
【三陸エリア（気仙沼・南三陸・女川・石巻）】
店舗名 住所 電話番号 主な提供品目

(株)ノースジャパンツアーズ 石巻市蛇田字下谷地52番地 0225-23-7280 その他

3COINS 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1259 小売（お土産等）

ABCマート 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-0130 小売（お土産等）

AIGAN 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1325 小売（お土産等）

ASBEE 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-21-5025 小売（お土産等）

BITTOKO 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-0789

BREEZE 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1415 小売（お土産等）

CORVO 気仙沼市南町2-4-10 S207 090-7257-1561 飲食店（酒類提供あり）

GU 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1256 小売（お土産等）

HAKUBOTAN 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1403 小売（お土産等）

ikka 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1531 小売（お土産等）

INDEX 石巻市茜平四丁目104番地  イオンモール石巻内 0225-92-1260 小売（お土産等）

JINS 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1258 小売（お土産等）

OTANI 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1309 小売（お土産等）

PETEMO 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1441 小売（お土産等）

RiNc 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-25-7511 小売（お土産等）

studio  CLIP 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1316 小売（お土産等）

SUBWAY 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-90-4766 飲食店（酒類提供なし）

TAKAQ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1361 小売（お土産等）

WEGO 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-6385 小売（お土産等）

WIZ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-7768 小売（お土産等）

WIZ＆クローバー 気仙沼店 気仙沼市赤岩舘下6-1 イオン気仙沼店2F 0226-29-6597 小売（お土産等）

アイルーム気仙沼 気仙沼市東新城1丁目9-5 0226-23-9820 小売（お土産等）

アイルーム南三陸町歌津 本吉郡南三陸町歌津字枡沢29-6 0226-23-9820 小売（お土産等）

アマトーネ・アクセソリーオ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-7509 小売（お土産等）

アメリカ屋 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-90-4181 小売（お土産等）

イオン気仙沼店 気仙沼市赤岩館下6－1外 0226-22-8511 コンビニ・スーパー

みやぎ宿泊割キャンペーン「宿泊割引＆クーポン　取扱店舗一覧」
　

                                              「みやぎ宿泊割キャンペーン」取扱店舗の一覧です。

  　　                        　         最新の情報及び詳細は特設サイトをご覧ください。

                                                                        https://miyagi-syukuhakuwari.com/second/

https://corvo2018.com/
https://www.pattys.jp/shop-kesennuma
https://www.monthly-iroom.com/
https://www.monthly-iroom.com/
https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E6%B0%97%E4%BB%99%E6%B2%BC%E5%BA%97/
https://miyagi-syukuhakuwari.com/second/
https://miyagi-syukuhakuwari.com/second/


イオン石巻駅前店 石巻市穀町14－1 0225-24-9388 コンビニ・スーパー

イオン石巻店 石巻市茜平4丁目104番地 0225-92-1333 コンビニ・スーパー

いしのまき元気いちば 石巻市中央2丁目11-11 0225-98-5539 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

いちば寿司 気仙沼市魚市場前7-13 気仙沼産業センター内 0226-25-7868 飲食店（酒類提供あり）

ウエルシア石巻赤十字病院前店 石巻市あけぼの北1-1-7 0225-92-1537 小売（お土産等）

ウジエスーパーUマート石巻店 石巻市中里7-1-10 0225-94-5513 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー広渕店 石巻市広渕字焼巻209-3 0225-73-3745 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー山下店 石巻市西山町2-10 0225-94-5066 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー桃生店 石巻市桃生町中津山字四軒前33-1 0225-76-5105 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー南三陸店 本吉郡南三陸町志津川字天王前32番地T47街区 0226-46-4550 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー飯野川店 石巻市成田字一本杉41-1 0225-62-0048 コンビニ・スーパー

エメフィール 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1407 小売（お土産等）

オリックスレンタカー石巻西店 石巻市門脇字元浦屋敷24番5 0225-24-6071 レンタカー

お食事・仕出し「松竹」 石巻市中央2丁目7-23 0225-96-4896 飲食店（酒類提供あり）

かいせんどころ梁 本吉郡南三陸町志津川五日町201-5 0226-25-7126 飲食店（酒類提供あり）

かに物語 気仙沼市魚市場前7-13 0226-23-1521 小売（お土産等）

カネト水産 気仙沼市魚市場前7－13 0226-25-8535 飲食店（酒類提供なし）

カメラのキタムラ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1312 その他

カレーハウスCoCo壱番屋 石巻蛇田店 石巻市蛇田字新下沼67－1 0225-92-5510 飲食店（酒類提供あり）

かんながら 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1338 飲食店（酒類提供あり）

ギャラリーメモリア 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-25-7989 小売（お土産等）

クイックパスタコパン 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1423 飲食店（酒類提供なし）

くいもの屋わん石巻駅前店 石巻市鋳銭場3-14 ティミス駅前ビル1F・2F 0225-21-8055 飲食店（酒類提供あり）

クーキ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1293 小売（お土産等）

グランサックス 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-0702 小売（お土産等）

グローバルワーク 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1330 小売（お土産等）

ケンタッキーフライドチキン 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1433 飲食店（酒類提供なし）

