結婚応援の店 市町村別一覧
市町村

ジャンル

店舗名

住所

電話

FAX

1 盛岡市

買物

盛岡駅ビルフェザン 「グッドネス」

盛岡市盛岡駅前通1-47 盛岡駅ビルフェザン 本館2F

019-601-5154

2 盛岡市

飲食

盛岡駅ビルフェザン 「回転鮨 清次郎」

盛岡市盛岡駅前通1-49 盛岡駅ビルフェザン 本館B1

019-654-8015

3 盛岡市

飲食

盛岡駅ビルフェザン 「明明家」

盛岡市盛岡駅前通1-50 盛岡駅ビルフェザン 本館B1

019-654-7180

4 盛岡市

飲食

盛岡駅ビルフェザン 「十割蕎麦 丸松」

盛岡市盛岡駅前通1-52 盛岡駅ビルフェザン おでんせ館1F

019-601-5803

5 盛岡市

飲食

レストランビーハイブ

盛岡市中央通2-11-35

019-654-3811

019-654-3815

6 盛岡市

見る・遊ぶ

カラオケ合衆国 盛岡店

盛岡市本宮4-34-10

019-631-2346

019-631-2347

7 盛岡市

車・交通

株式会社城北自動車

盛岡市みたけ5-18-26

019-641-3811

8 盛岡市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社盛岡駅前営業所

盛岡市盛岡駅前通り3-50

019-653-6605

019-622-4150

9 盛岡市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社盛岡バスセンター営業所

盛岡市中の橋通1—13—3

019-651-2595

019-653-5386

10 盛岡市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社盛岡バン・トラックセンター 営業所

盛岡市北天昌寺町1—6

019-647-0919

019-646-6568

11 盛岡市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社盛岡南仙北営業所

盛岡市南仙北2—26—6

019-636-2681

019-636-2712

12 盛岡市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 本社・盛岡店

盛岡市名須川町9-5

019-652-0100

019-653-1086

13 盛岡市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 盛岡駅南口店

盛岡市盛岡駅前通3-40

019-622-0100

019-625-3454

14 盛岡市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 みたけ店

盛岡市みたけ2-4-6

019-646-0100

019-646-0116

15 盛岡市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 津志田店

盛岡市津志田南2-16-12

019-639-0100

019-639-0530

16 盛岡市

理容・美容

ヘアーサロン ポプラル

盛岡市みたけ4-24-28

019-641-7021

17 盛岡市

理容・美容

盛岡駅ビルフェザン 「いろこびん」

盛岡市盛岡駅前通1-44 盛岡駅ビルフェザン 本館1F

019-601-7006

18 盛岡市

婚礼

ヘアーサロン ポプラル

盛岡市みたけ4-24-28

019-641-7021

19 盛岡市

婚礼

ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING

盛岡市盛岡駅前北通2番27号

019-629-2613

019-625-6266

20 盛岡市

婚礼

リサージュ ラヴィモア

盛岡市本宮5-7-5

019-658-0030

019-658-0031

21 盛岡市

婚礼

イワテブライダルセンター本店 QUEENS PATIO

盛岡市中央通3丁目3−23

019-654-5533

019-65-5565

22 盛岡市

婚礼

イワテブライダルセンター桂由美フランチャイズ盛岡

盛岡市茶畑2丁目25-10

019-651-2500

019-625-9130

23 盛岡市

婚礼

有限会社 山田美容院

盛岡市本町通二丁目4-34

019-654-0006

019-652-0694

24 盛岡市

婚礼

