
対象店舗は、市内PayPay加盟店のうち、滝沢市商工会が指定する、市内に店舗を有する中小企業者となります。
（注）コンビニエンスストアなどのフランチャイズチェーン、病院や調剤薬局などの公的医療機関等は対象外です。

お問い合わせ先　滝沢市商工会 019-684-6123 （平日のみ9：00～17：00）

No 事業所名 住　所 業　種 

小
岩
井
・
大
釜
地
区

1 スワローレンタサービス㈱盛岡 大釜小屋敷80-1 スキー用品等の販売・レンタル

2 レントオール盛岡㈱ 大釜風林3-27 イベント用品等の販売・レンタル

3 DRONE PEAK（マルチコプターフライトスクール） 大釜仁沢瀬18-5 サービス/学習塾・語学教室・
パソコン教室・カルチャースクール

4 にさせ自動車整備 大釜吉水66 サービス/自動車整備・各種修理

5 ㈲山忠モータース 大釜外館119-1 サービス/自動車整備・各種修理

6 巧自動車整備工場 大釜風林466-1 サービス/自動車整備・各種修理

7 ㈲いわい 大釜高森42-16 サービス/住宅建設・リフォーム

8 岩手日報小岩井センター 大釜風林467-2 サービス/電話・通信・ISP・テレビ・新聞

9 旬菜食健ひな野盛岡インター店 大釜上竹鼻75-5 飲食 /飲食店・喫茶店

10 安曇野大釜店 大釜中道14-1 飲食 /飲食店・喫茶店

11 すし松 大釜大畑77-4 飲食 /飲食店・喫茶店

12 焼処いっく 大釜風林19-10 飲食 /飲食店・喫茶店

13 東皋石材 大釜竹鼻163-10 各種小売 /その他

14 ガレージTARO 大釜上竹鼻55-2 各種小売 /リサイクル・中古品

15 FLEX（フレックス） 大釜竹鼻163-21 自動車等の販売・整備・修理

16 トーサイ盛岡インター店 大釜竹鼻61-1 各種小売 /リサイクル・中古品

17 ㈱庄内タイヤ盛岡営業所 大釜中道56-2 各種小売 /リサイクル・中古品

18 こしぇる工房add 大釜風林42-185-2F 各種小売 /衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

19 みちのくプロレス 大釜白山50-20 各種小売 /衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