コクボ荘 本吉郡南三陸町歌津字小長柴57 0226-36-2245 宿泊業・温泉施設

ザ・ビッグ釜大街道店 石巻市三ツ股二丁目7番50 0225-98-4536 コンビニ・スーパー

ザ・ビッグ石巻鹿又店 石巻市鹿又字道的前60番1 0225-86-5633 コンビニ・スーパー

サーティワンアイスクリーム 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1431 飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム イトーヨーカドー石巻あけぼの店 石巻市あけぼの1-1-2 0225-93-3103 飲食店（酒類提供なし）

サンマリン気仙沼ホテル観洋 気仙沼市港町4-19 0226-24-1200 宿泊業・温泉施設

スターバックスコーヒー 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1359 飲食店（酒類提供なし）

スポーツオーソリティ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-4031 小売（お土産等）

セブンーイレブン気仙沼三日町店 気仙沼市三日町3丁目1－1 0226-24-6711 コンビニ・スーパー

セブンーイレブン気仙沼鹿折店 気仙沼市中みなと町1－1 0226-23-5711 コンビニ・スーパー

セブンーイレブン気仙沼松川店 気仙沼市松川403－1 0226-22-9751 コンビニ・スーパー

セブンーイレブン気仙沼唐桑町店 気仙沼市唐桑町明戸206－1 0226-32-3170 コンビニ・スーパー

タイムステーションNEO 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1360 小売（お土産等）

ダイユーエイト南三陸店 本吉郡南三陸町志津川字天王前202-15 0226-48-5481 その他

チェルシーニューヨーク 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-25-7471 小売（お土産等）

チュチュアンナ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-25-5090 小売（お土産等）

https://aeontohoku.co.jp/stores/ishinomakiekimae
https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E7%9F%B3%E5%B7%BB%E5%BA%97/
http://genki-ishinomaki.com/
https://car.orix.co.jp/
http://www.shochiku.strikingly.com/
https://kanimonogatari.jp/
https://www.ichibanya.co.jp/
http://www.kokubosou.com/
https://www.mv-minamitohoku.co.jp/stores/kamaookaidou
https://www.mv-minamitohoku.co.jp/stores/ishinomakikanomata
https://www.kkanyo.jp/


ディーズハピネス 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-90-3920 飲食店（酒類提供あり）

ディッパーダン 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-90-3430 飲食店（酒類提供なし）

トゥブロッサム 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-25-6396 小売（お土産等）

ドトールコーヒーショップ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-24-6788 飲食店（酒類提供なし）

ニコロポーロ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-5167 小売（お土産等）

ニッポンレンタカー東北（株）気仙沼営業所 気仙沼市幸町4-4-27 0226-22-8190 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）石巻営業所 石巻市大街道北1-4-12 0225-23-0919 レンタカー

ニュー泊﨑荘 本吉郡南三陸町歌津字番所34番地 0226-36-3315 宿泊業・温泉施設

パティスリークリコ 本吉郡南三陸町歌津字番所34番地 0226-36-3315 小売（お土産等）

ハニーズ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1381 小売（お土産等）

ハピネス 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-0522 小売（お土産等）

ハマーレ歌津 マルエー 本吉郡南三陸町歌津字伊里前96-1 0226-36-2051 小売（お土産等）

ハマーレ歌津 マルタケ商店 本吉郡南三陸町歌津字伊里前96-1 南三陸ハマーレ歌津 0226-36-2610 小売（お土産等）

はまなす海洋館 気仙沼市本吉町九多丸1 0226-44-2517 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

バンダレコード 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1398 小売（お土産等）

ビースリー 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1278 小売（お土産等）

ファブリックジャム 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1375 小売（お土産等）

フラワープロデュース 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0120-91-8739 小売（お土産等）

プリムローズ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1252 小売（お土産等）

フレンズ 本吉郡南三陸町志津川字五日町201－5 0226-46-3237 小売（お土産等）

ヘアサロン CHIC AMOUR 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1298 美容・理容業

ホテル・エルファロ 牡鹿郡女川町女川二丁目1番地2 0225-98-8703 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

ホテルニューさか井 石巻市鮎川浜万治下1-7 0225-45-2515 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

ホテルパールシティ気仙沼 気仙沼市古町3丁目2-42 0226-24-2511 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

ホテルルートイン気仙沼 気仙沼市松崎萱32-1 0226-21-8551 飲食店（酒類提供あり）、物流（宅配等）、宿泊業・温泉施設

ホテルルートイン石巻河南インター 石巻市恵み野2-14-2 0225-92-0075 宿泊業・温泉施設

ホテルルートイン石巻中央 石巻市大街道北三丁目3-3 050-5847-7551 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

ホテル一景閣 気仙沼市弁天町1-4-7 0226-22-0602 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、物流（宅配等）、宿泊業・温泉施設、フィットネス（スポーツジム等）

