杜のキッチンMarche
盛岡市中央通3-3-5020-0021〒

019-624-0302☎

焼肉まんぷく 一本木店
盛岡市玉山区下田字仲平185-6028-4134〒

019-683-3656☎

遊食屋 FUJI
020-0022 盛岡市大通2-4-16 盛岡藤原屋ビル2F〒

0120-524-833☎

夕楽
盛岡市夕顔瀬町4-38020-0032〒

019-622-1293☎

Lounge 優遊
020-0021 盛岡市中央通2-1-34 スキップ夢ハウスビル２Ｆ〒

019-624-5575☎

ララシャンスベルアミー
盛岡市本宮5-16-7020-0866〒

019-656-4288☎

利久 イオンモール盛岡店
盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡020-0148〒

019-601-6650☎

ワイズバー
盛岡市大通2-4-19020-0022〒

019-653-5667☎

をかしら屋
盛岡市大通1-4-5 小野新ビル1F020-0022〒

019-651-7111☎

吾妻屋
紫波郡紫波町上平沢字川原田7-2028-3309〒

019-673-8167☎

綾
紫波郡紫波町日詰字郡山駅15028-3305〒

019-672-3973☎

居酒屋 はち
紫波郡紫波町日詰字東裏117-1028-3305〒

090-5184-4438☎

お千代さん
紫波郡紫波町日詰字郡山駅210-1028-3305〒

019-672-3611☎
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盛岡地区

飲
　
食

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

㈱紫波まちづくり企画
紫波郡紫波町小屋敷字新在家90028-3444〒

019-673-8556☎

喫茶去（きっさこ）
紫波郡矢巾町南矢巾12-61-1028-3615〒

019-697-3692☎

サクセス・福龍
紫波郡紫波町日詰字郡山駅184-3028-3305〒

019-676-3963☎

澤
紫波郡紫波町日詰字下丸森135-4028-3305〒

019-672-2462☎

サンウッド
紫波郡紫波町桜町1-12-1　028-3307〒

019-672-1835☎

三平食堂
紫波郡矢巾町又兵エ新田7-171-1028-3614〒

019-697-2518☎

寿苑
紫波郡紫波町桜町下川原71-1028-3307〒

019-676-3955☎

松竹
紫波郡紫波町日詰字郡山駅96028-3305〒

019-672-2732☎

食道 かわむら
紫波郡紫波町日詰字郡山駅184-2028-3305〒

019-676-2148☎

紫波グリーンホテル
紫波郡紫波町日詰西6-6-2028-3306〒

019-676-6333☎

寿し政
紫波郡紫波町北日詰白旗38-1028-3309〒

019-676-6095☎

スナック 歌Ren
紫波郡紫波町日詰字西裏34028-3305〒

019-613-8572☎

スナックほたる
紫波郡紫波町日詰字郡山駅210-1028-3305〒

019-676-3302☎

スナック楽々
紫波郡紫波町日詰字東裏117-1028-3305〒

019-676-2827☎

立呑処 SUNSET

090-6223-9679☎

028-3305 紫波郡紫波町日詰字七久保1-24 フレンチネストB棟〒

戦国焼鳥 秀吉 FC矢巾店
紫波郡矢巾町西徳田5-77-4028-3603〒

019-697-8937☎
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飲
　
食

盛岡地区・宮古地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

宮古地区

無礼講

宮古市大通1-4-21027-0083〒

0193-64-0210☎

宮古支部長　柳澤 順
魚河岸

下閉伊郡山田町長崎1-8-18028-1351〒

0193-82-2658☎

山田支部長　横田 博安

天狗寿司
紫波郡紫波町日詰字東裏5028-3305〒

019-676-2651☎

ビアック・大盛軒
紫波郡紫波町日詰字郡山駅75028-3305〒

019-672-2813☎

藤屋食堂
紫波郡紫波町日詰字郡山駅46028-3305〒

019-672-3020☎

フレンズ
紫波郡紫波町日詰駅前2-5-3028-3309〒

019-672-1567☎

ほっこり処雪華（せっか）
紫波郡矢巾町南矢巾7-121028-3615〒

019-656-6333☎

まる福
花巻市石鳥谷町好地16-52-17028-3101〒

0198-45-5968☎

味橋屋
紫波郡矢巾町又兵エ新田5-64-3028-3614〒

019-697-8595☎

よかろ
紫波郡紫波町日詰字郡山駅191-4028-3305〒

019-672-3979☎

ルパン
紫波郡紫波町日詰字郡山駅15028-3305〒

019-676-3956☎

やすらぎ
紫波郡矢巾町南矢幅12-15-2028-3615〒

019-697-9321☎

リバー
紫波郡紫波町日詰字東裏110-1028-3305〒

019-676-6485☎

レストラン ピノ
紫波郡矢巾町南矢幅7-495028-7305〒

0195-613-2711☎

れすとらん文化
紫波郡矢巾町又兵エ新田6-103028-3614〒

019-697-2047☎

講師
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宮古地区

飲
　
食

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

海鮮 居酒屋 山水
宮古市大通3-1-32027-0083〒

0193-64-0345☎

かかし
宮古市大通4-1-3027-0083〒

0193-62-0443☎

中華ポパイ 食道園
宮古市大通1-4-20027-0083〒

0193-63-2203☎

グルメハウスシンコー
下閉伊郡山田町中央町5-4028-1332〒

0193-82-2306☎

紅
下閉伊郡山田町大沢9-25-2028-1311〒

080-6035-9071☎

コルテジャーナ
下閉伊郡山田町川向7-15028-1332〒

090-2272-1402☎

四十八坂磯よし
下閉伊郡山田町船越1-73-5028-1371〒

0193-84-3066☎

スナックオルゴール
下閉伊郡山田町川向16-9028-1342〒

0193-82-5556☎

Diana
宮古市大通4-1-14 トキワザビル3F027-0083〒

0193-62-0820☎

居酒屋 寿司 ささき
〒

0193-84-2582☎

和食処 浜ゆう
宮古市大通1-4-23027-0083〒

0193-62-8264☎

ニュースタート
宮古市大通1-4-13027-0083〒

0193-63-0511☎

バンブー
宮古市大通1-4-22027-0083〒

0193-64-3434☎

愛夢
下閉伊郡山田町川向町5-11028-1342〒

080-1671-4094☎

028-1342 下閉伊郡山田町川向町16-6 HIBIKIビル1F

秋田屋
宮古市大通4-2-1027-0083〒

0193-63-0608☎

居酒屋 こう坊
宮古市大通3-1-28027-0083〒

0193-63-7123☎
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飲
　
食

宮古地区・久慈地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

竹寿司
下閉伊郡山田町長崎4-14-24028-1351〒

0193-82-2779☎

藤七屋
下閉伊郡山田町中央町5-4028-1332〒

0193-82-3267☎

久慈地区

光山温泉
下閉伊郡山田町大沢第13-59-29028-1311〒

0193-82-2314☎

道の駅やまだ
下閉伊郡山田町船越6-141028-1371〒

0193-89-7025☎

らーめん 居酒屋 六もん
下閉伊郡山田町川向町16028-1342〒

090-1499-7129☎

和背
下閉伊郡山田町境田町3-Ｂ2028‐1343〒

090-7330-9156☎

おおみ屋

久慈市長内町34-26-1028-0041〒

0194-52-1155☎

伊太利屋
久慈市二十八日町1-25028-0062〒

0194-53-6239☎

魚棚
久慈市十八日町1-15028-0065〒

0194-52-0606☎

鬼は内
久慈市夏井町閉伊口2-49028-0001〒

0194-52-0841☎

初音
下閉伊郡山田町長崎3-1-32028-1351〒

0193-82-5207☎

講師
久慈支部長　大宮 清一

かわさき栄食
久慈市長内町27-27-1028-0041〒

0194-52-0055☎

幸寿司
久慈市川崎町8-15028-0051〒

0194-52-4363☎

スナックライフル
下閉伊郡山田町長崎1-11-5028-1351〒

090-6252-4846☎

スナック檸檬
下閉伊郡山田町川向町5-4028-1342〒

0193-82-6893☎
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久慈地区

飲
　
食

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

食堂しみず
久慈市西の沢6-31-2028-0081〒

0194-53-4447☎

食の館
九戸郡洋野町種市32-95-1028-7912〒

0194-65-5200☎

寿々喜
久慈市中央2-17028-0061〒

0194-52-0044☎

福るる
久慈市長内町17-95-8028-0041〒

0194-53-2900☎

焼肉・冷麺・福次郎
久慈市本町3-28028-0052〒

0194-52-7183☎

らーめんの千草
久慈市二十八日町1-10028-0062〒

0194-53-6997☎



岩手セイエイ百貨店／ライフアップ・プラザiwate

食 肉
岩手県食肉生活衛生同業組合加盟店

参加登録店
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食
　
肉

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

盛岡地区

太田屋精肉店

019-624-3872FAX

盛岡市肴町4-31020-0878〒

019-624-3871☎

川鉄商店

019-625-0817FAX

盛岡市鉈屋町2-20020-0827〒

019-622-3685☎

九戸屋肉店

019-643-7518FAX

盛岡市月が丘3-29-16020-0121〒

019-641-3080☎

小泉精肉店

019-647-1452FAX

盛岡市前九年2-1-7020-0127〒

019-647-1432☎

サトー

019-687-1483FAX

滝沢市鵜飼迫158-2020-0653〒

019-687-2145☎

多賀精肉店

019-638-8138FAX

盛岡市永井20-61-11020-0834〒

019-638-6205☎

多賀精肉店

019-622-8958FAX

盛岡市新田町7-32020-0042〒

019-622-8958☎

竹村精肉店

019-623-1884FAX

盛岡市中ノ橋通2-12-17020-0871〒

019-623-1884☎

中村屋

019-643-7600FAX

盛岡市月が丘3-38-25020-0121〒

019-641-1761☎

ビッグ・サン

019-635-2951FAX

盛岡市南大通2-6-20020-0874〒

019-624-4595☎

平船精肉店

019-652-2728FAX

盛岡市肴町5-10020-0878〒

019-652-2727☎

ベル・ジョイス

019-614-0306FAX

盛岡市羽場10-100-3020-8567〒

019-614-0308☎

マルイチ材木町店

019-622-9802FAX

盛岡市材木町5-25020-0063〒

019-605-9801☎

米内商店

盛岡市紺屋町5-16020-0885〒

019-624-2967☎

盛岡支部長　米内 正己

019-624-2968FAX
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盛岡地区・宮古地区・久慈地区

食
　
肉

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

マルイチ城西店（本部）

019-622-6569FAX

盛岡市城西町13-1020-0044〒

019-622-4131☎

ミート荒川

019-662-6784FAX

盛岡市高松2-7-29020-0114〒

019-662-6444☎

三浦精肉店

019-653-2984FAX

盛岡市夕顔瀬町22-7020-0032〒

019-653-2983☎

宮古地区

いせや肉店
下閉伊都山田町長崎2-6-30028-1351〒

0193-82-4698☎

太田屋肉店

宮古市大通2-4-21027-0083〒

0193-62-2646☎

宮古支部長　太田 昭彦

0193-64-4666FAX

久慈地区

樋沢精肉店

久慈市本町1-9028-0052〒

0194-53-2983☎

上神田精肉店

0194-35-3575FAX

下閉伊郡普代村13地割字普代112-6028-8300〒

0194-35-2210☎

北末

0194-78-2482FAX

九戸都野田村野田20-39-4028-8201〒

0194-78-2481☎

工藤精肉店

0195-46-2350FAX

九戸郡軽米町軽米大字軽米8-1-7028-6302〒

0195-46-2350☎

源田精肉店
九戸郡洋野町大野71-3-8028-8802〒

0194-77-3799☎

添田精肉店
久慈市川崎町4-7028-0051〒

0194-53-4344☎

久慈支部長　樋沢 保

㈲はたけだ・精肉部

0194-52-1171FAX

久慈市八日町2-26028-0064〒

0194-52-1171☎

福よし精肉店

0194-52-2944FAX

久慈市川崎町4-7028-0051〒

0194-52-2944☎

0194-53-2983FAX



理 容
岩手セイエイ百貨店／ライフアップ・プラザiwate

岩手県すし業生活衛生同業組合加盟店

参加登録店
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理
　
容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

盛岡地区

ウエムラ理容館
岩手郡雫石町鶯宿6-29-8020-0574〒

019-695-2947☎

講師ヘアーファッション MUGEN

滝沢市鵜飼滝向1-5020-0675〒

019-687-6577☎

盛岡支部長　坂本 弘幸

講師

HAIRMAKE FACTORY

盛岡市手代森14-16-400020-0401〒

019-696-5677☎

紫波支部長　瀬川 久和

ニューサカイ

岩手郡雫石町寺の下47-21020-0524〒

019-692-3634☎

雫石支部長　坂井 孝夫

理容ちば
岩手郡雫石町高前田136-7020-0543〒

019-692-2422☎

講師

石川理容店
盛岡市安倍館町5-41020-0126〒

019-647-1289☎

江刺家理容所
盛岡市中屋敷町4-26020-0141〒

019-646-1471☎

隠れ家 BARBER SHOP FLAT
盛岡市本宮字久保筋117-1020-0866〒

019-658-0547☎

カットアンドウェーブアベ
盛岡市大通2-3-4020-0022〒

019-622-7939☎

カットショップチダ
盛岡市山岸4-9-26020-0004〒

019-663-4601☎

内丸理容室
盛岡市内丸17-7020-0023〒

019-625-0611☎

エム理容室
盛岡市下太田沢田19-42020-0051〒

019-659-0602☎

かたやま理容所
盛岡市上堂2-2-2020-0125〒

019-647-3454☎

カットクラブササキ
盛岡市北松園4-3-4020-0105〒

019-662-9581☎

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。 ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

ケア理容
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盛岡地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