ララシャンスベルアミー

盛岡市本宮５丁目16番7号

0120-838-557

019-636-3036

25 盛岡市

婚礼

Dream-Wall 盛岡

盛岡市中央通1-11-21、マルビル1-2F

070-2031-0124

26 盛岡市

婚礼

ヒラトヤブライダルファッション本店

盛岡市三本柳７-27-1

019-637-3555

019-637-7887

27 盛岡市

婚礼

ホテルメトロポリタン盛岡NEWWING衣裳室

盛岡市盛岡駅前北通2-27 NEWWING２F

019-625-1230

019-652-9666

28 盛岡市

婚礼

ノートルダム盛岡

盛岡市本宮３丁目50-31

0120-980-720

019-681-0156

29 盛岡市

婚礼

ゲストハウス アンソレイユ

盛岡市山岸２丁目５-15

019-606-3383

019-606-3384

30 盛岡市

婚礼

ホテルニューカリーナ エルズガーデン

盛岡市菜園2-3-7 ニューカリーナ５F エルズガーデン

019-625-2226

019-623-1010

31 盛岡市

婚礼

ブランシェリー盛岡店

盛岡市上田3-16-29

019-654-2304

019-624-2302

32 盛岡市

不動産

丸高商事株式会社

盛岡市みたけ4-25-1

019-641-6821

019-641-6923
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33 盛岡市

金融

東北銀行 本店営業部

盛岡市内丸３番１号

019-651-6161

34 盛岡市

金融

東北銀行 南大通支店

盛岡市南大通二丁目7番19号

019-624-5520

35 盛岡市

金融

東北銀行 大通支店

盛岡市大通三丁目1番24号

019-624-5523

36 盛岡市

金融

東北銀行 夕顔瀬支店

盛岡市梨木町5番28号

019-623-7165

37 盛岡市

金融

東北銀行 青山支店

盛岡市西青山二丁目19番40号

019-647-2361

38 盛岡市

金融

東北銀行 都南支店

盛岡市津志田町一丁目5番55号

019-635-2311

39 盛岡市

金融

東北銀行 本宮支店

盛岡市本宮一丁目6番8号

019-635-4521

40 盛岡市

金融

東北銀行 太田支店

盛岡市下太田下川原161番地8

019-659-3111

41 盛岡市

金融

東北銀行 黒石野支店

盛岡市黒石野二丁目9番63号

019-662-3344

42 盛岡市

金融

東北銀行 みたけ支店

盛岡市みたけ二丁目23番17号

019-641-7211

43 盛岡市

金融

東北銀行 大館町支店

盛岡市大館町18番8号

019-646-1212

44 盛岡市

金融

東北銀行 盛岡駅前支店

盛岡市盛岡駅前通9番7号

019-652-3301

45 盛岡市

金融

東北銀行 見前支店

盛岡市永井24地割90番地12

019-637-7551

46 盛岡市

金融

東北銀行 月が丘支店

盛岡市月が丘三丁目49番51号

019-643-7541

47 盛岡市

金融

東北銀行 松園支店

盛岡市松園二丁目37番1号

019-663-7777

48 盛岡市

金融

東北銀行 盛南プラザ支店

盛岡市本宮六丁目5番26号

019-635-9111

49 盛岡市

金融

東北銀行 浅岸支店

盛岡市浅岸一丁目13番10号

019-653-3303

50 盛岡市

金融

東北銀行 茶畑支店

盛岡市茶畑一丁目11番17号

019-652-2611

51 盛岡市

金融

岩手銀行 本店営業部

盛岡市中央通1丁目2番3号

019-623-1111

019-651-9825

52 盛岡市

金融

岩手銀行 盛岡駅前支店

盛岡市駅前通14番10号（岩手地所盛岡駅前ビル1･2階）

019-653-4474

019-654-2049

53 盛岡市

金融

岩手銀行 材木町支店

盛岡市長田町3番6号

019-622-9134

019-653-6325

54 盛岡市

金融

岩手銀行 仙北町支店

盛岡市仙北二丁目2番20号

019-634-1411

019-634-1412

55 盛岡市

金融

岩手銀行 本町支店

盛岡市本町通一丁目16番8号

019-653-1271

019-653-1273

56 盛岡市

金融

岩手銀行 大通支店

盛岡市大通二丁目6番1号