20 農家の店大地大釜店 大釜土井尻310-107 各種小売 /花・植木・農耕具・ペット

21 ぱんだ動物病院 大釜大畑75-3 各種小売 /花・植木・農耕具・ペット

22 土日ジャンボ市（34店舗） 大釜土井尻118-8 各種小売 /食品スーパー

23 溶岩窯のパン屋さん（ワーク小田工房） 大釜仁沢瀬24-1 各種小売 /食品販売店

24 千葉タクシー 大釜風林42-208 交通・宅配・運転代行 /タクシー 

篠
木
・
大
沢
地
区

25 占いカウンセリング ウィズダム 篠木明法132-1 サービス /その他

26 ㈱ハートグラフ 篠木明法124-7 サービス /その他

27 Kプランニング・サプライ 篠木黒畑143-2 サービス/住宅建設・リフォーム

28 たぬ吉 大沢舛村55-8 飲食 /飲食店・喫茶店

29 ㈲コスト 篠木明法124-10 各種小売 /その他

30 GARAGE ZION 篠木黒畑142-4 自動車等の販売・整備・修理

31 富士オートセンター 篠木黒畑142-7 自動車等の販売・整備・修理

32 駒形自動車 篠木綾織30-11 自動車等の販売・整備・修理

33 オーディオベースマン 篠木黒畑143-4 各種小売 /家電・家具・寝具・キッチン用品

34 チャーリーオージ 篠木明法132-4 自転車・バイク等の販売・整備・修理 

鵜
飼
地
区

35 のびあ 鵜飼鰍森2-71 サービス/DPE・印刷・コピー

36 CEサロンリップスNinal 鵜飼狐洞8-5 サービス/エステティックサロン

37 いんべクリーニング マイヤ滝沢店 鵜飼狐洞316 サービス/クリーニング・各種清掃

38 ブルースタークリーニング滝沢店 鵜飼諸葛川12-5 サービス/クリーニング・各種清掃

39 クリーニングの桃太郎 鵜飼白石52-7 サービス/クリーニング・各種清掃

40 ヴィッシュ樹樹療術院 鵜飼上高柳60-1 サービス /その他

41 アドリアロードサービス 鵜飼樋の口60-1 サービス/自動車整備・各種修理

42 Road zero 鵜飼下高柳108 サービス/自動車整備・各種修理

43 北東北自動車 鵜飼下高柳25-1 サービス/自動車整備・各種修理

44 オートショップフィフティフィフティ 鵜飼上高柳65 サービス/自動車整備・各種修理

45 橋坂電器 鵜飼向新田7-64 サービス/自動車整備・各種修理

46 カークラフト寺岡 鵜飼細谷地72-2 サービス/自動車整備・各種修理

47 大森自動車鈑金塗装工業 平蔵沢30 サービス/自動車整備・各種修理

48 barber SHOP Roots 鵜飼上高柳50-1 サービス /理容・美容

49 ヘアーサロンヤング 鵜飼向新田168 サービス /理容・美容

50 美容室ヒラトヤ滝沢店 鵜飼向新田7-174 サービス /理容・美容

51 ラピタ 鵜飼諸葛川16-30 サービス /理容・美容

52 Rest Hair 鵜飼洞畑215-1 サービス /理容・美容

53 鍼灸整体サロンugi- 鵜飼向新田7-113-2F 医療・保険・公共サービス/施術所
（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