カットハウスMAITA
盛岡市好摩字夏間木84-46028-4125〒

019-682-0365☎

CutSpotアキ
盛岡市青山3-29-6020-0133〒

019-647-4497☎

カットハウスサイジョー
盛岡市津志田中央2-8-33020-0838〒

019-638-8554☎

カット1
盛岡市月が丘2-8-2020-0121〒

019-646-3989☎

カット・ワン
盛岡市本宮6-31-10020-0866〒

019-636-2424☎

髪切り処 小山
盛岡市月が丘3-39-55020-0121〒

019-641-4311☎

かみきり屋
盛岡市南仙北1-22-65 1F020-0863〒

019-613-3038☎

髪屋みまた
盛岡市夕顔瀬町9-3020-0032〒

019-652-7757☎

㈱川村コーポレーション
盛岡市内丸16-37020-0023〒

019-626-5600☎

川村理容
盛岡市下飯岡11-130020-0853〒

019-638-3549☎

桐野理容所
盛岡市つなぎ字舘市85-1020-0055〒

019-689-2255☎

齋藤理容所
盛岡市上厨川新田81-14020-0143〒

019-647-6112☎

齋藤理容所
盛岡市本町通3-13-30020-0015〒

019-652-5971☎

㈲クールコーポレーション
盛岡市本町通2-14-34020-0015〒

019-654-8703☎

熊谷理容所
盛岡市湯沢6-22-2020-0842〒

019-638-5351☎

昆理容舘
盛岡市盛岡駅前北通5-16020-0033〒

019-624-2205☎

ケア理容
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盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

佐藤理容室
盛岡市渋民字駅47028-4132〒

019-683-2584☎

城前理容所
盛岡市東仙北2-17-45020-0862〒

019-636-3815☎

志和理容室
盛岡市上田1-4-1 県立中央病院内020-0066〒

019-653-1151☎

すかわ理容所
盛岡市盛岡駅西通1-19-12020-0045〒

019-651-2371☎

STAX.
盛岡市山岸2-9-27020-0004〒

019-652-1019☎

せいきょう理容室
盛岡市松園3-14-1020-0107〒

019-662-6660☎

高野理容館
盛岡市松尾町2-15020-0873〒

019-622-1640☎

トーエ理容室
盛岡市前九年3-17-3020-0127〒

019-647-4394☎

都南理容
盛岡市手代森8-2-11020-0401〒

019-624-3889☎

ヒラトヤ都南店
020-0834 盛岡市津志田西2-17-50 ショッピングセンターサンサ内〒

019-637-1266☎

ちぐさ理容所
盛岡市高松3-5-12020-0114〒

019-661-2245☎

たかはし理容
盛岡市松尾町2-6020-0873〒

019-622-6944☎

床やま十文字
盛岡市東安庭1-9-21020-0824〒

019-626-1818☎

NoisyPlace
盛岡市館向町24-34020-0115〒

019-651-6540☎

田村理容室
盛岡市中太田泉田1-13020-0052〒

019-659-3459☎

ツチヤ理容室
盛岡市仙北3-11-4020-0861〒

019-635-3455☎

ケア理容

ケア理容
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盛岡地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

ヘアーサロンシルクロード
盛岡市渋民字愛宕30-3028-4132〒

019-683-2303☎

ふたば理容室
盛岡市東見前4-10-1020-0832〒

019-638-6400☎

ヘアーサロンながい
盛岡市加賀野3-1-12020-0807〒

019-651-2388☎

ヘアーサロンポエム
盛岡市永井23-7-50020-0834〒

019-637-6262☎

ヘアーサロンポプラル
盛岡市みたけ4-24-28020-0122〒

019-641-7021☎

ヘアーサロンもりおか
盛岡市城西町9-5020-0044〒

019-646-7492☎

ヘアーサロンヨシダ
盛岡市鉈屋町5-16020-0827〒

019-652-5546☎

ヘアーサロン蓮
盛岡市月が丘3-41-41020-0121〒

019-641-1762☎

ヘアーズクラブアート
盛岡市本宮1-33-1020-0866〒

019-635-0471☎

ヘアースタイリストサロン サカモト
盛岡市本宮2-16-5020-0866〒

019-635-3349☎

ヘアースタイリストサロン レオン緑が丘店
盛岡市緑が丘3-1-30020-0117〒

019-662-5242☎

ヘアースポット・ベレーザ
盛岡市青山4-10-11020-0133〒

019-645-3878☎

Hair Four.seasons
盛岡市前九年3-1-10020-0127〒

019-645-1276☎

ヘアサロンサンファン
盛岡市前九年1-10-20020-0127〒

019-647-1689☎

ヘアプレイスパティオ
盛岡市長橋町15-13020-0146〒

019-645-7567☎

ヘアーサロンむとう理容
盛岡市西見前16-16-1020-0833〒

019-638-3360☎
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盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

みまたヘアーサロン
盛岡市津志田南3-3-6020-0839〒

019-637-1058☎

メンズサロンGB
盛岡市前九年3-17-3020-0127〒

019-646-9245☎

Monostyle for Hair
盛岡市東山1-19-16020-0813〒

019-626-1822☎

八重樫理容所
盛岡市新田町7-27020-0042〒

019-651-3845☎

山田理容館
盛岡市館向町4-42020-0115〒

019-651-3980☎

理・美容館 岩泉
盛岡市高松2-2-44020-0114〒

019-662-2097☎

理容アイドル
盛岡市南大通2-10-32020-0874〒

019-623-1712☎

理容青柳
盛岡市西青山3-10-13020-0132〒

019-646-8759☎

理容あきしの
盛岡市西青山2-19-38020-0132〒

019-647-8057☎

理容いこい
盛岡市西青山1-8-9020-0132〒

019-647-1297☎

理容五日市
盛岡市仙北1-14-5020-0861〒

019-636-3239☎

理容ウチサワ
盛岡市館向町26-20020-0115〒

019-651-6384☎

理容オオシダ
盛岡市本町通2-3-1020-0015〒

019-623-2505☎

理容川村
盛岡市茶畑1-19-14020-0822〒

019-623-8763☎

理容クマガイ
盛岡市中野2-2-13020-0816〒

019-624-4894☎

理容ごとう
盛岡市本宮1-14-15020-0866〒

019-635-3059☎

ケア理容

ケア理容
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盛岡地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

理容さかえ
盛岡市黒川下河原22-18-10020-0403〒

019-696-2050☎

理容サコー
盛岡市月が丘1-26-5020-0121〒

019-641-3255☎

理容じゃぐち
盛岡市緑が丘3-7-19020-0177〒

019-622-8604☎

理容セキ
盛岡市若園町1-20020-0886〒

019-623-1563☎

理容タカムラ
盛岡市下太田沢田68-18020-0051〒

019-658-0437☎

理容ささき
盛岡市乙部31-2020-0403〒

019-696-2507☎

理容室ヨシダ
盛岡市永井21-1-10020-0834〒

019-638-7746☎

理容下屋敷
盛岡市鉈屋町15-3020-0827〒

019-622-0201☎

理容スパークル
盛岡市山王町11-10020-0821〒

019-651-0187☎

理容タカノハシ
盛岡市本町通1-6-9020-0015〒

019-623-4722☎

理容つきはな
盛岡市北天昌寺町8-15020-0136〒

019-646-1000☎

理容てらさわ
盛岡市本町通2-11-29020-0015〒

019-624-6166☎

理容トオヤマ
盛岡市夕顔瀬町1-42020-0032〒

019-622-0073☎

理容はたけやま
盛岡市上田2-20-14020-0066〒

019-623-3730☎

理容ヒラサワ
盛岡市神明町2-7020-0884〒

019-622-1431☎

理容ヒラトヤ青山店
盛岡市西青山2-32-16020-0132〒

019-646-1888☎
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盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

理容ヒラトヤ大通店
盛岡市大通1-11-2 カヅマビル1F020-0022〒

019-654-8700☎

理容ヒラトヤ菜園店
盛岡市菜園2-6-31020-0024〒

019-653-4455☎

理容ヒラトヤ山王店
盛岡市山王町10-6020-0821〒

019-654-4896☎

理容ヒラトヤ中ノ橋店
盛岡市中ノ橋通2-11-2020-0871〒

019-654-4568☎

理容ヒラトヤ本部
盛岡市盛岡駅前通13-14020-0034〒

019-653-1144☎

理容ヒラトヤ緑が丘店
盛岡市緑が丘4-1-70020-0117〒

019-661-9898☎

理容ひらふじ
盛岡市黒石野1-8-11020-0111〒

019-662-3526☎

理容フジ
盛岡市本町通3-20-25020-0015〒

019-651-9607☎

理容プリンス
盛岡市津志田14-38-19020-0835〒

019-638-5598☎

理容フルダテ
盛岡市永井22-3-71020-0834〒

019-638-0676☎

理容ふれさわ
盛岡市松園1-2-3020-0107〒

019-662-3338☎

理容ホンマ
盛岡市内丸5-17020-0023〒

019-623-6566☎

理容みたち
盛岡市桜台1-17-8020-0002〒

019-667-1231☎

理容ミカミ
盛岡市津志田7-12-14020-0835〒

019-635-7831☎

理容ミマタ
盛岡市津志田町1-1-2020-0837〒

019-636-1662☎

理容湯沢
盛岡市湯沢3-1-8020-0842〒

019-638-8964☎
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盛岡地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

理容ヨシダ
盛岡市下ノ橋町4-25020-0877〒

019-622-8315☎

理容シモダ
滝沢市穴口414-8020-0633〒

019-684-3505☎

理容タケダ
滝沢市字巣子1180-10020-0100〒

019-688-2618☎

理容タグチ
滝沢市篠木明法53-2020-0731〒

019-684-1002☎

理容たけはな
滝沢市大釜土井尻119-1020-0764〒

019-687-4216☎

Warm理容ロイヤル
盛岡市大通2-2-13020-0021〒盛岡市永井15-67-9020-0834〒

090-2887-2592☎019-638-7100☎

理容ヨシダ川徳店
盛岡市菜園1-10-1020-0024〒

019-651-1111☎

カットハウスロッキー
滝沢市巣子723-9020-0611〒

019-688-2754☎

とこやさん ぷらす
滝沢市葉ノ木沢山537-07020-0625〒

019-688-3100☎

MensLadysRapita
滝沢市鵜飼字諸葛川16-30020-0667〒

019-684-3615☎

太野理容所
滝沢市穴口463-1020-0633〒

019-684-3623☎

ヘアーサロン仁
滝沢市字土沢219-72020-0638〒

019-684-3959☎

ヘアーサロン ヤング
滝沢市鵜飼向新田169020-0667〒

019-684-3500☎

理容やなぎ
滝沢市大釜土井尻120-6020-0764〒

019-687-4089☎

理容ハッピー
滝沢市鵜飼向新田7-29020-0667〒

019-687-3601☎
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料理
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理容ヨシ
滝沢市字一本木206-2020-0604〒

019-688-3733☎

カットサロン理容エンドー
紫波郡矢巾町南矢幅6-351-1028-3615〒

019-697-5089☎

りようムラマツ
紫波郡矢巾町又兵エ新田5-95-16028-3614〒

019-697-4613☎

浅沼理容所
紫波郡紫波町稲藤字関口83-2028-3451〒

019-673-6923☎

うわまち理容店
紫波郡紫波町二日町字北七久保231-7028-3304〒

019-676-2265☎

カットサロンモトキ
紫波郡紫波町高水寺字中田35-38028-3303〒

019-676-2216☎

カツトルームTAMA
紫波郡矢巾町西徳田5-23-7028-3603〒

019-611-0134☎

カットショップナクア
紫波郡紫波町二日町字北七久保91-65028-3304〒

019-671-1278☎

ファッションヘア専科 からんどりえ
紫波郡矢巾町又兵エ新田7-200-3028-3614〒

019-697-3813☎

ヘアーサロン荒木田
紫波郡矢巾町高田13-162-2028-3601〒

019-637-6262☎

Hair Salon ODA
紫波郡矢巾町又兵エ新田8-118-1028-3614〒

019-681-0258☎

ヘアーサロン・ツカサ
紫波郡紫波町高水寺字古屋敷164-2028-3303〒

019-672-2633☎

ヘアーサロンFUJINUMA
紫波郡紫波町日詰字郡山駅197028-3305〒

019-676-5425☎

佐藤理容所
紫波郡紫波町土館字沖田76-1028-3453〒

019-673-7739☎

RANDOM（ランダム）
紫波郡紫波町二日町宇北七久保243-3028-3304〒

019-676-3537☎

阿部理容所
紫波郡紫波町高水寺字中田114028-3303〒

019-672-4525☎

ケア理容
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盛岡地区・北上地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