ホテル観洋海の市 気仙沼市魚市場前7-13 気仙沼産業センター内 0226-24-7030 小売（お土産等）

ホヤぼーやショップ 気仙沼市魚市場前7-13 0226-24-5755 小売（お土産等）

マジックミシン 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1322 その他

やまなか家 気仙沼店 気仙沼市上田中2丁目1-6 0226-25-3478 飲食店（酒類提供あり）

やまなか家 石巻店 石巻市のぞみ野2丁目1-8 0225-24-9429 飲食店（酒類提供あり）

ライトオン 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1326 小売（お土産等）

リアスキッチン 気仙沼市魚市場前7-13 気仙沼産業センター内 0226-24-7020 飲食店（酒類提供あり）

リサイクルキング 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1324 小売（お土産等）、その他

リブルマルシェ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1416 小売（お土産等）

リラクゼーションスペースurara 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1260 その他

リンガーハット 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-6022 飲食店（酒類提供なし）

ルディックパーク 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-98-9125 小売（お土産等）

ロイヤルフィッシュ 本吉郡南三陸町志津川五日町201番地5A-1 0226-46-2643 小売（お土産等）

ワールドハウス 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1137 小売（お土産等）

阿部茶舗 本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5 南三陸さんさん商店街 0226-46-3202 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

../../LD91178/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/nipponrentacar.co.jp/tohoku/
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http://tomarizakisou.jp/
https://hamare-utatsu.com/shops/#maruei
https://hamare-utatsu.com/shops/#marutake
http://kaiyoukan.com/
https://hotel-elfaro.com/
http://www.newsakai.com/
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https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/miyagi/index_hotel_id_583/
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http://ikkeikaku.co.jp/
http://www.uminoichi.com/
https://www.yamanakaya.jp/


阿部長商店 ホテル観洋 海の市 気仙沼市魚市場前7-13 気仙沼海の市内 0226-24-7030 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

磯蔵 気仙沼市魚市場前7-13 0226-25-8244 小売（お土産等）

駅前ストアー階上店 気仙沼市波路上野田155-1 0226-27-3251 コンビニ・スーパー

駅前ストアー松川店 気仙沼市松川前100-1 0226-25-7536 コンビニ・スーパー

王水 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-23-6455 飲食店（酒類提供なし）

家カフェHata 気仙沼市西八幡町2－2 070-8483-4446 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

果汁工房果琳 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-24-9570 飲食店（酒類提供なし）

菓匠三全 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1401 飲食店（酒類提供なし）

菓房山清南三陸本店 本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5 D-1さんさん商店街 0226-46-3200 小売（お土産等）

海鮮レストランなぎさ 石巻市鮎川浜南43-1 0225-25-5422 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

割烹 八幡家 石巻市中央2-8-23 0225-22-0138 飲食店（酒類提供あり）

株式会社 白謙蒲鉾店　石巻本店 石巻市立町2丁目4-29 0225-22-1842 小売（お土産等）

株式会社 白松がモナカ本舗　石巻店 石巻市立町2-5-2 0225-95-0253 小売（お土産等）

株式会社トヨタレンタリース仙台新石巻店 石巻市恵み野6丁目1－2 0225-96-0100 レンタカー

蒲鉾本舗 高政 牡鹿郡女川町浦宿浜字浜田21番地 0225-53-2855 小売（お土産等）

丸亀製麺 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1422 飲食店（酒類提供なし）

丸荒 本吉郡南三陸町歌津字伊里前96-1 0226-36-4623 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

気仙沼あさひ鮨本店 気仙沼市南町2丁目4番27号 0226-23-2566 飲食店（酒類提供あり）

気仙沼お魚いちば 気仙沼市港町2-13 0226-29-6233 小売（お土産等）

気仙沼ゲストハウス”架け橋” 気仙沼市長磯前林55番地3 0226-25-7739 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

気仙沼シャークミュージアム 気仙沼市魚市場前7-13 0226-24-5755 観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）、文化施設（美術館､博物館等）

気仙沼セントラルホテル松軒 レストランオーベル 気仙沼市神山6-8 0226-22-3103 飲食店（酒類提供あり）

気仙沼ちゃんの宿 アインスくりこ 気仙沼市長崎272 0226-28-2034 宿泊業・温泉施設

気仙沼プラザホテル 気仙沼市柏崎1-1 0226-23-1313 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

気仙沼ゆう寿司 気仙沼市本郷11-5 0226-22-3144 飲食店（酒類提供あり）

気仙沼四季 伊八郎 気仙沼市魚市場前7-13 気仙沼「海の市」内 0226-25-8084 小売（お土産等）

気仙沼大島 旅館 亀山荘 気仙沼市大初平190－58 0226-28-3300 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

休暇村 気仙沼大島 気仙沼市外畑16 0226-28-2626 小売（お土産等）

及善蒲鉾店 本吉郡南三陸町志津川五日町201-5 さんさん商店街A-3 0226-25-9334 小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 石巻山下店 石巻市西山町2-13 0225-21-6177 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛正 石巻店 石巻市南中里三丁目5-28 0225-93-9002 飲食店（酒類提供あり）

魚貝類 濱喜 気仙沼市魚市場前7-13 気仙沼海鮮市場海の市1階 0226-25-7317 小売（お土産等）

魚民 気仙沼店 気仙沼市田中前1-6-11  横田屋本店ビル 1階 0226-24-0988 飲食店（酒類提供あり）

魚民 石巻駅前店 石巻市穀町12-20  清水ビル 1階、2階 0225-93-2988 飲食店（酒類提供あり）

金華山観光クルーズ 鮎川浜南43-1 0225-45-3377 その他

月と昴 本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5 南三陸さんさん商店街 080-3338-0990 飲食店（酒類提供あり）