019-622-3185

019-622-3180

57 盛岡市

金融

岩手銀行 惣門支店

盛岡市南大通二丁目6番18号

019-623-4211

019-624-2367

58 盛岡市

金融

岩手銀行 県庁支店

盛岡市内丸10番1号（岩手県庁1階）

019-623-5318

019-654-5936

59 盛岡市

金融

岩手銀行 好摩支店

盛岡市好摩字夏間木108番地の3

019-682-0011

019-682-0691

60 盛岡市

金融

岩手銀行 上田支店

盛岡市上田一丁目9番19号

019-623-6431

019-651-9198

61 盛岡市

金融

岩手銀行 青山町支店

盛岡市青山三丁目29番10号

019-647-3133

019-645-1125

62 盛岡市

金融

岩手銀行 津志田支店

盛岡市津志田中央三丁目27番33号

019-638-2420

019-638-1569

63 盛岡市

金融

岩手銀行 緑が丘支店

盛岡市緑が丘四丁目1番66号

019-662-2431

019-663-0879

64 盛岡市

金融

岩手銀行 茶畑支店

盛岡市中野一丁目2番3号

019-651-1855

019-651-9241
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65 盛岡市

金融

岩手銀行 山岸支店

盛岡市山岸一丁目5番2号

019-651-8020

019-651-9392

66 盛岡市

金融

岩手銀行 松園支店

盛岡市西松園三丁目23番12号

019-661-6111

019-663-0893

67 盛岡市

金融

岩手銀行 都南支店

盛岡市津志田15地割28番地3

019-638-6171

019-638-1180

68 盛岡市

金融

岩手銀行 盛岡市役所出張所

盛岡市内丸12番2号（盛岡市役所2階）

019-652-1621

019-654-9303

69 盛岡市

金融

岩手銀行 みたけ支店

盛岡市みたけ四丁目5番1号

019-641-4451

019-641-0669

70 盛岡市

金融

岩手銀行 天昌寺支店

盛岡市天昌寺2番6号

019-645-1235

019-645-1228

71 盛岡市

金融

岩手銀行 中ノ橋支店

盛岡市中ノ橋通一丁目2番16号

019-654-5571

019-651-0226

72 盛岡市

金融

岩手銀行 高松支店

盛岡市上田四丁目21番10号

019-654-5005

019-651-9501

73 盛岡市

金融

岩手銀行 本宮支店

盛岡市本宮五丁目13番8号

019-635-2388

019-635-7840

74 盛岡市

金融

岩手銀行 城西支店

盛岡市城西町13番11号

019-622-1812

019-651-9624

75 盛岡市

金融

岩手銀行 月が丘支店

盛岡市月が丘一丁目5番5号

019-647-9555

019-645-1226

76 盛岡市

金融

岩手銀行 手代森支店

盛岡市手代森14地割16番地10

019-696-4101

019-696-3140

77 盛岡市

金融

岩手銀行 加賀野支店

盛岡市天神町8番30号

019-651-1158

78 盛岡市

金融

岩手銀行 盛岡ローンプラザ

盛岡市本宮五丁目13番8号

79 盛岡市

盛岡駅ビルフェザン 「HIS」

盛岡市盛岡駅前通1-48 盛岡駅ビルフェザン 本館3F

80 盛岡市

その他
その他

019-625-7535
019-636-3166
0120-436020
019-629-2632

安穏高松の池鍼灸整骨院

盛岡市高松2丁目2-38 リトルハイムセブン1F

019-613-4417

019-613-4417

81 盛岡市

その他

トラベル・リンク株式会社

盛岡市大通３丁目2-2 第６大通ビル４F

019-658-8644

019-658-8262

82 八幡平市

金融

岩手銀行 平舘支店

八幡平市平舘第9地割72番地の5

0195-74-3121

0195-74-3249

83 八幡平市

金融

岩手銀行 安代支店

八幡平市荒屋新町56番地3

0195-72-2211

0195-72-2177

84 雫石町

金融

岩手銀行 雫石支店

雫石町中町12番地3

019-692-2121

019-692-4394

85 滝沢市

泊まる

布糸灯園 本館・姉妹館"瑠璃"