理容まこ
紫波郡紫波町北日詰字白旗17-3028-3309〒

019-676-3978☎

理容サトウ
紫波郡紫波町上平沢字南馬場98028-3441〒

019-673-7633☎

理容マリノ
紫波郡紫波町平沢字松田4-3028-3308〒

019-676-4373☎

理容ほそかわ
岩手郡雫石町上野新里12-24020-0583〒

019-692-1758☎

桜田理容舘
岩手郡雫石町西根下駒木野45-10020-0584〒

019-693-3538☎

なかゆ理容
岩手郡雫石町長山早坂70-46020-0585〒

019-693-2842☎

堂前理容
岩手郡雫石町長山猿子107-3020-0585〒

019-693-4338☎

ヘヤーサロン大塚
岩手郡雫石町上平2-5020-0557〒

019-692-4410☎

ヘヤーサロンさとこ
岩手郡雫石町南畑33-80-2020-0573〒

019-695-2923☎

理容恵美
岩手郡雫石町八卦49-9020-0536〒

019-692-3917☎

北上地区

キャプテンバーバー
北上市花園町2-4-31024-0035〒

0197-63-6712☎

ヘアーサロンラッキー

0197-64-3635FAX

北上市上野町2-6-7024-0021〒

0197-64-3635☎

北上支部長　鈴木 久明

captbb1953@ab.auone-net.jpU R L

講師

講師 ゴトウ理容
北上市常盤台2-12-19024-0012〒

0197-64-2652☎

近理容所
北上市常盤台3-23-31024-0012〒

0197-63-6002☎

ヘアーサロンキクチ
北上市上野町1-18-34024-0021〒

0197-65-0126☎

0197-63-6712FAX

カットハウスイトカワ

0197-66-4471FAX

北上市二子町宿西123-2024-0104〒

0197-66-4471☎

講師

ケア理容

ケア理容

ケア理容
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社交
飲食

中華
料理

すし

理容きくち
北上市上野町2-19-15024-0021〒

0197-65-2838☎

ヘアーサロンエンジェル
北上市上野町3-11-7024-0021〒

0197-65-3944☎

フレンド理容
北上市上野町3-26-16024-0021〒

0197-65-1722☎

カットクラブ310

0197-63-5119FAX

北上市さくら通り1-6-30024-0084〒

0197-63-5119☎

ヘアーサロンタダ
北上市さくら通り5-1-5024-0084〒

0197-65-4954☎

理容さとう
北上市ニ子町高屋12-3024-0104〒

0197-66-5402☎

理容コウタカ
北上市里分6-102-28024-0023〒

0197-63-5332☎

タク理容
北上市川岸2-1-21024-0032〒

0197-63-4941☎

カットハウスリバー
北上市川岸3-23-10024-0032〒

0197-63-6964☎

沢藤理容所
北上市鍛冶町2-14-12024-0062〒

0197-63-5553☎

理容富永
北上市柳原町1-1-49024-0083〒

0197-63-2932☎

しょう理容
北上市新穀町1-5-54024-0092〒

0197-64-1471☎

平野理容所
北上市新穀町2-4-7024-0092〒

0197-64-7382☎

ヘアースタジオKEN

0197-64-1872FAX

北上市本通り1-2-22024-0094〒

0197-64-1872☎

理容ふじ
北上市花園町2-4-19024-0035〒

0197-63-6466☎

ライトバーバー
北上市鍛冶町2-13-13024-0062〒

0197-64-6577☎

ケア理容 ケア理容

ケア理容

ケア理容

ケア理容

ケア理容
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北上地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

北上駅構内理容室
北上市大通り1-1-2024-0061〒

0197-63-2984☎

理容ローズ
北上市大通り2-1-14024-0061〒

0197-64-1021☎

理容ホシ
北上市大通り2-3-18024-0061〒

0197-64-6561☎

東洋理容
北上市大通り2-10-1024-0061〒

0197-64-2026☎

アベ理容室
北上市大通り3-7-1024-0061〒

0197-64-3274☎

理容コトブキ
北上市大通り1-8-18024-0061〒

0197-63-5961☎

なかじま理容
北上市九年橋2-2-19024-0063〒

0197-64-6673☎

高橋理容所
北上市飯豊23-9-3024-0001〒

0197-68-2506☎

タカハシ理容
北上市村崎野15-283-5024-0004〒

0197-66-4518☎

イトウ理容
北上市村崎野16-136-22024-0004〒

0197-66-3888☎

髪工房M2
北上市九年橋3-9-18024-0063〒

0197-63-8132☎

歴
北上市村崎野13-142-92024-0004〒

0197-66-2907☎

折居理容舘
北上市村崎野15-308-18024-0004〒

0197-66-2670☎

サトウ理容
北上市村崎野16-138-10024-0004〒

0197-66-3020☎

hair salon Only One
北上市九年橋3-14-69024-0063〒

0197-64-3896☎

理容高橋
北上市青柳町1-6-26024-0031〒

0197-63-4820☎ ケア理容

ケア理容

ケア理容

ケア理容

ケア理容

ケア理容
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理
　
容

北上地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

杉沢理容店
北上市村崎野19-117-4024-0004〒

0197-68-2622☎

さいとう理容
北上市二子町築舘156-7024-0104〒

0197-66-2793☎

さいき理容
北上市村崎野19-264-1024-0004〒

0197-68-4069☎

及川理容所
北上市黒岩20-82-1024-0042〒

0197-65-0748☎

おいかわ理容
北上市臥牛7-42024-0101〒

0197-66-5835☎

きくち理容

0197-66-3603FAX

北上市二子町宿東1024-0104〒

0197-66-3603☎

理容ぬまやま
北上市二子町字上岡島171-5024-0104〒

0197-66-4441☎

ナカノ理容館
北上市大堤南1-5-20024-0055〒

0197-67-5626☎

理容タカハシ
北上市大堤南1-7-33024-0055〒

0197-67-5667☎

小舘理容
北上市大堤南1-9-6024-0055〒

0197-67-2165☎

本宮理容所
北上市鬼柳町都鳥121-2024-0056〒

0197-67-2650☎

理容及川
北上市鬼柳町鼠川原146024-0056〒

0197-67-2545☎

ちだとこや
北上市和賀町岩崎28-449-2024-0321〒

0197-73-7525☎

さとう理容
北上市和賀町岩崎新田真栄255024-0322〒

0197-73-5937☎

ちだ理容
北上市相去町相去58024-0051〒

0197-67-5718☎

ヘアーサロンキクチ
北上市大堤北1-2-17024-0052〒

0197-67-3009☎

ケア理容

ケア理容

ケア理容

ケア理容

ケア理容 ケア理容



50

北上地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

すずき理容
北上市口内町字新町72024-0211〒

0197-69-2132☎

こんの理容
北上市口内町字新町86-5024-0211〒

0197-69-2917☎

ジョージタウン（パル店）
北上市北鬼柳19-68024-0072〒

0197-65-3927☎

ヘアーサロン mix
北上市鳩岡崎1-23-1024-0076〒

0197-77-4172☎

カットハウスアーティー
北上市上江釣子7-71-1024-0071〒

0197-77-4394☎

エミー理容
北上市上江釣子8-118-3024-0071〒

0197-77-2807☎

理容たかはし
北上市上江釣子17-219-2024-0071〒

0197-77-2816☎

理容イトウ
北上市下江釣子11-97-6024-0073〒

0197-73-5016☎

石川理容
北上市和賀町藤根13-239024-0334〒

0197-73-5469☎

理容たかはし

0197-73-5542FAX

北上市和賀町藤根23-7024-0334〒

0197-73-5542☎

小野理容所
北上市和賀町横川目11-239-1024-0331〒

0197-72-2911☎

理容ササキ
北上市上江釣子18-35-1024-0071〒

0197-77-3324☎

駅前理容所
北上市下江釣子11-144-2024-0073〒

0197-73-5448☎

カット＆アロマリラクゼーション もみの木

0197-73-6007FAX

北上市和賀町藤根18-43-5024-0334〒

0197-73-6007☎

ヘアーサロン木もれび

0197-72-2525FAX

北上市和賀町横川目7-35-4024-0331〒

0197-72-2525☎

川原田理容所
北上市下江釣子15-107-27024-0073〒

0197-77-3472☎

ケア理容

ケア理容



宮古地区

51

理
　
容

北上地区・宮古地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

理容おばら
北上市和賀町横川目36-15-8024-0331〒

0197-72-2451☎

内澤理容所
北上市和賀町横川目13-21-13024-0331〒

0197-72-2429☎

カットサロンくろだ

宮古市大通1-2-30027-0083〒

0193-62-4650☎

とこやさん 髪楽
宮古市末広町4-19027-0084〒

0193-62-2494☎

ヘアーサロンホシ
宮古市上村2-3-13027-0026〒

0193-62-8317☎

講師 講師

宮古支部長　黒田 豊

たかはし理容所
北上市和賀町横川目36-299-44024-0331〒

0197-72-3654☎

白崎理容店
北上市和賀町堅川目1-186-1024-0332〒

0197-72-3823☎

おやま理容
和賀郡西和賀町大沓36-48-9029-5507〒

0197-82-2777☎

理容さいとう
和賀郡西和賀町川尻40-57-2029-5512〒

0197-84-2289☎

タカスズ理容
和賀郡西和賀町湯田21-180-4029-5503〒

0197-84-2527☎

たえこ理容店
和賀郡西和賀町湯之沢35-303-4029-5506〒

0197-82-3481☎

理容よねさわ
和賀郡西和賀町沢内字太田4-30029-5614〒

0197-85-3339☎

東理容店
和賀郡西和賀町湯本30-101-14029-5505〒

0197-84-2897☎

小田島理容所
和賀郡西和賀町湯本30-105-10029-5505〒

0197-84-2801☎

Cut in minato

下閉伊郡山田町中央町6-19028-1332〒

0193-82-2072☎

講師

ケア理容

ケア理容

山田支部長　湊 正美



52

宮古地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

アカシヤ理容室
宮古市宮町3-6-25027-0052〒

0193-62-6668☎

永洞理容所
宮古市大通1-2-8027-0083〒

0193-63-4436☎

カットサロンひまわり
宮古市和見町6-2027-0075〒

0193-62-3082☎

髪彩工KIMURA
宮古市津軽石13-338-8027-0203〒

0193-67-3088☎

河内理容所
宮古市江繋1-52-2028-2421〒

0193-78-2711☎

佐和理容所
宮古市江繋9-43-17028-2421〒

0193-78-2333☎

白ばら理容所
宮古市蟇目5-49-1028-2102〒

0193-72-3341☎

すずき床屋
宮古市末広町1-13027-0084〒

0193-62-6848☎

Stories
宮古市西町1-2-24027-0061〒

0193-64-6818☎

滝田理容店
宮古市茂市3-178-5028-2101〒

0193-72-2545☎

とこやのいしだ
宮古市田老三王3-5-3027-0325〒

0193-87-2904☎

とこや松澤
宮古市板屋3-3-40027-0048〒

0193-62-0590☎

ながほら理容
宮古市津軽石6-1-22027-0203〒

0193-67-2429☎

長洞理容所
宮古市津軽石5-17027-0203〒

0193-67-2001☎

BARBERSHOP ねことこ
宮古市八木沢4-97-7027-0031〒

0193-77-5044☎

おしゃれサロンスズキ
宮古市保久田2-24027-0074〒

0193-62-7738☎
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理
　
容

宮古地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ファミリーサロンユタカ
宮古市磯鶏1-3-35027-0024〒

0193-62-6139☎

Bit hair
宮古市末広町1-1027-0084〒

0193-64-5352☎

FAKE
宮古市上鼻2-7-20027-0044〒

0193-64-3631☎

ヘアーサロンくまがい
宮古市板屋2-6-19027-0048〒

0193-62-1400☎

ヘアーサロンシャルマン
宮古市津軽石4-38-18027-0203〒

0193-67-2677☎

ヘアーサロンSORA
宮古市保久田1-14027-0074〒

0193-62-5202☎

ヘアーサロンたなか
宮古市小山田2-7-21027-0038〒

0193-64-4008☎

ヘアーサロンナカシマ
宮古市津軽石10-176-5027-0203〒

0193-67-2563☎

ヘアーサロンREILU
宮古市保久田8-21027-0074〒

090-2603-1661☎

八木理容所
宮古市田の神2-5-17027-0066〒

0193-62-3319☎

よしだ床屋
宮古市栄町1-69027-0076〒

0193-63-4051☎

理容アキ
宮古市鍬ケ崎下町5-10027-0006〒

0193-63-8286☎

理容上田
宮古市佐原3-8-9027-0095〒

0193-63-2269☎

理容おぼない
宮古市佐原2-5-11027-0095〒

0193-63-0566☎

理容オモト
宮古市藤原1-7-32027-0021〒

0193-63-8377☎

理容サイトウ
宮古市川井2-96028-2302〒

0193-76-2427☎
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宮古地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

理容ささき
宮古市黒田町2-25027-0085〒

0193-64-3553☎

理容さわぐち
宮古市田老字養呂地140027-0341〒

0193-87-3900☎

理容トットリ
宮古市大通4-2-7027-0083〒

0193-62-9225☎

理容ふく川
宮古市本町1-30027-0089〒

0193-62-4774☎

理容細川
宮古市保久田3-42027-0074〒

0193-62-5273☎

理容まえた
宮古市黒田町5-19027-0085〒

0193-62-0772☎

理容まるやま
宮古市田老1-13-3027-0307〒

090-9535-4613☎

和とこや
宮古市磯鶏沖14-6027-0023〒

0193-65-1877☎

甲斐谷床屋
下閉伊郡山田町八幡町5-50028-1341〒

090-5846-3547☎

カットクラブSASAKI
下閉伊郡山田町船越6-31-1028-1371〒

0193-84-2434☎

カットハウス南風
下閉伊郡山田町飯岡6-106-4028-1352〒

0193-82-6077☎

昆理容室
下閉伊郡山田町大沢7-209-10028-1311〒

0193-82-2719☎

糠盛理容所
下閉伊郡山田町長崎4-1-4028-1351〒

080-1843-7414☎

BARBER 8ch
下閉伊郡山田町長崎1-2-8028-1351〒

0193-82-5832☎

理容タザワ
宮古市黒田町6-28027-0085〒

0193-62-8819☎

理容タカハシ
宮古市磯鶏沖4-18027-0023〒

0193-63-6662☎

ケア理容

ケア理容



久慈地区

55

理
　
容

宮古地区・久慈地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ヘアーサロンエポック
下閉伊郡山田町大沢7-26-6028-1311〒