御食事処 やまにし 気仙沼市東新城2-5-12 0226-22-2278 飲食店（酒類提供あり）

港町レストラン鮮 気仙沼市港町2-13 0226-29-6231 飲食店（酒類提供あり）

佐藤酒店 本吉郡南三陸町歌津字伊里前96-1 090-9530-1364 小売（お土産等）

雑貨と珈琲の店サタケ 本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5 さんさん商店街内 0226-28-9465 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

三越石巻店 石巻市立町2-6-20 0225-94-1521 小売（お土産等）

山内鮮魚店 本吉郡南三陸町志津川字五日町201‐5 0226-46-2159 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

山内農場 石巻駅前店 石巻市鋳銭場33-29  22.モンテローザ石巻ビル 1階2階 0225-22-6288 飲食店（酒類提供あり）

http://isokura.shop9.makeshop.jp/
https://www.kabo-yamasei.com/
http://www.i-yahataya.com/
https://www.shiraken.co.jp/
http://www.r-sendai.co.jp/
http://www.takamasa.net/
http://www.maruara.jp/
http://www.asahizushi.jp/
https://www.kakehashi0311.com/
http://www.uminoichi.com/
https://www.hotel-matuken.jp/
https://eins-kuriko.com/
https://www.pkanyo.jp/
http://www.kesennuma-moriya.jp/
https://kameyamaso.com/
https://www.qkamura.or.jp/kesen/
https://oizen.co.jp/
https://www.rikyu-gyutan.co.jp/
http://www.gyumasa.com/
https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=802353
http://kinkasan.com/
https://www.m-kankou.jp/restaurant/240580.html/
https://satake.theshop.jp/
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sendai.html
https://www.yamauchi-f.com/
https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=859116


子育てシェアスペースOmusubi 気仙沼市三日町1丁目2－5 070-4818-1698 遊興施設（ネットカフェ、漫画喫茶等）

志津川湾観光船 本吉郡南三陸町志津川黒崎99-17 0226-46-2442 体験アクティビティ

酒のサイシン さかなの駅店 気仙沼市田中前二丁目12番地3 0226-22-2525 小売（お土産等）

酒のサイシン 魚市場前店 気仙沼市魚市場前2番12号 0226-22-2552 小売（お土産等）

寿司・割烹 竹乃浦（飛翔閣） 石巻市山下町1丁目19-6 0225-95-2424 飲食店（酒類提供あり）

女川海の膳 ニューこのり 牡鹿郡女川町女川2丁目5－7 0225-53-2134 飲食店（酒類提供あり）

焼肉キムチ屋本舗 石巻市大街道西二丁目1-11 0225-21-8566 飲食店（酒類提供あり）

焼肉幸楽 石巻市中里1丁目2番2-4号 0225-96-4361 飲食店（酒類提供あり）

焼肉冷麺ヤマト石巻店 石巻市恵み野三丁目4-3 0225-25-7429 飲食店（酒類提供あり）

食樂石巻中央店 石巻市中央2－2－3 0225-25-6554 飲食店（酒類提供あり）

森の芽ぶきたまご舎 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1364 小売（お土産等）

石巻グランドホテル レストラン「石亭」「中國飯店」「ロレット」「アゼリア」 石巻市千石町2-10 0225-93-8111 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

仙臺ホルモンガッツ 石巻蛇田店 石巻市茜平二丁目3-1 0225-25-5029 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

仙臺ホルモンガッツ 石巻門脇店 石巻市門脇字一番谷地41-3 0225-98-4129 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

創菜旬魚はしもと 本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5 南三陸さんさん商店街 0226-29-6343 飲食店（酒類提供あり）

蔵八ラーメン 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1341 飲食店（酒類提供あり）

大島汽船株式会社 気仙沼遊覧船発着所 気仙沼市南町海岸1-11 PIER7 1F 0226-23-3315 船・遊覧船

築地 銀だこ 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-0125 飲食店（酒類提供なし）

中国料理 雲雀 石巻市末広町2-13 0225-94-5178 飲食店（酒類提供あり）

追分温泉 石巻市北上町女川字大峯1 0225-67-3209 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

藤崎 気仙沼店 気仙沼市神山1-5 0226-22-2461 その他

藤崎 石巻店 石巻市恵み野1丁目4-8 0225-22-7598 その他

豚屋とん一 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-94-2170 飲食店（酒類提供なし）

南三陸 民宿 清観荘 本吉郡南三陸町歌津字田の頭105-1 0226-36-2414 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、体験アクティビティ、宿泊業・温泉施設、船・遊覧船、その他

南三陸プラザ 本吉郡南三陸町志津川天王山135 0226-46-4822 飲食店（酒類提供あり）、観光施設、文化施設（美術館､博物館等）、その他

南三陸ホテル観洋 本吉郡南三陸町志津川黒崎99-17 0226-46-2442 飲食店、小売（お土産等）、物流（宅配等）、宿泊業・温泉施設、観光施設

南三陸まなびの里 いりやど 本吉郡南三陸町入谷字鏡石5-3 0226-25-9501 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