滝沢市岩手山395-267

019-688-1402

019-688-1402

86 滝沢市

金融

岩手銀行 巣子支店

滝沢市巣子1187番地5

019-688-3031

019-688-4397

87 滝沢市

金融

岩手銀行 滝沢支店

滝沢市鵜飼笹森10番地15

019-684-4681

019-684-4685

88 滝沢市

金融

東北銀行 滝沢支店

滝沢市鵜飼狐洞1番地244

019-687-2011

89 葛巻町

金融

岩手銀行 葛巻支店

葛巻町葛巻第12地割29番地2

0195-66-2211

0195-66-2274

90 岩手町

買物

西田商店

岩手町大字沼宮内8-30

0195-62-2224

0195-62-4655

91 岩手町

金融

東北銀行 沼宮内支店

岩手町大字沼宮内第7地割24番地1

0195-62-2311

92 岩手町

金融

岩手銀行 沼宮内支店

岩手町大字沼宮内第7地割14番地の11

0195-62-2211

0195-62-3209

93 紫波町

飲食

Cafe Style Bar VIVID

紫波町日詰字丸盛214-1

019-676-3260

019-676-3260

94 紫波町

金融

東北銀行 紫波支店

紫波町日詰字郡山駅55番地の2

019-672-3351

95 紫波町

金融

岩手銀行 紫波支店

紫波町日詰字郡山駅211番地

019-672-2131

(リラクゼーション整体)
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96 矢巾町

金融

東北銀行 流通センター支店

矢巾町流通センター南一丁目2番15号

019-638-2211

97 矢巾町

金融

東北銀行 矢巾支店

019-697-9100

98 矢巾町

金融

岩手銀行 流通センター支店

99 矢巾町

金融

岩手銀行 矢巾支店

矢巾町大字南矢幅第7地割431番地
矢巾町流通センター南一丁目2番15号
（盛岡卸センター組合会館 ラポール盛岡1階）
矢巾町大字南矢幅第7地割443番地

100 花巻市

飲食

女ツ木（みづき）

101 花巻市

泊まる

102 花巻市

FAX

019-638-5533

019-638-1140

019-697-8561

019-697-8546

花巻市東和町土沢8区398

0198-42-1785

0198-42-1785

大沢温泉 山水閣

花巻市湯口字大沢181

0198-25-2021

0198-25-2551

泊まる

結びの宿 愛隣館

花巻市鉛字西鉛23

0198-25-2341

0198-25-2938

103 花巻市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社新花巻駅東口営業所

花巻市胡四王2—1—2

0198-32-1356

0198-32-1357

104 花巻市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社花巻空港営業所

花巻市東宮野目第二地割53番地

0198-26-3255

0198-29-5607

105 花巻市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 新花巻駅西口店

花巻市胡四王1-3-1

0198-31-2100

0198-31-2111

106 花巻市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 いわて花巻空港受付カウンター

花巻市東宮野目第2地割53

0198-26-0100

0198-26-4411

107 花巻市

婚礼

結びの宿 愛隣館

花巻市鉛字西鉛23

0198-25-2341

0198-25-2938

108 花巻市

婚礼

花巻温泉ブライダルサロン

花巻市湯本1-125 ホテル花巻２Ｆ

0198-37-2244

0198-27-4110

109 花巻市

婚礼

花巻温泉衣裳室 ル・ブランローズ

花巻市湯本1-125 花巻温泉・ホテル千秋閣３F

0198-274-781

0198-274-781

110 花巻市

不動産

ＲあんどＤ不動産

花巻市東町9-20

0198-21-3857

0198-21-3858

111 花巻市

不動産

SS建築デザイン室 有限会社

花巻市湯本２-54-８

0198-27-4447

0198-27-4906

112 花巻市

不動産

カゲツドアーズ SSくらし再生室

花巻市吹張町12-10

0198-41-5744

0198-41-5744

113 花巻市

金融

東北銀行 花巻支店

花巻市上町7番4号

0198-23-5121

114 花巻市

金融

東北銀行 西花巻支店

花巻市西大通り二丁目25番8号

0198-22-2100

115 花巻市

金融

岩手銀行 花巻支店

花巻市上町6番12号

0198-24-3111

0198-23-3356

116 花巻市

金融

岩手銀行 鍛冶町支店

花巻市末広町9番13号

0198-24-3136

0198-24-2297

117 花巻市

金融

岩手銀行 石鳥谷支店

花巻市石鳥谷町好地第8地割40番地5

0198-45-2211

0198-45-3769

118 花巻市

金融

岩手銀行 土沢支店

花巻市東和町土沢5区349番地

0198-42-4419

119 花巻市

金融

岩手銀行 花巻北支店

花巻市下小舟渡118番地1 イトーヨーカドー花巻店1階

120 花巻市

金融

岩手銀行 花巻西支店

花巻市西大通り一丁目27番8号

0198-42-4111
0198-23-7001
0120-436018
0198-23-7776

121 遠野市

金融

東北銀行 遠野支店

遠野市中央通り4番8号

0198-62-3373

122 遠野市

金融

岩手銀行 遠野支店

遠野市東舘町8番4号

0198-62-2244

0198-62-2245

123 北上市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社北上駅西口営業所

北上市大通り1—8—24

0197-65-4151

0197-64-3582

124 北上市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 北上駅新幹線東口店

北上市川岸1-3-1

0197-65-0100

0197-64-5014

125 北上市

理容・美容

エステ・デトックスサロン プレジール

北上市川岸3丁目16-32 さくらハウスB

0197-64-6464

0197-64-6464

126 北上市

婚礼

イワテブライダルセンター北上店

北上市鍛冶町2丁目14-24

0197-65-0198

0197-65-0283
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0198-22-4527
0198-23-3606