0193-82-3417☎

ヘアーサロンさかもと
下閉伊郡山田町後楽町1-2028-1333〒

0193-82-3973☎

ヘアーサロンだいいち

久慈市栄町37-148-3028-0024〒

0194-53-6341☎

ヘアーサロンCowbell

0194-52-8418FAX

久慈市長内町36-5-3028-0041〒

0194-52-8418☎

講師講師
久慈支部長　吉田 勉

0194-53-6341FAX

アイダ理容店
久慈市二十八日町2-27028-0062〒

0194-53-4631☎

オダ理容

0194-52-0285FAX

久慈市小久慈町36-25-35028-0071〒

0194-52-0255☎

女沢理容
久慈市夏井町字大崎14-22-3028-0001〒

0194-53-4409☎

CutSalonやまざき
九戸郡野田村大字野田26-14-2028-8201〒

0194-78-2423☎

Hair Salon ＢＡＲＯＮ
下閉伊郡山田町八幡町9-5028-1341〒

0193-82-9580☎

Hair’s YANAGI
下閉伊郡山田町船越6-136-6028-1371〒

0193-84-2934☎

hair works CuWa
下閉伊郡山田町豊間根3-171-4028-1302〒

0193-86-2798☎

U3 HAIR
下閉伊郡山田町山田4-33-5028-1321〒

0193-82-2978☎

理容 倉澤
下閉伊郡山田町長崎2-1-10028-1351〒

0193-82-3251☎

理容 シバタ
下閉伊郡山田町船越22-130028-1371〒

080-5225-6743☎

理容 やまざき
下閉伊郡山田町船越6-43-27028-1371〒

080-2810-6176☎

ONE HAIR
下閉伊郡山田町境田町16-5028-1343〒

0193-82-2918☎

ケア理容

ケア理容 ケア理容
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久慈地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

清水理容所
久慈市中央4-22028-0061〒

0194-53-5052☎

せき理美店
久慈市本町2-9028-0052〒

0194-53-0241☎

フレッシュカットサカモト
九戸郡洋野町種市1-10-18028-7903〒

0194-67-2045☎

フレッシュモア ライオン
九戸郡洋野町種市39-19-1028-7911〒

0194-65-5501☎

ヘアーサロン 上向

0194-35-2328FAX

下閉伊郡普代村20-63028-8301〒

0194-35-2328☎

ヘアーサロン コウノキ
久慈市中央4-33-1028-0061〒

0194-53-3741☎

ヘアーサロンナカムラ
九戸郡洋野町種市23-27-64028-7914〒

0194-65-2445☎

ヘアーサロンヨシダ
久慈市荒町2-5028-0063〒

0194-53-4688☎

ヘアースタジオおおうちだ

0194-53-5720FAX

久慈市栄町37-122-4028-0024〒

0194-53-5720☎

HairWorks Slow
九戸郡洋野町大野57-22-3028-8802〒

0194-77-5588☎

ライオン理容室
下閉伊郡普代村2下村1028-8351〒

0194-35-3138☎

理容いそざき
九戸郡洋野町種市23-25028-7914〒

0194-65-2703☎

田中理容店
久慈市中央1-9028-0061〒

0194-53-1345☎

ハッピー理容所
九戸郡洋野町大野64-8-2028-8802〒

0194-77-2663☎

タチバナ理容室
久慈市夏井町大崎8-20-5028-0001〒

0194-53-0228☎

理容イトウ

0194-53-4455FAX

久慈市田高1-65028-0053〒

0194-53-4455☎

ケア理容

ケア理容

ケア理容

ケア理容

ケア理容
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理
　
容

久慈地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

理容オオサワ
久慈市川崎町3-22028-0051〒

0194-53-2796☎

理容大坪
九戸郡洋野町種市23-26028-7914〒

0194-65-4639☎

理容カヌカ
久慈市新中の橋4-27-6028-0023〒

0194-53-4450☎

理容くぼた

0194-55-2419FAX

久慈市寺里28-42-3028-0032〒

0194-55-2419☎

理容クロタキ
九戸郡洋野町種市10-5-4028-7901〒

0194-65-4124☎

理容ケン坊
久慈市大川目町3-40-35028-0091〒

0194-55-2138☎

理容 コヤハタ
久慈市川崎町5-20028-0051〒

0194-53-4613☎

理容下向
九戸郡野田村大字野田25-41-1028-8201〒

0194-78-2563☎

理容スカット
久慈市本町1-52028-0052〒

0194-52-0688☎

理容 ニイタ
久慈市湊町15-1-5028-0011〒

0194-53-9239☎

理容はたなか
九戸郡野田村大字野田17-126028-8201〒

0194-78-3201☎

理容ヒロサキ
久慈市宇部町久喜20-34-1028-8111〒

0194-54-2902☎

理容ヒロシ
九戸郡洋野町大野70-70-2028-8802〒

0194-77-2020☎

理容Favori

0194-77-5322FAX

九戸郡洋野町阿子木6-5-6028-8803〒
0194-77-5322☎

理容マントク
九戸郡洋野町種市23-29028-7914〒

0194-65-5432☎

理容 ヤマダ
久慈市十八日町1-12-2028-0065〒

0194-53-3947☎

ケア理容

ケア理容

ケア理容



東磐井地区
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久慈地区・東磐井地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

理容ヨシダ
九戸郡野田村26-18-1028-8201〒

0194-78-2339☎

理容 吉田
久慈市大川目町6-113028-0091〒

0194-55-3446☎

理容和野
久慈市長内町23-74-6028-0041〒

0194-53-3423☎

足利理容所
一関市大東町曽慶字田中9-1029-0522〒

0191-75-4455☎

いこい理容所
一関市室根町折壁1-4029-1201〒

0191-64-2351☎

遠藤理容所
一関市千厩町清田字落合69-8029-0801〒

0191-52-4116☎

太田理美容
一関市室根町折壁1-19029-1201〒

0191-64-2583☎

小山理容所
一関市大東町大原字中島12-7029-0711〒

0191-72-2026☎

小山理容所
一関市藤沢町砂子田字境田2-9029-3403〒

0191-63-3367☎

ヘアーサロン オノデラ

一関市大東町猿沢字板倉59-1029-0431〒

0191-76-2030☎

及川理容所
一関市東山町長坂字北磐井里193-4029-0302〒

0191-47-3015☎

東磐井支部長　小野寺 宏行
理容室JUN

一関市千厩町奥玉字大平44-11029-1111〒

0191-56-2562☎

講師

小島理容所
一関市大東町大原字中島26-13029-0711〒

0191-72-3552☎

小林理容所
一関市室根町矢越字千刈田140029-1202〒

0191-64-3434☎

佐藤理容所
一関市藤沢町藤沢字町裏57-4029-3405〒

0191-63-2062☎
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理
　
容

東磐井地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

鈴木理容所
一関市室根町矢越字大畑169-7029-1202〒

0191-64-2073☎

高野理容所
一関市大東町大原字一六71029-0711〒

0191-72-2178☎

高橋理容所
一関市東山町長坂字西本町121-1029-0302〒

0191-47-4189☎

ハッピー理美容所
一関市大東町鳥海字細田30-7029-0602〒

0191-74-2063☎

藤代理容所
一関市室根町折壁2-35029-1201〒

0191-64-2192☎

ヘアーサロン あおやぎ
一関市千厩町千厩字構井田63-1029-0803〒

0191-52-2555☎

ヘアーサロン オイカワ
一関市藤沢町藤沢字町128029-3405〒

0191-63-2387☎

ヘアーサロンおいせい
一関市藤沢町藤沢字町裏213-12029-3405〒

0191-63-2055☎

ヘアーサロン菊池
一関市大東町沖田字本宿33-12029-0603〒

0191-74-2027☎

ヘアーサロン佐藤
一関市大東町曽慶字神蔭29-1029-0522〒

0191-75-3553☎

ヘアーサロン モンマ
一関市千厩町千厩字町189029-0803〒

0191-52-3267☎

ヘアースタイリストサロンレオン
一関市大東町鳥海字古戸前43029-0602〒

0191-74-3463☎

ヘアーリゾート．ジュプン・サリ
一関市千厩町千厩字構井田66-5029-0803〒

0191-52-2235☎

ヘアスタリストサロンモンド
一関市藤沢町藤沢字町138029-3405〒

0191-63-2283☎

みその理容所
一関市千厩町千厩字北方14029-0803〒

0191-52-4564☎

吉田理容所
一関市東山町長坂字西本町105-4029-0302〒

0191-47-3181☎

ケア理容
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東磐井地区

理
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ケア理容

高齢者や障がいのある方々に適切なサービスを提供する知識や
技術を習得したケア理容師のいるお店を示すマークです。

理容梅木
一関市室根町折壁字梅木19-12029-1201〒

0191-64-2941☎

理容小山
一関市室根町折壁字上前木62-1029-1201〒

0191-64-3585☎

理容カトウ
一関市千厩町千厩字前田71-9029-0803〒

0191-52-4419☎

理容金野
一関市千厩町奥玉字石ノ御前1-2029-1111〒

0191-56-2740☎

理容熊谷
一関市千厩町千厩字前田91-2029-0803〒

0191-52-2476☎

理容コンノ
一関市千厩町千厩字北方21-1029-0803〒

0191-52-2559☎

理容佐藤
一関市千厩町小梨字堂ヶ崎42-1029-0802〒

0191-52-2532☎

理容スガワラ
一関市東山町長坂字柴宿132-9029-0302〒

0191-47-2522☎

理容すがわら
一関市藤沢町黄海字天沼199029-3311〒

0191-63-3710☎

理容みやこ
一関市千厩町千厩字町43029-0803〒

0191-52-2858☎

渡辺理容所
一関市東山町田河津字野上67029-0301〒

0191-47-3851☎

吉田理容所
一関市藤沢町保呂羽字宇和田75-3029-3521〒

0191-63-3989☎
ケア理容
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美
　
容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

盛岡地区

aura
盛岡市菜園2-3-1 878ビル4F020-0024〒

019-601-4700☎

㈱アデランス盛岡店
盛岡市盛岡駅前通15-16 SSビル盛岡5F020-0034〒

019-651-9696☎

アトラクティブ・アート カポック
盛岡市中ノ橋通2-3-3 鈴木ビル102号020-0871〒

019-625-0800☎

アトリエ・クレール
盛岡市浅岸1-20-27020-0801〒

019-626-7372☎

Amitie by pretty
盛岡市開運橋通1-33 プレッティビル2F020-0026〒

019-651-3888☎

イネス
盛岡市永井23-7-40020-0834〒

019-638-9575☎

ウインおしゃれサロン
盛岡市津志田南3-3-6020-0839〒

019-638-9127☎

ABC美容室
盛岡市開運橋通3-49020-0026〒

019-623-4553☎

ノーブル美容室

019-623-1508FAX

盛岡市内丸5-3020-0023〒
019-623-1508☎

盛岡支部長　佐々木 靖
講師

おいかわ美容室
盛岡市仙北3-16-46020-0861〒

019-636-3364☎

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

Cut&Total Beauty VINGT-QUATRE
盛岡市向中野7-15-18020-0851〒

019-636-0883☎

カットハウスササキ
盛岡市下田字陣場41-59028-4134〒

019-683-2552☎

桂美容室
盛岡市西松園2-12-7020-0103〒

019-662-5233☎

ビューティーサロンおきた
紫波郡矢巾町又兵エ新田5-355028-3614〒

019-681-3737☎

講師

ハートフル美容

ハートフル美容
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盛岡地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

髪細工タンタ
盛岡市上田1-11-29020-0066〒

019-624-4945☎

ギャラリー・パルコ
盛岡市月が丘1-26-52020-0121〒

019-641-4010☎

葵怜
盛岡市長田町5-21-202020-0062〒

019-604-8857☎

圭美容室
盛岡市東仙北1-7-60020-0862〒

019-634-0520☎

Colette HAIR 大通店
盛岡市大通3-1-6 金澤ビル1F020-0022〒

019-681-3044☎

Colette HAIR 本宮店
盛岡市本宮3-46-1020-0866〒

019-635-2819☎

SALON･DE･Q-Pee
盛岡市山岸2-16-58020-0004〒

019-613-7210☎

Salonde.yachi
盛岡市下田字陣場54-238028-4134〒

019-683-1899☎

Zippy･hair･do
盛岡市青山3-15-2020-0133〒

019-645-2722☎

しみず美容室
盛岡市月が丘1-6-20020-0121〒

019-647-1993☎

シャトレ青山店
盛岡市西青山2-32-16020-0132〒

019-647-5944☎

シャルムヘアー
盛岡市みたけ2-12-6020-0122〒

019-681-8347☎

シャルル美容室
盛岡市西仙北2-2-8020-0864〒

019-635-5054☎

シャンゼ仙北店
盛岡市本宮1-33-1020-0866〒

019-635-0750☎

髪工房
盛岡市小鳥沢2-24-3020-0104〒

019-664-6785☎

多田美容院
盛岡市八幡町3-16020-0872〒

019-622-0605☎
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美
　
容

盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

チャーム美容院
盛岡市津志田14-190020-0835〒

019-638-4059☎

デフィ青山店
盛岡市月が丘1-5-7020-0121〒

019-648-0870☎

デフィ イオン盛岡
盛岡市前潟4-7-1020-0143〒

019-646-4801☎

デフィ開運橋店
盛岡市開運橋通3-35020-0026〒

019-604-8700☎

デフィ菜園店
盛岡市菜園2-3-1 878ビル2F020-0024〒

019-626-5333☎

デフィ都南店
盛岡市津志田南3-15-38020-0835〒

019-639-4001☎

といぐち美容室
盛岡市西松園2-10-2020-0103〒

019-662-1531☎

デンドウ美容室
盛岡市城西町13-61020-0044〒

019-622-0702☎

トップアートみたけ店
盛岡市みたけ3-34-18020-0122〒

019-641-1998☎

中村美容室
盛岡市住吉町10-1020-0882〒

019-623-3930☎

根守美容室
盛岡市西下台町11-11020-0065〒

019-622-8555☎

ノア美容室
盛岡市本町通2-17-2020-0015〒

019-653-2367☎

ノリオ・アーバン・タズウ
盛岡市南大通2-4-13020-0874〒

019-622-3050☎

パール美容院
盛岡市新田町7-29020-0042〒

019-653-5666☎

パール美容院青山店
盛岡市青山3-17-11020-0133〒

019-647-3227☎

パール美容院本宮店
盛岡市本宮2-21-25020-0866〒

019-635-3076☎

ハートフル美容
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盛岡地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