南三陸ワイナリー 本吉郡南三陸町志津川旭ケ浦7-3 0226-48-5519 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、体験アクティビティ、観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

南部家敷 石巻店 石巻市丸井戸一丁目5-8 0225-94-5856 飲食店（酒類提供あり）

二八そばと丼 十兵衛 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-21-8830

日本料理 瑞幸 石巻市桃浦字稗沢70番地1 0225-90-2341 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

美SHOP ENDO 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-92-1352 小売（お土産等）

氷の水族館 気仙沼市魚市場前7-13 0226-24-5755 観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

弁慶鮨 本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5さんさん商店街E棟1 0226-46-5142 飲食店（酒類提供あり）

北かつまぐろ屋海の市店 気仙沼市魚市場前7-13海の市1F 0226-25-8816 飲食店（酒類提供あり）

北かつまぐろ屋田中前店 気仙沼市田中前1-3-18 0226-24-7010 飲食店（酒類提供あり）

味の館 海鮮 気仙沼市田中前2丁目5-13 0226-22-0263 飲食店（酒類提供あり）

味屋酒店 気仙沼市東新城2-1-4 0226-23-1642 小売（お土産等）

未来屋書店 石巻市茜平四丁目104番地 イオンモール石巻内 0225-94-2260 小売（お土産等）

民宿 みかみ 気仙沼市長崎192-3 0226-28-2163 宿泊業・温泉施設

民宿さかや 気仙沼市唐桑町岩井沢44 0226-34-3520 宿泊業・温泉施設

民宿下道荘 本吉郡南三陸町志津川字袖浜146-3 0226-46-6318 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

明神崎荘 本吉郡南三陸町志津川字袖浜174-3 0226-46-6331 宿泊業・温泉施設

https://www.おむすび.com/
https://www.mkanyo.jp/
http://www.hisyoukaku.com/
https://www.conori.jp/
http://koulaku.com/
http://www.yamato55.com/
http://www.grandhotel.bz/
https://www.guts-land.co.jp/
https://www.guts-land.co.jp/
https://www.sansan-minamisanriku.com/
http://oshimakisen.com/
https://www.fujisaki.co.jp/
https://www.fujisaki.co.jp/
http://www.seikanso.com/
https://peraichi.com/landing_pages/view/mplaza/
https://www.mkanyo.jp/
https://ms-iriyado.jp/
https://www.msr-wine.com/
http://www.zuikou2150.jp/
http://www.uminoichi.com/
http://www.maguroya-honten.com/
http://www.maguroya-honten.com/
http://www.k-ajiya.com/
https://m-mikami.com/access.html
http://kesennuma-sakaya.com/
http://sitamiti.jp/
https://www.myojinzakiso.com/


網元の宿 磯村 気仙沼幸町四丁目1-31 0226-24-1133 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

門脇工場直売所 石巻市門脇明神南11番地5号 0225-95-2845 小売（お土産等）

有限会社  雄新堂 本吉郡南三陸町志津川五日町201-5さんさん商店街A-4 0226-46-2240 小売（お土産等）、その他

有限会社 旅館 黒潮 気仙沼市駒形111 0226-28-2125 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

有限会社わたや 本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5 0226-29-6358 小売（お土産等）

有限会社五十番タクシー 気仙沼市浜町一丁目1番7号 0226-22-0050 ハイヤー・タクシー

旅館 海光館 気仙沼市松崎高谷17-1 0226-22-1316 宿泊業・温泉施設

旅館 椿荘花月 気仙沼市長崎81-1 0226-28-2366 宿泊業・温泉施設

旅館 明海荘 気仙沼市長崎176 0226-28-3500 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

和食処 海舟 気仙沼市柏崎1-1 0226-23-1313 飲食店（酒類提供あり）

和食処 鮹 気仙沼市港町4-19 0226-24-1200 飲食店（酒類提供あり）

丼専門店 海たろう 本吉郡南三陸町志津川字五日町51 さんさん商店街 0226-46-1522 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