54 colline de Gabriel 鵜飼安達151-3 飲食 /飲食店・喫茶店

55 ペレニアルロックガーデン春子谷地（cafeミルクの里） 鵜飼花平100-1 飲食 /飲食店・喫茶店

56 ファミリーカフェぷち・ルポ 鵜飼狐洞1-249 飲食 /飲食店・喫茶店

57 北都茶屋 鵜飼向新田7-346 飲食 /飲食店・喫茶店

58 焼肉・冷麺 大将門 鵜飼洞畑92-8 飲食 /飲食店・喫茶店

59 居酒屋8 鵜飼狐洞1-255 飲食 /居酒屋・パブ・バー

60 Y’z WORKS 鵜飼下高柳12-8 各種小売 /その他

61 hand made art shop そらいろ 鵜飼狐洞332 各種小売 /その他

62 VampDoll_Chocolate 鵜飼大緩49-10 各種小売 /その他

63 オートショップウェンズディ 鵜飼樋の口60-1 自動車等の販売・整備・修理

64 TAIYOAUTO 鵜飼下高柳100 自動車等の販売・整備・修理

65 エムズガレージ 鵜飼外久保93-4 自動車等の販売・整備・修理

66 ㈲ライフ１・盛岡 鵜飼迫155-1 自動車等の販売・整備・修理

67 HANDMADE月の頬 鵜飼鬼越6-16 各種小売 /衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

68 うかいドラッグ 鵜飼諸葛川1-15 各種小売 /医薬品・化粧品・ドラッグストア

69 松森木工所 ima port 鵜飼狐洞1-165 各種小売 /家電・家具・寝具・キッチン用品

70 工藤ふとん店 鵜飼笹森5-34 各種小売 /家電・家具・寝具・キッチン用品

71 百花 高屋敷73-3 各種小売 /花・植木・農耕具・ペット

72 サイクルカトー 鵜飼向新田305 自転車・バイク等の販売・整備・修理

73 滝沢村㈱（WACTOCO） 鵜飼安達114-3 各種小売 /食品販売店

74 たきざわキッチン 下鵜飼1-15 各種小売 /食品販売店

75 farm385 鵜飼細谷地29-6 各種小売 /食品販売店

No 事業所名 住　所 業　種 

鵜
飼
地
区

76 遠山タクシー 平蔵沢107-11 交通・宅配・運転代行/タクシー

77 遠藤タクシー 平蔵沢182-131 交通・宅配・運転代行/タクシー

78 帝都運転代行社 鵜飼迫70-1 交通・宅配・運転代行 /運転代行業

79 パークフジワラ 鵜飼鰍森4-3 サービス /理容・美容

80 株式会社REさいくる 黒沢35-65 各種小売 /リサイクル・中古品 

元
村
・
穴
口
地
区

81 上野自動車整備工場 外山376-3 サービス/自動車整備・各種修理

82 光和リフォーム 外山194-2 サービス/住宅建設・リフォーム

83 こくぶん学童クラブ 外山86-17 スクール/学習塾【特定継続的役務】【残高限定】

84 和遊び 外山11-29 各種小売 /衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

85 松森木工所 祢宜屋敷25-3 各種小売 /家電・家具・寝具・キッチン用品

86 夏実商店 外山204-82 各種小売 /食品販売店

87 加藤企画 外山371-5 各種小売 /食品販売店

88 Olive By PearlDry滝沢店 土沢219-146 サービス/クリーニング・各種清掃

89 にこにこリハビリデイサービス 土沢528 サービス/その他

90 ㈲みちのく自動車鈑金塗装 土沢310-15 サービス/自動車整備・各種修理

91 拉麺食堂・姫神 土沢216-15 飲食 /飲食店・喫茶店

92 カフェコンディトライマイヤーリング 土沢525 各種小売 /食品販売店

93 介護タクシーなかよし 土沢310-10 交通・宅配・運転代行/タクシー

94 いわてトータルキュア 室小路636-3 サービス /その他

95 カーケア ブルースカイ 室小路135-8 サービス/リース・レンタル

96 シンクロニシティ 室小路636-11 サービス /理容・美容

97 菓子工房 ヘンゼルの家 室小路120-17 飲食 /飲食店・喫茶店

98 パパズ キッチン 室小路641-3 飲食 /飲食店・喫茶店

99 満州ニラら～めん さかえや 室小路652-2 飲食 /飲食店・喫茶店

100 Delicious Crepe 室小路122-5 飲食 /居酒屋・パブ・バー

101 アート&クラフトラッピング 室小路662-15 各種小売 /衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