はま美容院
盛岡市神明町1-11020-0884〒

019-622-4512☎

パラドックス
盛岡市中央通3-13-18020-0021〒

019-651-0560☎

パロマピカソ菜園店
盛岡市菜園2-6-31020-0024〒

019-622-0111☎

PARCO PART2
盛岡市厨川4-5-1020-0124〒

019-641-1981☎

ピカソコーラス
盛岡市永井22-37-13020-0834〒

019-639-3222☎

ビューティーエル
020-0875 盛岡市清水町6-35 パークハイツ清水町1F〒

019-622-7565☎

ビューティクエストロゼ
盛岡市肴町3-17020-0878〒

019-651-9201☎

ビューティクエストロゼ菜園店
盛岡市菜園1-11-4 樋下ビル2F020-0024〒

019-654-6127☎

ビューティサロン井上
盛岡市肴町13-26020-0878〒

019-622-7731☎

ビューティサロンカールの店
盛岡市みたけ6-12-1020-0122〒

019-641-8862☎

ビューティサロンクボタ
盛岡市東安庭1-6-7020-0824〒

019-654-3105☎

ビューティサロンくろいしの
盛岡市黒石野1-17-16020-0111〒

019-661-8823☎

ビューティサロンムラタ
盛岡市前九年3-19-42020-0127〒

019-647-5396☎

ビューティサロンヤマ
盛岡市松園1-33-14020-0107〒

019-662-1520☎

ビューティ・セラール
盛岡市浅岸2-18-6020-0801〒

019-623-0055☎

ビューティレモン
盛岡市三本柳10-9-51020-0831〒

019-638-4939☎
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美
　
容

盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

美容室アクセ
020-0033 盛岡市盛岡駅前北通11-1 マックスバリュ内〒

019-654-1222☎

美容室イレブンカットホリーステージ
020-0875 盛岡市清水町8-8 東カングランドマンション盛岡1F〒

019-653-3376☎

美容室ヴィビアン
盛岡市肴町9-5 トーカンマンション1F020-0878〒

019-626-2839☎

美容室カトレア大館店
盛岡市大館町26-53020-0147〒

019-645-2350☎

美容室カトレア アートホテル盛岡店
盛岡市大通3-3-18 アートホテル盛岡4F020-0022〒

019-652-1465☎

美容室京子
盛岡市前九年3-16-10020-0127〒

019-646-6560☎

美容室ザ・ウィングス
盛岡市盛岡駅前通1-44 フェザン4F020-0034〒

019-625-1229☎

美容室サムタイム
盛岡市中ノ橋通1-5-16 2F020-0871〒

019-623-7234☎

美容室シエスタ
盛岡市みたけ2-6-4020-0122〒

019-645-0044☎

美容室chinon
盛岡市菜園1-7-22 東京土地ビル1F020-0024〒

019-625-6806☎

美容室スパイス
盛岡市西青山1-10-5020-0132〒

019-645-0995☎

美容室トップノット
盛岡市愛宕町13-7020-0013〒

019-653-6560☎

美容室トリイ中川店
盛岡市駅西通1-19-26020-0045〒

019-651-1293☎

美容室なかはな
盛岡市みたけ3-27-1020-0122〒

019-641-7219☎

美容室パルファン
盛岡市南仙北2-23-7020-0863〒

019-635-0236☎

美容室パレット
盛岡市中ノ橋通2-3-23020-0871〒

019-651-1916☎
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盛岡地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

美容室ビーフリー
盛岡市みたけ4-36-26020-0122〒

019-645-7060☎

美容室美人
盛岡市菜園2-5-33 高栄ビル1F020-0024〒

019-624-8870☎

美容室HIDE
盛岡市みたけ3-13-26020-0122〒

019-646-9199☎

美容室ふくしま
盛岡市下飯岡11-95-1020-0853〒

019-638-3757☎

美容室フリーク
盛岡市開運橋通5-9 MKビルB1F020-0026〒

019-654-0890☎

美容室 Bring up
盛岡市仙北3-11-2020-0861〒

019-635-1926☎

美容室フロムハート
盛岡市みたけ5-3-40020-0122〒

019-645-3344☎

美容室ヘブンリーブルー
盛岡市みたけ5-19-55020-0122〒

019-643-8050☎

美容室ベルコ明治橋店
盛岡市南大通2-10-28020-0874〒

019-654-5885☎

美容室ベルモード 本店
盛岡市夕顔瀬町6-9020-0032〒

019-624-0014☎

美容室ポシェット
盛岡市南仙北2-8-16020-0863〒

019-635-1232☎

美容室 Polar
盛岡市緑が丘4-6-34 2F020-0117〒

019-663-7125☎

びようしつまい
盛岡市茶畑1-7-15020-0822〒

019-654-1010☎

美容室メイプルサンタウン店
盛岡市北松園4-3-12020-0105〒

019-661-1121☎

美容室メイプル箱清水店
盛岡市箱清水1-2-13020-0116〒

019-661-9878☎

美容室メイプル松園店
盛岡市松園3-18-41020-0107〒

019-662-2255☎
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美
　
容

盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

美容室メイプル緑が丘店
盛岡市緑が丘4-1-71020-0117〒

019-662-7844☎

美容室メイプル山岸店
盛岡市紅葉が丘3-12020-0005〒

019-661-9912☎

美容室ラナイモア
盛岡市津志田中央3-7-17020-0838〒

0120-122-571☎

美容室ル・ボワ
盛岡市材木町9-25020-0063〒

019-654-5251☎

美容室LOCO
盛岡市駅西通り1-26-33020-0045〒

019-652-5084☎

美容室ロコモコ南大通店
盛岡市南大通1-8-16020-0874〒

019-653-1239☎

美容室ロビンソン
盛岡市若園町7-32020-0886〒

019-654-5553☎

美容室ワンウィーク球場前店
盛岡市三ツ割4-9 ジョイス内020-0011〒

019-661-6170☎

美容室ワンウィーク東安庭店
盛岡市東安庭1-8-15 ジョイス内020-0824〒

019-625-3331☎

びよう伸
盛岡市大通2-2-15 さわやビル3F020-0022〒

019-651-5694☎

びようびじん
盛岡市三本柳8-74-4020-0831〒

019-638-0771☎

ヒラトヤ青山店
盛岡市青山2-5-55020-0133〒

019-648-4567☎

ヒラトヤ駅前店
盛岡市盛岡駅前通14-9 ヒラトヤビル2F020-0034〒

019-624-6677☎

ヒラトヤ河南店
盛岡市中野1-7-7020-0816〒

019-654-2885☎

ヒラトヤ肴町店
盛岡市肴町4-20020-0871〒

019-624-4455☎

ヒラトヤ仙北店
盛岡市向中野1-9-37020-0851〒

019-601-4511☎

ハートフル美容
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盛岡地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ヒラトヤ都南店
020-0835 盛岡市津志田西2-17-50 ショッピングセンターサンサ内〒

019-637-1267☎

ヒラトヤ日影門店
盛岡市中央通1-6-26 パレ日影門1F020-0021〒

019-651-9179☎

ヒラトヤ本町店
盛岡市本町通1-5-13020-0015〒

019-654-6161☎

フジオ美容室
盛岡市夕顔瀬町4-36020-0032〒

019-622-1780☎

ふじみ美容室
盛岡市南青山町19-35020-0134〒

019-647-3668☎

ふじさわ美容室
盛岡市南大通2-3-13020-0874〒

019-622-5591☎

プラム美容室
盛岡市肴町8-11020-0878〒

019-652-5731☎

プランタンシエル
盛岡市本宮7-1-1 イオン盛岡南2F020-0866〒

019-656-6300☎

プランタンアヴェダ
盛岡市大通3-1-1 クロステラス2F020-0022〒

019-623-0300☎

プランタンａｒ
盛岡市前潟2-3-10020-0148〒

0120-439-332☎

プランタンビス
盛岡市内丸6-8 イースト21ビル020-0023〒

019-652-4777☎

プランタンフォーヘアー
020-0022 盛岡市大通1-8-10 ダイワロイネットホテル1F〒

019-651-9161☎

プランタンリュクス
盛岡市大通2-1-23 3F020-0022〒

019-626-0444☎

BleuTerre
盛岡市本宮5-13-10020-0866〒

019-631-1364☎

BLUE HAWAII
盛岡市肴町4-32020-0878〒

019-623-0301☎

ブルームヘアスタジオ
盛岡市緑が丘2-8-29020-0117〒

019-663-5566☎

ハートフル美容ハートフル美容
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美
　
容

盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ヘアーアートギャラリー ジュディーワン
盛岡市高松2-3-5020-0114〒

019-661-0745☎

hair key
盛岡市下ノ橋7-2 ベリーズ下ノ橋1F020-0877〒

019-613-5788☎

hair gallery Noah
盛岡市八幡町1-7 メゾン九重1F020-0872〒

019-651-8998☎

ヘアークラブSK
盛岡市開運橋通3-5020-0026〒

019-654-8517☎

ヘアーサロン・プラス
盛岡市中野1-22-24020-0816〒

019-623-0414☎

Hair Salon Liane
盛岡市本町通2-10-13 吉田ビル1F020-0015〒

019-652-1421☎

ヘアースタジオパース
盛岡市中ノ橋通1-10-2020-0871〒

019-626-1803☎

ヘアースタジオ・美i’Z
盛岡市仙北1-15-37020-0861〒

019-635-7270☎

ヘアースペース エコ
盛岡市上田4-20-45020-0066〒

019-604-1678☎

ヘアープラザパルコPART1
盛岡市月が丘3-41-33020-0121〒

019-641-0514☎

ヘアメイクTR²プラス
盛岡市青山3-37-40020-0133〒

019-646-8103☎

ヘアメイクポルテ
盛岡市盛岡駅前通8-12020-0034〒

019-652-0133☎

マーナ美容室 川徳店
盛岡市菜園1-10-1 川徳デパート内020-0024〒

019-651-1111☎

真理美容室
盛岡市山岸1-6-27020-0004〒

019-652-3170☎

光美容室
盛岡市三ツ割3-2-5020-0011〒

019-662-0559☎

無名一世
盛岡市上田東黒石野55-86020-0102〒

019-661-9940☎

ハートフル美容

ハートフル美容

ハートフル美容 ハートフル美容
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盛岡地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

モイスチャー青山店
盛岡市西青山2-27-4020-0132〒

019-646-8996☎

モイスチャー上堂店
盛岡市上堂3-4-18 工藤第3ビル1F020-0125〒

019-647-0254☎

山田美容院
盛岡市本町通2-4-34021-0882〒

019-654-0007☎

ラ・ヴィ・クレール
盛岡市北山2丁目1-41-101020-0061〒

080-8204-9988☎

LAGOON
盛岡市大通3-1-2 近江屋ビル1F020-0022〒

019-656-7173☎

理美容館岩泉
盛岡市高松2-2-44020-0114〒

019-662-2097☎

Liberta
盛岡市内丸4-1020-0023〒

019-622-7223☎

ルート美容室
盛岡市厨川1-3-6020-0124〒

019-641-6791☎

ルナ美容室
盛岡市北山1-2-3020-0061〒

019-624-5015☎

れいこの美容室
盛岡市神子田町1-1020-0826〒

019-654-8489☎

れい美容室
盛岡市東緑が丘21-21020-0112〒

019-661-6137☎

ロマナ美容室コンフォール店
盛岡市三本柳7-29-13020-0831〒

019-637-3303☎

ロマナ美容室厨川店 ピュルテ
盛岡市厨川1-18-8020-0124〒

019-641-1967☎

ロマナ美容室中野店
盛岡市中野1-12-29020-0816〒

019-654-5784☎

ロマナ美容室中ノ橋店
盛岡市中ノ橋通2-1-3020-0871〒

019-652-1523☎

井上美容室
滝沢市中村58-22020-0642〒

019-684-3016☎

ハートフル美容
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美
　
容

盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ヒラトヤ滝沢店
滝沢市鵜飼15字向新田7-174020-0667〒

019-687-4326☎

ビューティサロンエルム
滝沢市根堀坂95-6020-0631〒

019-684-5609☎

美容室あきら
滝沢市野沢62-18020-0622〒

019-688-1291☎

美容室ビーフリー滝沢店
滝沢市下鵜飼1-5020-0665〒

019-684-1626☎

美容室ピンクハウス
滝沢市鵜飼下高柳101-2020-0672〒

019-687-3981☎

ミコ美容室
滝沢市葉ノ木沢山321-7020-0625〒

019-688-3371☎

みやの美容室
滝沢市巣子84-19020-0611〒

019-688-2177☎

ムツ美容室
滝沢市葉ノ木沢山498-18020-0625〒

019-688-1252☎

あじさい美容室
紫波郡矢巾町広宮沢5-356028-3621〒

019-697-7405☎

イエローカットショップ
紫波郡紫波町日詰西6-6-22028-3306〒

019-672-2155☎

おおはし美容室
紫波郡紫波町日詰七久保1-79028-3305〒

019-676-4065☎

かつら美容室
紫波郡紫波町犬吠森字境75-7028-3312〒

019-672-3081☎

chou-chou hair
紫波郡紫波町紫波中央駅前2-3-46028-3318〒

019-656-8522☎

髙橋美容室
紫波郡矢巾町西徳田6-140028-3603〒

019-697-3331☎

華つづり
紫波郡紫波町紫波中央駅前2-3-94028-3318〒

019-613-8187☎

ビューティサロンマント
紫波郡紫波町高水寺古屋敷1-6028-3303〒

019-672-2582☎

ハートフル美容
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盛岡地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ホープ美容室
紫波郡紫波町日詰字郡山駅80-3028-3305〒