菓子鋪うつみ海の市店 気仙沼市魚市場前7-13 0226-22-8839 小売（お土産等）

菓子鋪うつみ本店 気仙沼市田中前1-4-10 0226-22-8620 小売（お土産等）

焼肉くりこ 気仙沼市田中前3-7-6 0226-23-8139 飲食店（酒類提供あり）

モスバーガー気仙沼店 気仙沼市田中前3丁目8-18 0226-21-1255 飲食店（酒類提供なし）

牛仁石巻蛇田店 石巻市恵み野5丁目10-29 0225-94-1129 飲食店（酒類提供あり）

味彩絆本店 石巻市新成1-21-6 0225-24-8992 飲食店（酒類提供あり）

天然温泉元気の湯 石巻市大街道北1-6-29 0225-92-5226 飲食店（酒類提供あり）

島料理 友福丸 石巻市中央1丁目15-8 0225-22-2851 飲食店（酒類提供あり）

ココス石巻店 石巻市中里3丁目2ー2 0225-21-1116 飲食店（酒類提供あり）

うわぬま屋 石巻市鋳銭場3－5 0225-96-0699 飲食店（酒類提供あり）

牛仁石巻駅前店 石巻市鋳銭場4-8 0225-22-2911 飲食店（酒類提供あり）

居酒屋くいしん坊 石巻市立町1丁目6－8モダンプラザ2F 0225-22-7016 飲食店（酒類提供あり）

炭や 石巻市立町2丁目5-40 0225-94-3188 飲食店（酒類提供あり）

季節料理志のや 本吉郡南三陸町志津川字御前下62-4 0226-47-1688 飲食店（酒類提供あり）

巴鮨 気仙沼市田中前二丁目2番5号 0226-22-8616 飲食店（酒類提供あり）

あぶみや あけぼの店 石巻市あけぼの1丁目7-3 0225-92-5557 飲食店（酒類提供あり）

隠れ庵 忍家 石巻店 石巻市恵み野1丁目4-4 0225-92-1650 飲食店（酒類提供あり）

すき焼き石川 石巻市中里1丁目9-10 0225-95-2358 飲食店（酒類提供あり）

あぶみ屋 中里店 石巻市南中里3丁目12-2 0225-21-1255 飲食店（酒類提供あり）

カラオケプラザ パレード 石巻市南中里3丁目12-2 0225-23-3144 飲食店（酒類提供あり）

焼肉ジュジュ 石巻市立町一丁目6-8 0225-24-9328 飲食店（酒類提供あり）

株式会社 大菊  海の市店 気仙沼市魚市場前7-13 海の市1F 0226-23-5750 小売（お土産等）

cafe エスポアール 気仙沼市笹が陣3-30気仙沼図書館内1階フリースペース内 0226-24-4180 飲食店（酒類提供なし）

和風レストランまるまつ 気仙沼店 気仙沼市田中前4丁目3-3 0226-24-0580 飲食店（酒類提供あり）

nine one 気仙沼市南町海岸1-14 ムカエル2F 070-2437-5221 飲食店（酒類提供あり）

蔵八ラーメン 石巻日赤病院前店 石巻市わかば3丁目12－7 0225-92-0231 飲食店（酒類提供あり）

串揚げ 支那そば おおたけ 気仙沼市後九条215－4 0226-21-2366 飲食店（酒類提供あり）

ブルーベリーハウス気仙沼 カフェ蔵シック 気仙沼市九条 0226-22-2742 飲食店（酒類提供なし）

道の駅大谷海岸 気仙沼市本吉町三島9 0226-44-3180 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

セブンイレブン気仙沼大橋店 気仙沼市内ノ脇1丁目7-5 0226-23-9711 コンビニ・スーパー

セブンイレブン気仙沼松崎片浜店 気仙沼市まつざきかたはま106-122 0226-22-0818 コンビニ・スーパー
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セブンイレブン気仙沼潮見町店 気仙沼市潮見町31-1 0226-23-0805 コンビニ・スーパー