102 ロクイチマル企画（盛岡北サロン） 室小路5-5-1 各種小売 /医薬品・化粧品・ドラッグストア

103 Hymy 室小路652-3 サービス/ネイルサービス業

104 Olive By PearlDry（せいほくタウン店） 穴口135-11 サービス/クリーニング・各種清掃

105 パールドライオリーブ（せいほくタウン店） 穴口151-86 サービス/クリーニング・各種清掃

106 MELISSA 穴口271-8 サービス /その他

107 ANDY CUT SHOP 穴口308-2 サービス /理容・美容

108 ZEJIL Hair Design 穴口33-72 サービス/理容・美容

109 Gummys Nail 穴口414-71 サービス/理容・美容

110 じゃじゃ麺 風凛 穴口201-15 飲食 /飲食店・喫茶店

111 スープカレーチニタ 穴口308-1 飲食 /飲食店・喫茶店

112 はきだめ ぱにっく 穴口382-69 各種小売 /その他

113 プロリンク 穴口446-10 各種小売 /その他

114 IZUMIYAMATAXI 穴口457-27 交通・宅配・運転代行/タクシー

115 DOG SALON SPICY HOT DOG 穴口170-33 各種小売 /花・植木・農耕具・ペット

116 Ewalu 穴口174-1 各種小売 /リサイクル・中古品

117 Atelier CANA 穴口34-93 各種小売 /衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

118 hair uta. 穴口421-49 サービス/理容・美容

119 private nail salon lien 牧野林841-51 サービス/エステティックサロン

120 せんたく王（国分通り店） 牧野林1387-1 サービス/クリーニング・各種清掃

121 ホワイト急便 牧野林291-1 サービス/クリーニング・各種清掃

122 センスイ 牧野林928-17 サービス/クリーニング・各種清掃

123 bodymake studio AGUICHANT 牧野林1033-29 サービス/スポーツ施設・フィットネスクラブ

124 よもぎ蒸しサロンpulito 牧野林876-23 サービス /その他

125 髪工房パーズ・パーク 牧野林979-3 サービス /理容・美容

126 あじまん（DCMホーマック牧野林店） 牧野林286-16 飲食 /ファーストフード

127 回転寿司 すノ家（国分店） 牧野林1012-3 飲食 /飲食店・喫茶店

128 Corek Cafe&Kitchen 牧野林718-10 飲食 /飲食店・喫茶店

129 D’STYLE（滝沢店） 牧野林890-6 各種小売 /リサイクル・中古品

130 AUTO SHOP TURQUOISE 牧野林976-4 自動車等の販売・整備・修理

131 またくるファーム 牧野林821-3 各種小売 /食品販売店

132 フードアトリエ 牧野林1011-7 各種小売 /食品販売店

133 お持ち帰り専門店 海鮮丼 十六家 牧野林1048-7 各種小売 /食品販売店

134 キラリファーム 牧野林288-32 各種小売 /食品販売店

135 風月堂 牧野林291-1 各種小売 /食品販売店

136 山井建設 根堀坂559-5 サービス/住宅建設・リフォーム

137 麺屋八代（滝沢店） 根堀坂573-2 飲食 /飲食店・喫茶店

138 ホワイト急便外山店 湯舟沢10-37 サービス/クリーニング・各種清掃

139 整体りんね 湯舟沢222-1017 サービス /その他

140 Rune of Crusade 湯舟沢222-304 サービス /その他

141 盛岡ガス燃料㈱（あすみ野給油所） 湯舟沢494-20 各種小売 /ガソリンスタンド

142 滝沢ハイウェイショップ 湯舟沢340-1 各種小売 /コンビニ

143 井上農園 湯舟沢137 各種小売 /食品販売店

144 花平オフロードパーク 湯舟沢328-45 娯楽 /テーマパーク・遊園地・水族館・博物館

145 ボディショップ ワンデー 木賊川320-41 サービス/自動車整備・各種修理

146 マックスオート 木賊川389-1 サービス/自動車整備・各種修理

147 GROW WORKS 木賊川337-5 サービス/自動車整備・各種修理

148 ヘアーサロンマリカ 木賊川481-2 サービス /理容・美容

149 石の太助 木賊川407 各種小売 /その他

150 K.S GARAGE 卯遠坂7-36 サービス/自動車整備・各種修理

No 事業所名 住　所 業　種
151 BASE-ONE 卯遠坂7-36 サービス/自動車整備・各種修理

152 大衆食堂半田屋（ハイウェイ食堂滝沢PA下り店） 卯遠坂 340-10 飲食 /飲食店・喫茶店 

巣
子
地
区 

153 ホテルコプリン 狼久保600-2 サービス/ホテル・旅館・レジャー・浴場

154 日光冷空 狼久保709-10 サービス/住宅建設・リフォーム

155 サラダ館 ギフトのササキ 狼久保709-5 各種小売 /その他

156 由井野菜園 狼久保1106 各種小売 /食品販売店

157 美容結い 狼久保686-24 サービス /理容・美容

158 Natural salon MORE 葉の木沢山432-5 サービス /その他

159 エムテック 葉の木沢山308-39 サービス /住宅建設・リフォーム

160 巣子整骨院・接骨院 葉の木沢山454-12 医療・保険・公共サービス/施術所
（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

161 すご動物病院 葉の木沢山497-15 医療・保険・公共サービス/病院・医院

162 旬の一Bon 葉の木沢山368-16 飲食 /飲食店・喫茶店

163 American cafe DENVERS 葉の木沢山478-3 飲食 /飲食店・喫茶店

164 BREAK 葉の木沢山554-47 飲食 /居酒屋・パブ・バー

165 HeartyDream 葉の木沢山298-31 各種小売 /その他

166 グランナチュール 巣子962-14 サービス/エステティックサロン

167 Olive By PearlDry（ビックハウス巣子店） 巣子1166-1 サービス/クリーニング・各種清掃

168 ㈱STモータースクール北校 巣子169-3 サービス /その他

169 オレンジライン 巣子1068-2 サービス/自動車整備・各種修理

170 ささら自動車工業 巣子115-1 サービス/自動車整備・各種修理

171 鍜治屋敷工業 巣子1179-13 サービス/住宅建設・リフォーム

172 水道屋㈱ 巣子152-125 サービス/住宅建設・リフォーム

173 K's工房 巣子202-43 サービス/住宅建設・リフォーム

174 大門㈱ 巣子913-1 サービス/住宅建設・リフォーム

175 hair apis(巣子店) 巣子1177-13 サービス /理容・美容

176 Mahalo Hair 巣子1179-11 サービス /理容・美容

177 タツノコ整骨院 巣子1209-8 医療・保険・公共サービス/施術所
（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