結婚応援の店 市町村別一覧
市町村

ジャンル

店舗名

住所

電話
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127 北上市

金融

東北銀行 北上支店

北上市本通り一丁目5番12号

0197-63-3321

128 北上市

金融

東北銀行 ときわ台支店

北上市藤沢19地割35番地141

0197-65-5771

129 北上市

金融

岩手銀行 北上支店

北上市本通り二丁目4番9号

0197-63-3111

0198-65-1322

130 北上市

金融

岩手銀行 北上駅前支店

北上市大通り一丁目3番1号

01974-64-5170

131 北上市

金融

岩手銀行 江釣子支店

北上市北鬼柳19地割68番地

132 北上市

金融

岩手銀行 北上東支店

北上市中野町二丁目27番55号

0197-65-1611
0197-65-2581
0120-601635
0197-64-5351

133 北上市

金融

岩手銀行 常盤台支店

北上市常盤台三丁目13番1号

0197-64-7441

0197-64-5178

134 奥州市

買物

オブリガーダ

奥州市水沢佐倉河字慶徳63-1

0197-22-6624

0197-22-6624

135 奥州市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社水沢江刺駅前営業所

奥州市水沢羽田町駅前1—40

0197-22-5550

0197-22-5558

136 奥州市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 水沢店

奥州市水沢東大通り2-2-14

0197-24-0100

0197-25-8124

137 奥州市

車・交通

有限会社カーシー

奥州市前沢白山字籠林6‐1

0197-41-3788

0197-41-3789

138 奥州市

婚礼

アップルブライダルプラザ奥州店

奥州市前沢字竹沢92

0197-56-0211

0197-56-0212

139 奥州市

金融

東北銀行 水沢支店

奥州市水沢字横町151番地

0197-24-3161

140 奥州市

金融

東北銀行 江刺支店

奥州市江刺八日町一丁目1番18号

0197-35-2168

141 奥州市

金融

東北銀行 南水沢支店

奥州市水沢字川端224番地3

0197-22-2666

142 奥州市

金融

東北銀行 原中支店

奥州市水沢太日通り三丁目4番10号

0197-22-7766

143 奥州市

金融

岩手銀行 水沢支店

奥州市水沢中町133番地2

0197-24-5121

0197-25-7879

144 奥州市

金融

岩手銀行 前沢支店

奥州市前沢あすか通二丁目2番地1

0197-56-3151

0197-56-3124

145 奥州市

金融

岩手銀行 江刺支店

奥州市江刺六日町3番13号

0197-35-2155

0197-35-6587

146 奥州市

金融

岩手銀行 原中支店

奥州市水沢太日通り三丁目1番22号

0197-25-8411

0197-23-2497

147 奥州市

金融

岩手銀行 日高支店

奥州市水沢西町2番34号

0197-22-5332

148 奥州市

金融

岩手銀行 あてるい支店

奥州市水沢佐倉河字羽黒田5番地

149 奥州市

その他

有限会社 フォトＥＹＥ

奥州市水沢南大鐘1-1-1

0197-22-5420
0197-25-7211
0120-605833
0197-25-2680

150 金ケ崎町

泊まる

みどりの郷

金ケ崎町永栄上宿26-3

0197-44-2131

0197-44-5173

151 金ケ崎町

金融

岩手銀行 金ケ崎支店

金ケ崎町西根本町13番地

0197-42-3101

0197-42-4678

152 一関市

買物

木の香り住まい館

一関市田村町8-13 原田ｶﾞｰﾃﾞﾝ1階東

0191-48-5118

153 一関市

飲食

ベリーノホテル一関

一関市山目字三反田179

0191-23-1000

0191-23-1155

154 一関市

泊まる

祭畤温泉 かみくら

一関市厳美町祭畤32

0191-39-2877

0191-39-2364

155 一関市

泊まる

いつくし園

一関市厳美町字南滝ノ上15

0191-29-2101

0191-29-2125

156 一関市

泊まる

ベリーノホテル一関

一関市山目字三反田179

0191-23-1000

0191-23-1155

157 一関市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社一関営業所

一関市上大槻街1—29

0191-21-3250

0191-21-3276
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0197-64-5313
0197-64-5169

0197-25-3844
0197-22-2437

結婚応援の店 市町村別一覧
市町村

ジャンル

店舗名

住所

電話
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158 一関市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 一ノ関駅西口店