セブンイレブン気仙沼南町店 気仙沼市南町2丁目1-4 0226-22-1587 コンビニ・スーパー

中国海鮮料理北園 石巻市山下町1-19-7 0225-95-8521 飲食店（酒類提供あり）

夢屋 石巻市中央2丁目4-14 0225-23-6678 飲食店（酒類提供あり）

ハミングバード石巻店 石巻市茜平4-104イオンモール石巻1F 0225-92-1346 飲食店（酒類提供あり）

薬王堂宮城志津川店 本吉郡南三陸町志津川字御前下13-1 0226-46-5523 小売（お土産等）、その他

薬王堂気仙沼階上店 気仙沼市波路上野田174 0226-27-5027 小売（お土産等）、その他

薬王堂気仙沼本吉店 気仙沼市本吉町津谷新明戸215番 0226-42-4088 小売（お土産等）、その他

セブンイレブン気仙沼バイパス店 気仙沼市岩月千岩田87-1 0226-27-4235 コンビニ・スーパー

セブンイレブン気仙沼松崎店 気仙沼市松崎萱33-13 0226-22-3680 コンビニ・スーパー

薬王堂気仙沼鹿折店 気仙沼市中みなと町1番10号 0226-48-5311 小売（お土産等）、その他

薬王堂南三陸SC店 本吉郡南三陸町志津川字天王前32番地T47街区 0226-25-8191 小売（お土産等）、その他

薬王堂石巻渡波店 石巻市後生橋1番5号 0225-25-5791 小売（お土産等）、その他

株式会社横田屋本店 気仙沼市八日町1-4-8 0226-22-0175 小売（お土産等）

株式会社横田屋本店 海の市店 気仙沼市魚市場前7-13 0226-22-2672 小売（お土産等）

薬王堂気仙沼松川前店 気仙沼市松川前47 0226-24-8118 小売（お土産等）、その他

薬王堂 石巻末広店 石巻市末広町2-6 0225-93-2272 小売（お土産等）、その他

セブンイレブン気仙沼神山店 気仙沼市神山2-1 0226-22-9757 コンビニ・スーパー

薬王堂南気仙沼店 気仙沼市仲町二丁目5番29号 0226-25-7871 小売（お土産等）、その他

いろはにほへと 石巻駅前店 石巻市穀町12－25 0225-23-6811 飲食店（酒類提供あり）

薬王堂石巻末広店 石巻市末広町2-6 0225-93-2272 小売（お土産等）、その他

薬王堂石巻蛇田店 石巻市わかば2丁目11‐10 0225-96-3323 小売（お土産等）、その他

薬王堂石巻黄金浜店 石巻市渡波字黄金浜50番地1 0225-24-6030 小売（お土産等）、その他

薬王堂石巻湊店 石巻市湊字大門崎250番1 0225-93-2751 小売（お土産等）、その他

横田屋本店 海の市店 気仙沼市魚市場前7-13 0226-22-2672 小売（お土産等）

横田屋本店 八日町本店 気仙沼市八日町1-4-8 0226-22-0175 小売（お土産等）

やまや東日本株式会社 大街道店 石巻市三ッ股一丁目2-127 0225-93-8881 小売（お土産等）

焼肉きんぐ 石巻店 石巻市恵み野1-2-6 0225-92-0282 飲食店（酒類提供あり）

やまや気仙沼上田中店 気仙沼市上田中1-9-5 0226-25-7451 小売（お土産等）

あけぼの店 石巻市あけぼの2丁目2番地6 0225-90-3650 小売（お土産等）

十割そば丸松 石巻店 石巻市清水町2-4-3 0225-25-4860 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 石巻新橋店 石巻市新橋5-23 0225-98-3390 飲食店（酒類提供あり）

セブン-イレブン気仙沼東新城3丁目店 気仙沼市東新城3－5－14 0226-22-0720 コンビニ・スーパー

道の駅 上品の郷 直売所ひたかみ 石巻市小船越字二子北下1-1 0225-62-3670 小売（お土産等）

IL GABBIANO 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川A棟1-1 0225-24-8422 飲食店（酒類提供あり）

有限会社マルイ・スガワラ 気仙沼市長磯牧通119 022-27-2113 その他

うたごえ喫茶そらおと 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川A棟1-2 090-9747-7549 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

きらら女川 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川A棟2 080-3199-8064 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

理容 ヨコヤマ 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川A棟4 0225-53-3924 美容・理容業

マツヤ 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川A棟5 0225-54-4131 小売（お土産等）、その他

三陸石鹸工房 KURIYA 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川A棟6 0225-25-7191 小売（お土産等）、体験アクティビティ

洋食レストラン りぼん 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川A棟7 0225-25-7490 飲食店（酒類提供あり）

焼肉 幸楽 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川B棟8 0225-53-2904 飲食店（酒類提供あり）
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酒飯処 かぐら 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川B棟9 0225-54-2387 飲食店（酒類提供あり）

IZAKAYA ようこ 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川B棟10 0225-54-4047 飲食店（酒類提供あり）

居酒屋カフェ M 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川B棟11 080-5571-1326 飲食店（酒類提供あり）

焼き鳥 ぶんぶん 中華 杜華 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川C棟12 0225-98-8606 飲食店（酒類提供あり）

ガル屋 Beer 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川C棟13 090-9534-9979 飲食店（酒類提供あり）

まぐろ屋 明神丸 牡鹿郡女川町女川二丁目60番地シーパルピア女川C棟14 0225-50-2088 飲食店（酒類提供あり）

Mother Port Coffee 女川店 牡鹿郡女川町女川二丁目61番地1 シーパルピア女川D棟15 0225-24-8085 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

宮城ダイビングサービス ハイブリッジ 牡鹿郡女川町女川二丁目61番地1 シーパルピア女川D棟16 0225-90-4416 小売（お土産等）、体験アクティビティ

ふらわ～しょっぷ 花友 牡鹿郡女川町女川二丁目61番地1 シーパルピア女川D棟17 0225-54-3436 小売（お土産等）、体験アクティビティ

Konpo’s Factory 牡鹿郡女川町女川二丁目7番地4 シーパルピア女川E棟18 0225-90-4235 小売（お土産等）

GLIDE 牡鹿郡女川町女川二丁目7番地4 シーパルピア女川E棟19 0225-98-7220 その他

Bar Sugar Shack 牡鹿郡女川町女川二丁目7番地4シーパルピア女川E棟20 090-1378-6428 飲食店（酒類提供あり）

みなとまちセラミカ工房 牡鹿郡女川町女川二丁目7番地4シーパルピア女川E棟21 0225-98-7866 小売（お土産等）、体験アクティビティ

トヨタレンタリース仙台 女川駅前取次店 牡鹿郡女川町女川二丁目7番地4シーパルピア女川E棟22 0225-53-5480 レンタカー

コバルトーレ女川サポーターズパーク 牡鹿郡女川町女川二丁目7番地4シーパルピア女川E棟23 0225-54-3251 小売（お土産等）、その他

MARUSAN 牡鹿郡女川町女川二丁目7番地4シーパルピア女川E棟3 0225-53-3377 小売（お土産等）

相喜フルーツ 牡鹿郡女川町女川二丁目61番地1シーパルピア女川F棟25 0225-53-3348 小売（お土産等）

カフェ・ごはん・セボラ 牡鹿郡女川町女川二丁目61番地1シーパルピア女川F棟26-1 090-7936-4439 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