019-672-3784☎

yu:me
紫波郡矢巾町藤沢1-83028-3602〒

019-601-5956☎

よしだ美容室
岩手郡雫石町下町7-3020-0528〒

019-692-2793☎

麗美容室
紫波郡紫波町日詰字朝日田45-5028-3305〒

019-672-2071☎

美容室エス
紫波郡紫波町中島字前郷39-14028-3301〒

019-676-5619☎

美容室エルミタージュ
紫波郡紫波町吉水字祭田160-1028-3448〒

019-671-7060☎

美容室スモールハート
紫波郡矢巾町広宮沢10-507-3028-3621〒

019-638-0106☎

プランタンラヴィ
紫波郡矢巾町南矢幅9-191028-3615〒

019-601-6212☎

ヘアーカラー専門店 ロコモコ紫波中央店
紫波郡紫波町日詰字中新田226-4028-3305〒

019-656-6622☎

ビューティサロンニューサカイ
岩手郡雫石町寺の下47-21020-0524〒

019-692-3634☎

シロガネ美容院
岩手郡雫石町鴬宿6-25-14020-0574〒

019-695-2530☎

中村美容室
岩手郡雫石町上町東2-2020-0539〒

019-692-2613☎

はま美容院
岩手郡雫石町上町南9-16020-0530〒

019-692-3325☎

美容室ビーフリー雫石店
岩手郡雫石町長山松木45-55020-0585〒

019-692-6721☎

美容大東京
岩手郡雫石町七ツ森94-17020-0503〒

019-692-3835☎

ハートフル美容



北上地区
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美
　
容

北上地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

エム・エム・サロン
北上市大通り1-2-11 まるきたビル024-0061〒

0197-65-2929☎

ヘアーアミューズ
北上市本通り1-5-28024-0094〒

0197-65-3358☎

アーツ
北上市黒沢尻2-4-2024-0022〒

0197-61-5055☎

amical
北上市大通り3-1-4-101024-0061〒

0197-65-6885☎

歩み美容室
北上市鬼柳町町分118024-0056〒

0197-67-3972☎

イル・デ・パン 北上店
北上市北鬼柳19-40-5024-0072〒

0197-72-5839☎

ULTRA HAIR
北上市大通り4-6-1024-0061〒

0197-72-6687☎

及川美容室
北上市大堤南1-2-28024-0055〒

0197-67-5556☎

grosso Luce

北上市常盤台4-11-126024-0012〒

0197-72-5138☎

北上支部長　深澤 泉

講師

講師

雷門美容室
北上市青柳町2-4-10024-0031〒

0197-64-0313☎

カン美容室
北上市大通り3-7-29024-0061〒

0197-63-5860☎

オパール美容室
北上市大堤南1-9-25024-0055〒

0197-67-3739☎

京美容室
北上市二子町字宿西65-2024-0104〒

0197-66-2119☎

Cu-Ra
北上市柳原1-5-1024-0083〒

0197-62-5030☎

クリエイティブスポットタチバナ
北上市諏訪町1-1-31024-0034〒

0197-63-7724☎

grosso
北上市さくら通り2-2-32024-0084〒

0197-64-2977☎

0197-72-5138FAX

ハートフル美容



74

北上地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

サンゴ美容室
北上市川岸3-23-18024-0032〒

0197-63-7551☎

総合毛髪STELLA
北上市九年橋3-6-32024-0063〒

0197-72-7755☎

チェリー美容室
北上市和賀町岩崎27-315-3024-0321〒

0197-73-7243☎

チャコ美容室
北上市芳町9-24024-0095〒

0197-63-6703☎

つぢ美容室
北上市花園町1-4-21024-0035〒

0197-64-1824☎

ビューティサロンシラユキ
北上市村崎野14-491-4024-0004〒

0197-66-2902☎

ビューティサロンプラッツ
北上市藤沢18-44-1024-0013〒

0197-63-7644☎

粒針美容室
北上市鍛冶町1-7-16024-0062〒

0197-64-0723☎

バンビ美容室
北上市青柳町2-7-4024-0031〒

0197-63-6015☎

ビューティサロンゆうこ
北上市和賀町長沼6-172-3024-0333〒

0197-73-6176☎

ビューティハウスくれよん
北上市村崎野14-491-53024-0004〒

0197-66-5738☎

ビューティルームJUN
北上市常盤台2-13-27024-0012〒

0197-64-5707☎

美容室かれん
北上市上江釣子17-246-1024-0071〒

0197-77-2002☎

美容室ギブ
北上市上野町4-1-10024-0021〒

0197-65-4878☎

美容室コアファ
北上市九年橋3-11-24024-0063〒

0197-64-3579☎

美容室ジーク
北上市北鬼柳3-31-7024-0072〒

0197-77-5521☎

ハートフル美容

ハートフル美容

ハートフル美容
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美
　
容

北上地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

美容室シャンポール恵
北上市大通り1-7-19024-0061〒

0197-64-0355☎

美容室ジョイラック
北上市相去町西裏217-1024-0051〒

0197-67-3035☎

美容室プラスワン
北上市大堤西2-6-6024-0053〒

0197-67-1389☎

Blue
北上市さくら通り1-4-24024-0084〒

0197-61-2002☎

ヘアーサロンエム
北上市鍛冶町1-5-5024-0062〒

0197-64-7520☎

ヘアーサロンコスモス
北上市和賀町長沼2-5-17024-0333〒

0197-73-7242☎

ヘアーサロン粧
北上市大通り1-11-5024-0061〒

0197-63-6956☎

ヘアーサロンLiberte
北上市新穀町1-3-20024-0092〒

0197-72-8621☎

ヘアサロンフェニックス
北上市鳩岡崎1-15-1024-0076〒

0197-77-5584☎

BEBE
北上市川岸4-1-18024-0032〒

0197-75-5120☎

マーブル美容室
北上市大通り1-5-4024-0061〒

0197-64-7766☎

宮本美容室
北上市大通り2-8-10024-0061〒

0197-63-2569☎

ムラタ美容室
北上市諏訪町2-6-29024-0034〒

0197-64-2916☎

恵美容室
北上市和賀町藤根18-43-5024-0334〒

0197-73-7504☎

モダン・クラフト北上店
北上市柳原町2-1-40024-0083〒

0197-72-5374☎

ユミ美容室
北上市下鬼柳14-7-6024-0058〒

0197-67-3016☎

ハートフル美容

ハートフル美容

ハートフル美容



宮古地区

76

北上地区・宮古地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ゆりか美容院
北上市村崎野20-198-58024-0004〒

0197-68-3382☎

LaVearm
北上市北鬼柳5-64-9024-0072〒

0197-77-2096☎

リトル
北上市北鬼柳29-16024-0072〒

0197-72-7537☎

ロダン美容室
北上市青柳町2-6-3024-0031〒

0197-64-0988☎

わたなべ美容室
北上市花園町1-5-9024-0035〒

0197-64-6051☎

たちばな美容室

0193-62-3689FAX 0193-82-9300FAX

宮古市新町2-11 桂アパート1F027-0086〒
0193-62-3689☎

宮古支部長　佐々木 房枝
講師 パーマ屋チャップリン

下閉伊郡山田町中央町5-7028-1332〒
0193-82-9300☎

山田支部長　飯岡 千佳子

カッティングサロン赤石
和賀郡西和賀町湯之沢31-72029-5506〒

0197-84-2536☎

サロンド・愛
和賀郡西和賀町川尻55-84-2029-5512〒

0197-82-2884☎

美ュ－ティ家子
和賀郡西和賀町湯本30-71029-5505〒

0197-84-2916☎

かおり美容室
宮古市山口5-4-8027-0063〒

0193-62-8294☎

カットサロンかぐやひめ
宮古市田の神2-3-1027-0066〒

0193-62-6325☎

カットハウス25
宮古市黒田町1-25027-0085〒

0193-63-7433☎

CLAP･HAIR
宮古市南町12-25027-0051〒

0193-62-9720☎

クラブ美容室
宮古市板屋1-7-1027-0048〒

0193-62-6979☎

清水美容室
宮古市山口3-15-23027-0063〒

0193-62-3135☎

ハートフル美容

ハートフル美容

ハートフル美容

ハートフル美容
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美
　
容

宮古地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

じゅうもんじ美容室
宮古市八木沢4-1-10027-0031〒

0193-64-0163☎

スタイル美容院
宮古市小山田2-4-36027-0038〒

0193-62-4953☎

スマイル美容室
宮古市和井内21-4-18028-2105〒

0193-73-2236☎

スワン美容室
宮古市大通1-3-21027-0083〒

0193-62-6475☎

sence.b
宮古市栄町1-18027-0076〒

0193-77-5444☎

chest hair design
宮古市大通1-2-12027-0083〒

0193-62-9966☎

ツグエ美容室
宮古市赤前7-85027-0202〒

0193-67-3048☎

根城美容室
宮古市藤原2-5-18027-0021〒

0193-62-4497☎

はなめ美容室
宮古市新町1-21027-0086〒

0193-63-2370☎

Valletta
宮古市保久田2-22027-0074〒

0193-64-1002☎

ビューティサロンヒデ
宮古市鍬ケ崎下町4-3027-0006〒

0193-62-6539☎

美容室アリサ
宮古市向町3-14027-0082〒

0193-64-4141☎

美容室さくら
宮古市磯鶏3-1-30027-0024〒

0193-62-1006☎

美容室じゃマール
027-0038 宮古市小山田2-2-1 マリンコープDORA2F〒

0193-63-7103☎

美容室不思議の国のアリス
宮古市崎鍬ヶ崎1-11-26027-0096〒

0193-64-4115☎

美容室 Bloom
宮古市保久田3-16027-0074〒

0193-64-3314☎

ハートフル美容

ハートフル美容

ハートフル美容
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宮古地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

美容室みつこ
宮古市和見町2-11027-0075〒

0193-62-5058☎

美容室モーツァルト
宮古市保久田1-14027-0074〒

0193-62-2831☎

ヘアーサロンＨＡＮＡＥ
宮古市栄町3-35027-0076〒

0193-63-8046☎

ヘアースタジオピュア
宮古市田老1-11-11027-0307〒

0193-87-3938☎

HAIR MAKE hollywood
宮古市末広町1-1027-0084〒

0193-62-4824☎

ホ－ヨ－美容室
宮古市鍬ヶ崎仲町2-21027-0006〒

0193-62-4749☎

まつげエクステSunflower
宮古市津軽石5-82-10027-0203〒

080-2130-4920☎

むらまつ美容室
宮古市栄町2-5 カリヤビル1F027-0076〒

0193-62-6863☎

モリアイ美容室
宮古市津軽石6-2-26027-0203〒

0193-67-2431☎

やま美容室
宮古市向町3-10027-0082〒

0193-62-5154☎

レモン美容室
宮古市田老三王3-2-13027-0325〒

080-1801-0453☎

いなかわ美容室
下閉伊郡山田町川向町9-6028-1342〒

0193-82-2324☎

m’s hair
下閉伊郡山田町長崎4-10-1028-1351〒

0193-82-6270☎

ササキ美容室
下閉伊郡山田町船越6-32-15028-1371〒

0193-84-2106☎

鈴木美容室
下閉伊郡山田町長崎2-11-24028-1351〒

0193-82-3762☎

スズラン美容室
下閉伊郡山田町船越14-8-290028-1371〒

0193-84-3010☎

ハートフル美容



久慈地区
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美
　
容

宮古地区・久慈地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

パンサー美容室
下閉伊郡山田町大沢1-23-6028-1131〒

0193-82-2597☎

ビューティサロンラビット
下閉伊郡山田町飯岡6-85-1028-1352〒

0193-81-1288☎

びようしつ亜航
下閉伊郡山田町豊間根2-43-6028-1302〒

0193-86-3535☎

YOU美容室
下閉伊郡山田町大沢6-8-3028-1311〒

0193-82-6048☎

ラフィーネ美容室
下閉伊郡山田町大沢4-20-146028-1311〒

0193-82-0220☎

芳賀美容室
下閉伊郡山田町豊間根堂ヶ鼻3-16-7028-1302〒

0193-86-2672☎

ビューティサロンチカコ

0194-55-3682FAX

久慈市大沢8-67-2028-0083〒
0194-55-3660☎

久慈支部長　外舘 千加子
講師 アトリエRino

久慈市大川目町4-36-1028-0091〒

0194-55-3963☎

あやこ美容室
久慈市侍浜町桑畑5-40-86028-7801〒

0194-58-2137☎

あや美容室
久慈市本町2-9028-0052〒

0194-53-0241☎

エミ美容室
久慈市小久慈町36-25-35028-0071〒

0194-52-0255☎

おばら美容室
久慈市中町1-7028-0056〒

0194-53-3091☎

カトレア美容室
久慈市荒町3-14-2028-0063〒

0194-53-5067☎

かわひら美容室
久慈市宇部町5-50-8028-8111〒

0194-56-2789☎

銀のはさみcherm
久慈市長内町30-18-2028-0041〒

0194-53-1156☎

クニ美容室
久慈市宇部町6-133-53028-8111〒

0194-56-2123☎

ハートフル美容

ハートフル美容

ハートフル美容
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久慈地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