一関市駅前35

0191-21-2100

0191-21-2105

159 一関市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 一関店

一関市山目字三反田22-1

0191-23-0100

0191-23-0105

160 一関市

不動産

有限会社東西不動産ホーム 東山支店

一関市東山町長坂字西本町107-3

0191-47-2955

0191-47-2885

161 一関市

不動産

有限会社東西不動産ホーム 本店

一関市地主町７－８－１

0191-48-5173

0191-48-5172

162 一関市

不動産

（有）越後屋不動産 アパマンショップ一関店

一関市石畑7−51−1

0191-21-3032

0191-21-3036

163 一関市

不動産

（株）まるせん工業

一関市花泉町涌津字道下52番地28

0191-82-3682

0191-82-3642

164 一関市

金融

東北銀行 一関支店

一関市大町4番25号

0191-23-3470

165 一関市

金融

東北銀行 山目支店

一関市山目字三反田18番1

0191-21-5001

166 一関市

金融

東北銀行 千厩支店

一関市千厩町千厩字町151番地

0191-52-3151

167 一関市

金融

岩手銀行 一関支店

一関市大町5番10号

0191-23-3000

0191-21-5016

168 一関市

金融

岩手銀行 山目町支店

一関市宮前町4番24号

0191-23-5018

0191-21-2092

169 一関市

金融

岩手銀行 千厩支店

一関市千厩町千厩字町170番地1

0191-52-3111

0191-52-3306

170 一関市

金融

岩手銀行 摺沢支店

一関市大東町摺沢字但馬崎16番地11

0191-75-2131

0191-75-3475

171 一関市

金融

岩手銀行 藤沢支店

一関市藤沢町藤沢字町119番地

0191-63-2424

0191-63-5170

172 一関市

金融

岩手銀行 一関西支店

一関市山目字中野140番5（ササキビル中野1階）

0191-25-4151

0191-25-4386

173 一関市

金融

岩手銀行 花泉支店

一関市花泉町花泉字地平45番地1

0191-82-5298

174 一関市

金融

岩手銀行 三関支店

一関市三関字神田158番地1

175 一関市

その他

木の香り住まい館

一関市田村町8-13 原田ｶﾞｰﾃﾞﾝ1階東

0191-82-5261
0191-26-3371
0120-436050
0191-48-5118

176 平泉町

飲食

体験cafe+ＷＡ

平泉町平泉字花立91-4

0191-46-4031

0191-48-3977

177 平泉町

金融

東北銀行 平泉支店

平泉町平泉字志羅山136番地3

0191-46-2923

178 平泉町

金融

岩手銀行 平泉支店

平泉町平泉字志羅山153番地1

0191-46-2941

0191-46-2956

179 大船渡市

買物

かもめテラス

大船渡市赤崎町字宮野5-1

0192-27-3135

0192-25-0119

180 大船渡市

買物

株式会社加茂ガーデン

大船渡市大船渡町字野々田10-33-5260

0192-27-1187

0192-21-3320

181 大船渡市

買物

あんでる

大船渡市盛町字町10-11

0192-27-5144

0192-27-5144

182 大船渡市

買物

Burgie!