178 カフェスト Do 巣子1248-2 飲食 /飲食店・喫茶店

179 安曇野（巣子店） 巣子116 飲食 /飲食店・喫茶店

180 元気岩手応援隊 巣子730 飲食 /飲食店・喫茶店

181 PUB SUGO GINZA 巣子1178-16 飲食 /居酒屋・パブ・バー

182 居酒屋BOBIN 巣子1178-17 飲食 /居酒屋・パブ・バー

183 とまり木 巣子1182-8 飲食 /居酒屋・パブ・バー

184 小料理紗希 巣子723-116 飲食 /居酒屋・パブ・バー

185 桜城石材興業 巣子1163-31 各種小売 /その他

186 こどものこと。研究所（座・いどばた） 巣子1163-32 各種小売 /その他

187 スズキアリーナ盛岡北 巣子91-15 各種小売 /リサイクル・中古品

188 AUTO-reON 巣子992-2 各種小売 /リサイクル・中古品

189 ㈱ぼびん 巣子1191-3-A 各種小売 /衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

190 ガーデンプランツ工藤 巣子1011-1 各種小売 /花・植木・農耕具・ペット

191 フォーパウズ スナクルズ 巣子726-7 各種小売 /花・植木・農耕具・ペット

192 ガーデンプランツ工藤 巣子983-1 各種小売 /花・植木・農耕具・ペット

193 大善ストア 滝沢店 巣子871-2 各種小売 /食品スーパー

194 スイーツ職房 ら・てーる 巣子1185-18 各種小売 /食品販売店

195 由井野菜園 巣子152-170 各種小売 /食品販売店

196 パンテック 巣子152-411 各種小売 /食品販売店

197 JiKaBi屋 巣子279-12 各種小売 /食品販売店

198（個人）秋タクシー 巣子69-8 交通・宅配・運転代行 /タクシー

199 滝沢交通 巣子1163-20 交通・宅配・運転代行 /タクシー

200 ミスターブルドック運転代行 巣子197-12 交通・宅配・運転代行 /運転代行業

201 赤帽セーフティサービス 巣子964-34 交通・宅配・運転代行 /宅配便 

滝
沢
駅
前
地
区

202 光成土地 野沢62-634 サービス/クリーニング・各種清掃

203 Cafe Wagtail 野沢82-3 滝沢駅構内 飲食 /飲食店・喫茶店

204 LIG Group（North V Café） 野沢62-498 飲食 /居酒屋・パブ・バー

205 盛岡工房 野沢62-431 各種小売 /衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

206 堀江輪店 野沢62-448 各種小売/書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

207 デザインスタジオＴＡＧ 大崎261-17 各種小売 /その他

208 柳村タクシー 大崎273-3 交通・宅配・運転代行/タクシー 

柳
沢
地
区

209 ㈱富士モーターサービス 大石渡373-1 サービス/自動車整備・各種修理

210 ほにほに柳沢委員会 大石渡1522-6 サービス /その他

211 里工房 大石渡1524-22 各種小売 /家電・家具・寝具・キッチン用品

212 とちの実 柳沢1368-32 飲食 /飲食店・喫茶店

213 ㈱自然ライフのお店ちいさなたね 柳沢137-7 各種小売 /食品販売店

214 ダイワフーズ 柳沢1407-1 各種小売 /食品販売店

215 直売なかむら 柳沢1412-2 各種小売 /食品販売店

216 伊藤牧場 柳沢1860 各種小売 /食品販売店 

一
本
木
地
区

217 MATSUMURATAXI 長太郎林225-1 交通・宅配・運転代行/タクシー

218 居酒屋 呑 留が森347-128 飲食 /居酒屋・パブ・バー

219 行徳養魚場 後485 サービス/その他

220 畠山旅館 後268-1339 サービス/ホテル・旅館・レジャー・浴場

221 ㈱みちのくオート 後268-236 サービス/自動車整備・各種修理

222 おしゃれハウス 後268-485 サービス/理容・美容

223 焼肉ハウス OK牧場 後268-1824 飲食 /飲食店・喫茶店

224 長内工房 後496-5 各種小売 /その他

225 ロータス 角掛 後268-1020 自動車等の販売・整備・修理
（住所・業種順）