サチ美容院
久慈市湊町19-8-8028-0011〒

0194-53-3601☎

サロン・ド・ピリカ
久慈市宇部町15-91-10028-8111〒

0194-56-2065☎

志保美容室
久慈市西の沢5-32-9028-0081〒

0194-52-3307☎

SHASTA hair work shop
久慈市本町2-21028-0052〒

0194-52-8351☎

ジョリィ美容室
久慈市栄町31-215-8028-0024〒

0194-52-3428☎

スタイル美容室
久慈市新中の橋4-19-2028-0023〒

0194-53-9652☎

スワン美容室
久慈市八日町2-26028-0064〒

0194-52-3050☎

W Hair
久慈市小久慈町37-47-7028-0071〒

0194-75-4331☎

チェリー美容室
久慈市夏井町大崎14-1-3028-0001〒

0194-52-0045☎

なかつか美容室
久慈市新井田4-36-6028-0012〒

0194-53-0648☎

ナカムラサトミヘアーアンドリラックス
久慈市長内町23-30-3028-0041〒

090-2795-0610☎

ニイヤ美容室
久慈市長内町44-119-1028-0041〒

0194-52-4503☎

NICO’S eye&hair
久慈市栄町37-129-1028-0024〒

0194-75-3679☎

ぱあまやyouko
久慈市小久慈町33-1-1028-0071〒

0194-53-1522☎

ビューティーかわさき
久慈市長内町23-52-17028-0041〒

0194-52-1712☎

ビューティーラビット
久慈市侍浜町北野10-112-17028-7801〒

0194-58-3060☎

ハートフル美容

ハートフル美容 ハートフル美容
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美
　
容

久慈地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ビューティサロンアキラ
久慈市中央2-38-9028-0061〒

0194-53-6585☎

ビューティプラザわかば
久慈市川崎町8-22028-0051〒

0194-52-0952☎

ビューティリップス
久慈市本町3-31028-0052〒

0194-52-3174☎

美容室âge
久慈市二十八日町2-5028-0062〒

0194-52-7110☎

美容室アート
久慈市小久慈町7-59-11028-0071〒

0194-59-3859☎

美容室anti
久慈市小久慈町17-2-13028-0071〒

0194-52-7601☎

美容室オオサワ
久慈市宇部町17-13028-8111〒

0194-56-2243☎

美容室カンナ
久慈市本町1-27028-0052〒

0194-52-0756☎

美容室三愛
久慈市本町2-1028-0052〒

0194-52-1411☎

美容室VERY
久慈市門前6-18-9028-0021〒

0194-53-6442☎

美容室Room
久慈市八日町1-25028-0064〒

090-5239-5534☎

美容室広㟢
久慈市宇部町20-85-1028-8111〒

0194-54-2520☎

美容室HAIRDO
久慈市川崎町6-8028-0051〒

0194-52-1761☎

美容室ゆりえ
久慈市門前3-79-3028-0021〒

0194-52-8310☎

びわ美容室
久慈市長内町9-16-12028-0041〒

0194-53-1995☎

ヘアーサロンLatte
久慈市寺里28-42-1028-0032〒

0194-75-4115☎

ハートフル美容

ハートフル美容



82

久慈地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ヘアースタジオBL
久慈市中町1-51028-0056〒

0194-52-2023☎

ヘアーパリス久慈店
久慈市川崎町12-3 1F028-0051〒

0194-53-0202☎

ヘアサロンセシル
久慈市中の橋1-21028-0066〒

0194-52-2452☎

HairFactrycocoa
久慈市門前2-6-1028-0021〒

0194-53-5517☎

よない美容院
久慈市大川目町23-13-1028-0091〒

0194-55-3486☎

ヨネザワ美容室
久慈市小久慈町21-45-9028-0071〒

0194-52-4681☎

エビラ美容室
九戸郡洋野町大野59-14-5028-8802〒

0194-77-3114☎

北沢美容室
九戸郡洋野町種市40-23-8028-7911〒

0194-65-2962☎

中山美容院
九戸郡洋野町大野63-53028-8802〒

0194-77-2365☎

のざき美容室
九戸郡洋野町種市23-25028-7914〒

0194-65-2210☎

橋本美容室
九戸郡洋野町大野64-7-6028-8802〒

0194-77-2560☎

ビューティカナザワ
九戸郡洋野町種市36-4-1028-7912〒

0194-65-2271☎

ビューティサロン京子
九戸郡洋野町小子内3-42-26028-7904〒

0194-67-5027☎

さかした美容室
九戸郡洋野町中野3-39-79028-7906〒

0194-67-3540☎

下舘美容室
九戸郡洋野町大野64-12028-8802〒

0194-77-2588☎

帯島美容室
九戸郡洋野町帯島5-5028-8804〒

0194-77-5056☎

ハートフル美容

ハートフル美容

ハートフル美容



83

美
　
容

久慈地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ビューティサロン・ルージュ
九戸郡洋野町種市1-15-223028-7903〒