大船渡市盛町字町10-11

0192-26-6832

0192-26-6832

183 大船渡市

買物

メリーメイク＆ミュー

大船渡市盛町字町10-11

0192-26-2719

184 大船渡市

買物

エルビラ/マミーランド

大船渡市盛町字町10-11

0192-27-7303

185 大船渡市

買物

東京西川チェーン寝具のにしやま

大船渡市盛町字町10-11

0192-26-2348

186 大船渡市

買物

Arrow.s

大船渡市盛町字権現堂1-1

0192-22-7272

187 大船渡市

飲食

焼肉・韓国料理 かもめ商店

大船渡市大船渡町字野々田12-34

0192-26-3993

188 大船渡市

飲食

鮨季節料理ささき

大船渡市大船渡町字茶屋前3-2-2110

0192-26-3719

6

0191-26-3681

結婚応援の店 市町村別一覧
市町村

ジャンル

店舗名

住所

電話

FAX

189 大船渡市

飲食

Arrow.s

大船渡市盛町字権現堂1-1

0192-22-7272

190 大船渡市

飲食

かきとワインのあるお店湾岸食堂

大船渡市大船渡町野々田10-3

0192-47-4131

191 大船渡市

泊まる

旅館 とりい荘

大船渡市大船渡町字赤沢88-1

0192-27-4180

0192-27-4882

192 大船渡市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 大船渡店

大船渡市盛町木町11-2

0192-26-0100

0192-26-0171

193 大船渡市

理容・美容

大船渡市お子様連れOK自宅サロンタイ古式ヒーリングHahaha

大船渡市立根町字関谷16-4

090-1300-0227

194 大船渡市

理容・美容

アイラッシュサロンem

大船渡市立根町関谷15-1 プリムヴェールB

090-7638-3416

195 大船渡市

理容・美容

リラクゼーションメアリーローズ

大船渡市立根町字前谷地25-12

090-2362-4635 0192-26-4130

196 大船渡市

理容・美容

理容室MARU

大船渡市立根町字前谷地30-1

090-1498-3444

197 大船渡市

理容・美容

アルソア化粧品アルソアファーレ

大船渡市猪川町前田16-19

0192-47-3068

198 大船渡市

理容・美容

ヒーリングサロンSoleil－ソレイユ－

大船渡市盛町字町10-11

090-9746-2934

199 大船渡市

理容・美容

Arrow.s

大船渡市盛町字権現堂1-1

0192-22-7272

200 大船渡市

婚礼

イワテブライダルセンター大船渡店

大船渡市大船渡町字野々田10-3-5130

0192-47-5590

0192-47-5591

201 大船渡市

婚礼

大船渡プラザホテル

大船渡市大船渡町字茶屋前7-8

0192-26-3131

0192-27-8077

202 大船渡市

不動産

リアスホーム

大船渡市盛町みどり町11-7

0192-47-3687

0192-47-3688

203 大船渡市

金融

東北銀行 大船渡支店

大船渡市大船渡町字野々田25番地2

204 大船渡市

金融

岩手銀行 盛支店

大船渡市盛町字町4番地の11

0192-27-1386

205 大船渡市

金融

岩手銀行 大船渡支店

大船渡市大船渡町字茶屋前59番地の6ヤチビル1階

0192-26-4168
092-26-3144
0120-106813
0192-26-2181

206 大船渡市

その他

株式会社キャッセン大船渡

大船渡市大船渡町野々田10-3

0192-22-7910

0192-22-7910

207 大船渡市

その他

はしもと矯体院

大船渡市大船渡町野々田12-34

090-3128-6977

208 陸前高田市金融

東北銀行 高田支店

陸前高田市竹駒町字十日市場282番地1

0192-54-2134

209 陸前高田市金融

岩手銀行 髙田支店

陸前高田市竹駒町字滝の里4番地3

0192-54-3111

0192-55-4494

210 住田町

金融

岩手銀行 世田米支店

住田町世田米字世田米易18番地

0192-46-3131

0192-46-3674

211 釜石市

買物

有限会社 レンズセンターコティー

釜石市大町2-1-22

0193-22-4412

212 釜石市

飲食

茶房 舘

釜石市大町３丁目9-16

0193-22-5380

213 釜石市

飲食

cafe blua cielo

釜石市上中島町4丁目4-17

0193-23-3432

0193-23-3436

214 釜石市

泊まる

ホテルフォルクローロ三陸釜石

釜石市鈴子町22番4号

0193-38-5536

0193-38-5539

215 釜石市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 釜石駅前店

釜石市鈴子町22-10

0193-22-0100

0193-22-0104

216 釜石市

婚礼

イワテブライダルセンター釜石店

釜石市中妻町3-2-4

0193-23-4684

0193-23-4687

217 釜石市

金融

東北銀行 釜石支店

釜石市大渡町一丁目7番4号

0193-22-3312

218 釜石市

金融

岩手銀行 釜石支店

釜石市鈴子町15番7号

0193-22-3111

0193-24-2005

219 釜石市

金融

岩手銀行 はまゆり支店

釜石市鈴子町15番7号釜石支店内

0193-22-3111

0193-24-2005
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結婚応援の店 市町村別一覧
市町村