0194-67-2319☎

ビューティック・幸
九戸郡洋野町中野5-86-1028-7906〒

0194-67-2981☎

美容室くれよん
九戸郡洋野町種市23-65-6028-7914〒

0194-65-2017☎

美容室タンドレス
九戸郡洋野町大野60-21-3028-8802〒

0194-77-3044☎

みどり美容室
九戸郡洋野町種市39-57-60028-7911〒

0194-65-2932☎

由美子美容室
九戸郡洋野町種市23-25-55028-7914〒

0194-65-5577☎

久保美容院
九戸郡野田村大字野田26-22-11028-8201〒

0194-78-2182☎

サロン・ド・寿恵留
九戸郡野田村大字野田21-9-6028-8201〒

0194-78-3404☎

美容室わんすてっぷ
九戸郡野田村大字野田31-19-1028-8201〒

0194-78-4175☎

ふじ美容院
九戸郡野田村大字野田28-15-12028-8201〒

0194-78-2185☎

ビューティサロンセキモト
九戸郡野田村大字野田28-12-7028-8201〒

0194-78-2475☎

BeautySalonNARU ナル美容室
九戸郡野田村北区28-51-1028-8201〒

0194-78-3529☎

エンゼル美容室
下閉伊郡普代村第20地割字馬場野82-3028-8301〒

0194-35-2545☎

恵美容室
下閉伊郡普代村太田名部8-80028-8345〒

0194-35-3020☎

としえ美容室
下閉伊郡普代村普代13-107-3028-8335〒

0194-35-2275☎

ビューティサロン英
下閉伊郡普代村9字銅屋7-7028-8332〒

0194-35-2732☎

ハートフル美容

ハートフル美容



東磐井地区

84

久慈地区・東磐井地区

美
　
容

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

高齢のお客様や障がいのあるお客様に安心・快適・満足な美容
サービスを提供するための知識と技術を身につけたハートフル
美容師がいるお店を示すマークです。

ハートフル美容

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

レート美容室
下閉伊郡普代村普代13-144-36028-8335〒

0194-35-2406☎

おのでら美容室

0191-52-5083FAX

一関市千厩町千厩字前田50-16029-0803〒
0191-52-5083☎

大東支部長　小野寺 初子
アトリエ・エル

一関市千厩町千厩字舘山4-5029-0803〒

0191-53-2578☎

奥玉美容室
一関市千厩町奥玉字中日向148-4029-1111〒

0191-56-2344☎

菊地美容室
一関市千厩町千厩字北方124-2029-0803〒

0191-52-4478☎

菅原美容室
一関市千厩町千厩字北方8-5029-0803〒

0191-52-2348☎

たうち美容室
一関市千厩町千厩字町浦38-7029-0803〒

0191-52-2368☎

テイルズ オブ ヘアー
一関市千厩町千厩字石堂37-7029-0803〒

0191-52-2540☎

ハッピー理美容室
一関市大東町鳥海字細田30-7029-0602〒

0191-74-2063☎

パリー美容室
一関市千厩町千厩字町浦9-21029-0803〒

0191-52-3084☎

ビューティ妙
一関市千厩町千厩字梅田43-8029-0803〒

0191-53-2529☎

美容室おやま
一関市大東町摺沢字石倉25-1029-0523〒

0191-75-4586☎

フジ美容室
一関市東山町長坂字町336029-0302〒

0191-47-3036☎

ミソノ美容室
一関市千厩町千厩字北方14029-0803〒

0191-52-2277☎

わかば美容室
一関市千厩町千厩字下駒場302-11029-0803〒

0191-52-4297☎

ハートフル美容

ハートフル美容

ハートフル美容



85

美
　
容

東磐井地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

アルプス美容室
一関市藤沢町藤沢字柳平143-1029-3405〒

0191-63-3898☎

太田美容室
一関市室根町折壁1-19029-1201〒

0191-64-2583☎

サロン・ド・けい
一関市藤沢町徳田字桜ノ沢103-2029-3404〒

0191-63-5074☎

ぱり美容室
一関市室根町折壁2-17029-1201〒

0191-64-3586☎

ビューティサロンふれんど
一関市藤沢町砂子田百目木85-6029-3403〒

0191-63-3139☎

皆川美容室
一関市大東町鳥海字古戸前31-1029-0602〒

0191-74-2012☎

美容室ヨシエ
一関市大東町摺沢字新右ェ門土手6-5029-0523〒

0191-75-2026☎



岩手セイエイ百貨店／ライフアップ・プラザiwate

旅館ホテル
岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合加盟店

参加登録店

盛岡地区

86

旅
館
ホ
テ
ル

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

湯守 ホテル大観

盛岡市繋字湯の館37-1020-0055〒

019-689-2121☎

ホテル小田島

盛岡市中央通1-12-24020-0021〒

019-622-3151☎

アートホテル盛岡

019-626-9092FAX

盛岡市大通3-3-18020-0022〒

019-625-2131☎

愛真館

019-689-2117FAX

盛岡市繋字塗沢40-4020-0055〒

019-689-2111☎

癒しの宿ロデム

019-689-2311FAX

盛岡市繋字萪内沢83-1020-0055〒

019-689-2266☎

扇屋旅館

019-623-9988FAX

盛岡市盛岡駅前通15-17020-0034〒

019-651-3964☎

オガールイン

019-681-1257FAX

紫波郡紫波町紫波中央駅前2-3-12028-3318〒

019-681-1256☎

北ホテル

019-625-2714FAX

盛岡市内丸17-45020-0023〒

019-625-2711☎

熊ヶ井旅館

019-626-0096FAX

盛岡市大沢川原3-2-5020-0025〒

019-651-3020☎

三和旅館

019-623-4489FAX

盛岡市本町通3-18-33020-0015〒

019-623-4488☎

四季亭

019-689-2159FAX

盛岡市繋字湯の館137020-0055〒

019-689-2021☎

スーパーホテル盛岡

019-621-9004FAX

盛岡市盛岡駅前北通10-38020-0033〒

019-621-9000☎

菅原別館
盛岡市天神町1-30020-0881〒

019-622-3330☎

ダイワロイネットホテル盛岡

019-604-2156FAX

盛岡市大通1-8-10020-0022〒

019-604-2155☎

つなぎ支部長　佐藤 康 盛岡支部長　太田代 洋一郎

講師

019-689-2126FAX 019-622-3197FAX



岩手セイエイ百貨店／ライフアップ・プラザiwate

旅館ホテル
岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合加盟店

参加登録店

87

旅
館
ホ
テ
ル

盛岡地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

旅染屋 山いち

019-689-2859FAX

盛岡市繋字舘市83-1020-0055〒

019-689-2704☎

ホテルエース盛岡

019-654-3815FAX

盛岡市中央通2-11-35020-0021〒

019-654-3811☎

ホテル紫苑

019-689-2320FAX

盛岡市繋字湯の館74-2020-0055〒

019-689-2288☎

HOTEL JIN 盛岡駅前

019-622-8877FAX

盛岡市盛岡駅西通1-6-15020-0045〒

019-622-1115☎

ホテルニューカリーナ

019-625-2244FAX

盛岡市菜園2-3-7020-0024〒

019-625-2222☎

ホテルパールシティ盛岡

019-625-3321FAX

盛岡市大通3-7-19020-0022〒

019-625-3311☎

ホテルブライトイン盛岡

019-652-7077FAX

盛岡市中ノ橋通1-1-21020-0871〒

019-652-7300☎

ホテルメトロポリタン盛岡

019-625-1210FAX

盛岡市盛岡駅前通1-44020-0034〒

019-625-1211☎

ホテルロイヤル盛岡

019-653-3330FAX

盛岡市菜園1-11-11020-0024〒

019-653-1331☎

丸家旅館

019-689-2017FAX

盛岡市繋字舘市2-4020-0055〒

019-689-2016☎

民宿坂井荘

019-693-2225FAX

岩手郡雫石町長山早坂27020-0585〒

019-693-2945☎

桃屋旅館

019-683-2837FAX

盛岡市下田仲平182-2028-4134〒

019-683-2107☎

盛岡グランドホテル

019-625-1003FAX

盛岡市愛宕下1-10020-8501〒

019-625-2111☎

盛岡グランドホテルアネックス

019-622-3527FAX

盛岡市中央通1-9-16020-0021〒

019-625-5111☎

盛岡シティホテル

019-654-7444FAX

盛岡市盛岡駅前通8-14020-0034〒

019-651-3030☎

盛岡ニューシティホテル

019-654-5168FAX

盛岡市盛岡駅前通13-10020-0034〒

019-654-5161☎



北上地区

88

盛岡地区・北上地区
旅
館
ホ
テ
ル

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

盛岡リフホテル

019-654-8182FAX

盛岡市名須川町18-5020-0016〒

019-654-4151☎

旅館大正館

019-653-5799FAX

盛岡市大沢川原2-5-30020-0025〒

019-622-4436☎

旅館大和

019-626-1771FAX

盛岡市南大通1-11-11020-0874〒

019-622-3383☎

元湯夏油

北上市和賀町岩崎新田1-22024-0322〒

090-5834-5151☎

入畑温泉

0197-73-8005FAX

北上市和賀町岩崎新田1-3-1024-0322〒

0197-73-8008☎

北上パークホテル

0197-65-6224FAX

北上市大通り2-2-11024-0061〒

0197-65-2323☎

北上パンションホテル

0197-65-2226FAX

北上市若宮町2-6-17024-0064〒

0197-65-2225☎

くさのイン北上

0197-63-7866FAX

北上市大通り2-8-6024-0061〒

0197-65-1711☎

JR東日本ホテルメッツ北上

0197-61-2223FAX

北上市大通り1-1-34024-0061〒

0197-61-2222☎

瀬美温泉

0197-73-7011FAX

北上市和賀町岩崎新田1-128-2024-0322〒

0197-73-7294☎

長生館

0197-63-8022FAX

北上市大通り2-2-20024-0061〒

0197-63-4535☎

南部ホテル

0197-64-2411FAX

北上市大通り1-9-3024-0061〒

0197-63-4131☎

ビジネスホテル白百合

0197-61-0554FAX

北上市若宮町2-1-10024-0064〒

0197-61-0555☎

フラワーホテル

0197-67-0151FAX

北上市相去町山田2-26024-0051〒

0197-71-2600☎

ホテルシティプラザ北上

0197-64-3326FAX

北上市川岸1-14-1024-0032〒

0197-64-0001☎

北上支部長　髙橋 賢輔

0197-62-8033FAX



89

旅
館
ホ
テ
ル

北上地区・宮古地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

ホテルルートイン北上駅前

0197-61-0712FAX

北上市青柳町1-2-12024-0031〒

0197-61-0711☎

水神温泉 山照園

0197-73-6699FAX

北上市和賀町岩崎新田2-43-5024-0322〒

0197-73-6675☎

宮古地区

アイルーム山田町

03-5577-4430FAX

下閉伊郡山田町織笠19-26-1028-1361〒

0120-773-040☎

休暇村陸中宮古

0193-62-9913FAX

宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3027-0096〒

0193-62-9911☎

グリーンピア三陸みやこ

0193-87-5118FAX

宮古市田老字向新田148027-0373〒

0193-87-5111☎

佐藤旅館

0193-62-2439FAX

宮古市横町4-13027-0087〒

0193-62-2439☎

浄土ヶ浜パークホテル

0193-62-2325FAX

宮古市日立浜町32-4027-0001〒

0193-62-2321☎

浄土ヶ浜旅館

0193-62-1361FAX

宮古市築地1-1-38027-0007〒

0193-62-1319☎

攝待旅館

0193-62-8268FAX

宮古市藤原1-8-8027-0021〒

0193-62-8146☎

渚亭たろう庵

0193-87-3378FAX

宮古市田老青砂里164-4027-0322〒

0193-87-2002☎

宮古ホテル沢田屋

宮古市新町4-1027-0086〒

0193-62-7711☎

宮古支部長　澤田 克司

光山温泉 岳泉荘

0193-82-2314FAX

下閉伊郡山田町大沢13-59-29028-1311〒

0193-82-2314☎

ホテル近江屋

0193-62-0419FAX

宮古市磯鶏1-1-18027-0024〒

0193-62-3660☎

山田屋別館

0193-62-4133FAX

宮古市大通4-3-12027-0083〒

0193-62-4133☎

ホテルアートシティ

0193-65-1551FAX

宮古市鍬ヶ崎上町1-5027-0006〒

0193-65-1511☎

宮古セントラルホテル熊安

0193-62-2331FAX

宮古市新町2-5027-0086〒

0193-64-2121☎

0193-62-4738FAX
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久慈地区
旅
館
ホ
テ
ル

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

久慈地区

久慈グランドホテル

0194-52-1626FAX

久慈市川崎町10-15028-0051〒

0194-52-2222☎

久慈第一ホテル

0194-52-8112FAX

久慈市中央2-11028-0061〒

0194-52-8111☎

久慈ホテル

0194-53-4266FAX

久慈市長内町23-68-2028-0041〒

0194-53-1138☎

グリーンヒルおおの

0194-77-4387FAX

九戸郡洋野町大野58-12-30028-8802〒

0194-77-2266☎

侍の湯きのこ屋

0194-58-2454FAX

久慈市侍浜町向町7-133-5028-7801〒

0194-58-2311☎

センターハウス平庭山荘

0194-72-2701FAX

久慈市山形町来内20-13-1028-8605〒

0194-72-2700☎

久慈ステーションホテル

久慈市中央3-2028-0061〒

0194-53-5281☎

小野旅館

0194-78-2819FAX

九戸郡野田村玉川2-64-15028-8202〒

0194-78-2507☎

久慈支部長　桑畑 博

田代旅館

0194-53-5133FAX

久慈市巽町2-5028-0055〒

0194-53-5151☎

つたや旅館

0194-53-3341FAX

久慈市中央2-22028-0061〒

0194-53-3341☎

中村屋旅館

0194-52-2145FAX

久慈市本町1-33028-0052〒

0194-52-2135☎

ビジネスホテルいろは

0194-53-5866FAX

久慈市荒町1-6028-0063〒

0194-53-2351☎

ホテル福乃屋

0194-53-3271FAX

久慈市中の橋1-20028-0066〒

0194-53-5111☎

ホテルみちのく

0194-52-0561FAX

久慈市本町1-71028-0052〒

0194-52-0574☎

三船旅館

0194-53-4192FAX

久慈市中町1-1028-0056〒

0194-53-4063☎

0194-52-0220FAX
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旅
館
ホ
テ
ル

東磐井地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

東磐井地区

こんけい旅館

0191-51-1371FAX

一関市千厩町千厩字町135029-0803〒

0191-52-2212☎

菅原屋旅館

0191-72-2814FAX

一関市大東町大原字一六34029-0711〒

0191-72-2166☎

鈴木屋旅館

0191-74-2417FAX

一関市大東町沖田字八日町29029-0603〒

0191-74-2417☎

勢登屋旅館

0191-48-5432FAX

一関市千厩町千厩字町25029-0803〒

0191-52-2304☎

ひがしやま観光ホテル

一関市東山町長坂字町436029-0302〒

0191-47-2211☎

久留美旅館

0191-52-4244FAX

一関市千厩町千厩字町浦9-6029-0803〒

0191-52-2334☎

東磐井支部長　佐々木 賢治

館ヶ森高原ホテル

0191-63-5602FAX

一関市藤沢町黄海字衣井沢山87029-3311〒

0191-63-5600☎

富二屋旅館

0191-75-3209FAX

一関市大東町摺沢字街道下23029-0523〒

0191-75-2282☎

丸全旅館

0191-48-3761FAX

一関市大東町大原字一六56029-0711〒

0191-72-2337☎

0191-47-2212FAX



岩手セイエイ百貨店／ライフアップ・プラザiwate

クリーニング
岩手県クリーニング生活衛生同業組合加盟店

参加登録店

盛岡地区
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ク
リ
ー
ニ
ン
グ

集配サービス
集 配

キャッシュレス決済が可能です。決済の種類等に
ついては各店舗にお問い合わせください。

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

019-635-1689FAX

盛岡市本宮2-4-5020-0866〒
019-635-1689☎

㈲はやしクリーニング

019-641-7366FAX

盛岡市みたけ3-10-34020-0122〒

019-641-7328☎

いなばランドリー
盛岡市新庄町7-64020-0806〒

019-623-6014☎

㈱いんべクリーニング

019-635-8115FAX

盛岡市西仙北1-41-25020-0864〒

019-935-2111☎

㈲内田ランドリー
盛岡市本町通2-1-6020-0015〒

019-622-3733☎

貸おしぼり伊藤商店
盛岡市山王町11-5020-0821〒

019-623-7053☎

木村ドライ
盛岡市仙北3-10-5020-0861〒

019-636-2274☎

クリーニングのやまな

019-696-5171FAX

盛岡市黒川22-15-26020-0402〒

019-696-5171☎

弘益舎クリーニング
盛岡市上田1-10-10020-0066〒

019-622-8834☎

㈲サク山クリーニング

019-646-2680FAX

盛岡市大舘町16-1020-0147〒

019-645-1870☎

㈲佐藤クリーニング

019-635-6461FAX

盛岡市西仙北1-8-20020-0864〒

019-635-6461☎

沢口ドライクリーニング

019-641-3753FAX

盛岡市みたけ4-36-23020-0122〒

019-641-0248☎

清水ドライクリーニング
盛岡市天神町8-36020-0881〒

019-622-9404☎

星光舎クリーニング
盛岡市前九年1-10-16020-0127〒

019-647-1025☎

新陽舎クリーニング
盛岡支部長　藤原 順一

講師

集 配 集 配

集 配 集 配

集 配

集 配 集 配

集 配

集 配



岩手セイエイ百貨店／ライフアップ・プラザiwate

クリーニング
岩手県クリーニング生活衛生同業組合加盟店

参加登録店

北上地区
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ク
リ
ー
ニ
ン
グ

盛岡地区・北上地区

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

㈱太陽商会

019-688-1289FAX

盛岡市前九年3-18-20020-0127〒

019-647-4747☎

高勘クリーニング
盛岡市月が丘1-4-5020-0121〒

019-647-7323☎

照井ドライクリーナー
盛岡市高松3-5-10020-0114〒

019-661-1664☎

白光舎クリーニング

019-622-4944FAX

盛岡市本町通1-10-12020-0015〒

019-622-4944☎

㈱丸庄クリーニング

019-635-2130FAX

盛岡市南大通3-12-54020-0874〒

019-651-2661☎

㈲みちのく医療寝具

019-672-4211FAX

紫波郡紫波町桜町字本町川原68-5028-3307〒

019-672-4123☎

㈲盛岡ベビーナッピー
紫波郡矢巾町大字西徳田字堰根94028-3603〒

019-697-2554☎

やはばクリーニング

019-683-2613FAX

盛岡市渋民字駅17028-4132〒

019-683-2613☎

山田クリーニング

019-636-3094FAX

盛岡市南仙北1-24-34020-0863〒

019-636-3094☎

ヤマトクリーニング

019-651-7227FAX

盛岡市南大通2-8-9020-0874〒

019-651-7227☎

山本ランドリー

019-622-5722FAX

盛岡市中野2-4-18020-0816〒

019-622-5722☎

さとうクリーニング
北上市川岸3-23-15024-0032〒

0197-63-2958☎

高章洗染㈱

0197-63-6642FAX

北上市青柳町1-6-28024-0031〒

0197-65-4723☎

北上支部長　佐藤 栄

ドライクリーニングさとう

0197-67-2612FAX

北上市相去町七里1-74024-0051〒

0197-67-2612☎

冨士ランドリー

0197-63-3987FAX

北上市青柳町2-7-24024-0031〒

0197-63-3987☎

集 配集 配

集 配

集 配 集 配

集 配

集 配

集 配

集 配 集 配

集 配

0197-63-2958FAX



宮古地区

久慈地区

東磐井地区
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北上地区・宮古地区・久慈地区・東磐井地区ク
リ
ー
ニ
ン
グ

集配サービス
集 配

キャッシュレス決済が可能です。決済の種類等に
ついては各店舗にお問い合わせください。

厚生労働大臣が認可したメニュー・設備・損害賠償等の約款に
従って営業している安全・安心・清潔なお店を示すマークです。

クリー
ニング

旅館
ホテル

美容

理容

食肉

飲食

料理

社交
飲食

中華
料理

すし

和賀クリーニング

0197-73-5440FAX

北上市和賀町藤根17-110-1024-0334〒

0197-73-5440☎

㈲クリーニングショップ佐々木
宮古市南町3-16027-0051〒

0193-62-5205☎

㈱清水川クリーニング
下閉伊郡岩泉町岩泉字村木48-1027-0501〒

0194-22-2230☎

白洋舎ランドリー
下閉伊郡山田町中央町8-2028-1332〒

0193-82-3639☎

兼田クリーニング
久慈市栄町37-120028-0024〒

0194-53-4374☎

白木屋クリーニング

あづまドライ

0194-78-2330FAX

0191-26-3528FAX

九戸郡野田村大字野田19-2-13028-8201〒

一関市青葉1-5-30021-0031〒

0194-78-2330☎

0191-26-3528☎

マルエクリーニング

0194-53-0101FAX

久慈市中央1-2028-0061〒

0194-53-0101☎

丸善クリーニング
九戸郡洋野町種市23-27-65028-7914〒

0194-65-2043☎

集 配

集 配

集 配

集 配

集 配
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岩手県すし業生活衛生同業組合（盛岡市内丸16-15 内丸ビル407）
電話 019-623-5388　FAX 019-623-5390

岩手県中華料理生活衛生同業組合（盛岡市北山1-5-5）
電話 019-623-7684　FAX 019-623-7684

岩手県社交飲食業生活衛生同業組合（盛岡市夕顔瀬町23-7 リバーコートJ・J 303）
電話 019-656-8998　FAX 019-656-8998

岩手県料理業生活衛生同業組合（盛岡市内丸16-15 内丸ビル302）
電話 019-622-3643　FAX 019-622-3643

岩手県飲食業生活衛生同業組合（紫波町日詰字郡山駅57-3 ㈱よんりん舎内）
電話 019-671-1755　FAX 019-671-1756

岩手県食肉生活衛生同業組合（盛岡市中央通2-1-14）
電話 019-622-2915　FAX 019-622-2916

岩手県理容生活衛生同業組合（盛岡市盛岡駅西通1-4-18 岩手県理容会館）
電話 019-622-8774　FAX 019-622-4766

岩手県美容業生活衛生同業組合（盛岡市志家町3-13 岩手県美容会館）
電話 019-622-0868　FAX 019-623-3446

岩手県興行生活衛生同業組合（盛岡市菜園2-2-2 ルミエールビル）
電話 019-653-5957　FAX 019-622-4276

岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合（盛岡市中央通3-14-31）
電話 019-622-7214　FAX 019-622-7226

岩手県クリーニング生活衛生同業組合（盛岡市津志田南2-4-31）
電話 019-637-1344　 FAX 019-637-1358

ライフアップ・プラザ iwate QRコード

※本事業は、2019年度厚生労働省の生活衛生関係営業対策事業の一環として実施しています。

岩手セイエイ百貨店／ライフアップ・プラザiwate参加登録店

〈　お問い合せ先　〉

（公財）岩手県生活衛生営業指導センター
盛岡市志家町3-13（岩手県美容会館内）

電話 019-624-6642
FAX 019 - 654 -2741

検索ライフアッププラザ岩手

岩手セイエイ百貨店 QRコード

ホームページ内メールフォーム又はお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

検索岩手セイエイ百貨店

seiei.or.jp/iwate/kasseika2/
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