ジャンル

店舗名

住所
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FAX

220 釜石市

金融

岩手銀行 中妻支店

釜石市中妻町三丁目9番23号

0193-23-5601

0193-23-4196

221 大槌町

買物

化粧品の店 いわさき

大槌町末広町12番7号

0193-42-3207

0193-42-3207

222 大槌町

金融

岩手銀行 大槌支店

大槌町小鎚第27地割3番4号ＳＣシーサイドタウンマスト2階

0193-42-3535

0193-42-3538

223 宮古市

買物

田中菓子舗

宮古市田老一丁目13-6

0193-65-8707

0193-65-8707

224 宮古市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社宮古営業所

宮古市大通3—6—40

0193-63-8195

0193-63-8196

225 宮古市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 宮古駅東店

宮古市大通3-2-22

0193-64-0100

0193-64-0555

226 宮古市

婚礼

イワテブライダルセンター宮古店

宮古市新川町3-16

0193-63-4159

0193-64-1294

227 宮古市

金融

東北銀行 宮古支店

宮古市新町2番25号

0193-62-1411

228 宮古市

金融

東北銀行 宮町支店

宮古市宮町一丁目4番29号

0193-64-2345

229 宮古市

金融

岩手銀行 宮古支店

宮古市築地一丁目1番28号

0193-62-3011

0193-62-3014

230 宮古市

金融

岩手銀行 宮古中央支店

宮古市末広町7番20号

0193-62-3401

0193-62-3366

231 山田町

金融

岩手銀行 山田支店

山田町中央町15番5号

0193-82-3131

0193-82-2172

232 岩泉町

金融

岩手銀行 岩泉支店

岩泉町岩泉字太田35番地

0194-22-2381

0194-22-2089

233 田野畑村

飲食

北山崎白花しゃくなげ荘

田野畑村北山崎129-7

0194-33-2085

0194-33-2421

234 田野畑村

車・交通

丸奥自動車工業株式会社

田野畑村菅窪223-75

0194-37-3000

0194-37-3006

235 久慈市

飲食

Highball Bar & Dining KENSOH

久慈市中央３丁目32番地

019-466-8668

236 久慈市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社久慈駅東口営業所

久慈市川崎町10—5

0194-75-4190

237 久慈市

金融

東北銀行 久慈支店

久慈市二十八日町一丁目14番地

0194-53-4116

238 久慈市

金融

岩手銀行 久慈中央支店

久慈市川崎町10番10号

0194-53-5211

0194-53-9515

239 久慈市

金融

岩手銀行 久慈支店

久慈市十八日町一丁目1番地

0194-53-3211

0194-53-4809

240 野田村

金融

岩手銀行 野田支店

野田村大字野田第19地割132番地

0194-78-2031

0194-78-3674

241 洋野町

金融

東北銀行 種市支店

洋野町種市第23地割25番地

0194-65-4122

242 洋野町

金融

岩手銀行 種市支店

洋野町種市第23地割27番地7

0194-65-2031

0194-65-3124

243 二戸市

泊まる

岩手の名湯 侍の湯 おもてなしの宿 おぼない

二戸市金田一字湯田43-5

0195-27-2221

0195-27-2222

244 二戸市

車・交通

ニッポンレンタカー東北株式会社二戸駅西口営業所

二戸市石切所字森合70—5

0195-23-0919

0195-23-0918

245 二戸市

車・交通

トヨタレンタリース岩手 二戸駅新幹線口店

二戸市石切所字森合55-1

0195-23-0100

0195-23-0130

246 二戸市

不動産

住まい探しの店 ピラス

二戸市福岡字中町21番地

0195-43-3800

0195-43-3822

247 二戸市

金融

東北銀行 二戸支店

二戸市福岡字八幡下57番地4

0195-23-3121

248 二戸市

金融

岩手銀行 二戸支店

二戸市福岡字上町14番地1

0195-23-2125

0195-23-4216

249 二戸市

金融

岩手銀行 浄法寺支店

二戸市浄法寺町浄法寺32番地3

0195-38-2221

0195-38-4073

250 軽米町

金融

岩手銀行 軽米支店

軽米町大字軽米第8地割96番地1

0195-46-2211

0195-46-2212

251 九戸村

金融

岩手銀行 伊保内支店

九戸村大字伊保内第12地割5番地

0195-42-2121

0195-42-3565
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結婚応援の店 市町村別一覧
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252 一戸町

金融

東北銀行 一戸支店

一戸町高善寺字野田30番地

0195-33-2221

253 一戸町

金融

岩手銀行 一戸支店

一戸町一戸字向町47番地

0195-33-3155

0195-33-3156

254 仙台市

金融

岩手銀行 宮城野支店

仙台市若林区大和町四丁目24番24号

022-235-4441

022-235-4443
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