Yume Wo Katare Onagawa 牡鹿郡女川町女川二丁目61番地1シーパルピア女川F棟26-2 080-3329-9911 飲食店（酒類提供あり）

onagawa factory 牡鹿郡女川町女川二丁目61番地1シーパルピア女川F棟27 0225-24-8612 小売（お土産等）

女川水産業体験館 あがいんステーション 牡鹿郡女川町女川二丁目16番地4 0225-98-7839 小売（お土産等）

お魚いちば おかせい女川本店 牡鹿郡女川町女川二丁目66番地ハマテラス1 0225-53-2739 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

Gozainn 牡鹿郡女川町女川二丁目66番地ハマテラス2 0225-53-2376 飲食店（酒類提供あり）

片倉商店 牡鹿郡女川町女川二丁目66番地ハマテラス3 0225-54-4589 小売（お土産等）

マルキチ女川浜めし屋 牡鹿郡女川町女川二丁目66番地ハマテラス4 0225-98-9989 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

さんまのヤマホン 牡鹿郡女川町女川二丁目66番地ハマテラス5 090-9032-2660 小売（お土産等）

蒲鉾本舗 髙政 シーパルピア女川店 牡鹿郡女川町女川二丁目66番地ハマテラス7 0225-25-7557 小売（お土産等）

TEAVER TEAFACTORY 牡鹿郡女川町女川二丁目66番地ハマテラス8 0225-25-5216 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

デイリーポート新鮮館 気仙沼店 気仙沼市四反田156 0226-21-1270 コンビニ・スーパー

株式会社カワチ薬品 石巻西店 石巻市恵み野4-1-16 0225-23-9101 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 気仙沼店 気仙沼市赤岩杉ノ沢12-1 0226-23-4120 小売（お土産等）

プラザサイトウ 石巻市鮎川浜南43－1 0225-98-4907 飲食店（酒類提供あり）

海鮮 マルセン 本吉郡南三陸町志津川字五日町201ー5 0226-46-5355 小売（お土産等）、その他

株式会社 気仙沼商会 カーシス大橋 気仙沼市南郷1番地1 0226-22-6952 その他

株式会社 気仙沼商会 松川店 気仙沼市松川前152番地1 0226-23-1613 その他

株式会社 気仙沼商会 気仙沼西店 気仙沼市田中前1丁目5番地12 0226-22-2966 その他

株式会社 気仙沼商会 カーランド鹿折 気仙沼市新浜町2丁目2番10号 0226-23-1656 その他

株式会社 気仙沼商会 気仙沼バイパス店 気仙沼市岩月千岩田83番地1 0226-27-3322 その他

男山本店 魚町直営店 気仙沼市魚町2－2ー12 0226-24-8088 小売（お土産等）

居酒屋尾形 気仙沼市田中前二丁目1-8 0226-23-3233 飲食店（酒類提供あり）

みやぎ生活協同組合石巻渡波店 石巻市後生橋1-3 0225-97-5155 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合石巻大橋店 石巻市大橋1-8-2 0225-23-7211 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合蛇田店 石巻市恵み野1-4-14 0225-94-0307 コンビニ・スーパー
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シードリーム金華山汽船株式会社 石巻市鮎川浜南43-1おしかホエールタウン内 0120-14-1055 船・遊覧船

海上タクシー シードリーム 石巻市鮎川浜南43-1おしかホエールタウン内 0225-44-1055 船・遊覧船

ガスト石巻西店 石巻市門脇元浦屋敷11-4 0225-21-5321 飲食店（酒類提供あり）

ガスト石巻店 石巻市中里2-1-11 0225-21-1133 飲食店（酒類提供あり）

セブンイレブン石巻鋳銭場店 石巻市鋳銭場6番1号 0225-94-7225 コンビニ・スーパー

新富寿し 気仙沼市東新城一丁目13-3 0226-23-7475 飲食店（酒類提供あり）

石ノ森萬画館 石巻市中瀬2番7号 0225-96-5055 小売（お土産等）、観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）、文化施設（美術館､博物館等）

気仙沼大島ウェルカム・ターミナル 気仙沼市浦の浜151-2外 0226-28-9253 小売（お土産等）

グリーンアイランドおおしま 気仙沼市浦の浜151ー2外 0226-28-2012 小売（お土産等）、コンビニ・スーパー

薬王堂気仙沼田中前店 気仙沼市田中前4丁目1-2 0226-24-6261 小売（お土産等）

薬王堂石巻広渕店 石巻市広渕字焼巻297番地 0225-98-9322 小売（お土産等）、その他

セブンイレブン石巻鋳銭場 石巻市鋳銭場6-1 0225-94-7225 コンビニ・スーパー

ブルースカイ・マーケット気仙沼 気仙沼市南町2-4-10 S111 0226-22-0502 小売（お土産等）

しまむら石巻FM店 石巻市恵み野6-3-13 0225-21-6313 小売（お土産等）、その他

しまむら大橋 店 石巻市大橋1丁目7－1 0225-92-8581 小売（お土産等）、その他

しまむら気仙沼店 気仙沼市明戸41－1 0226-21-3388 小売（お土産等）、その他

アベイル石巻 店 石巻市恵み野6－4－2 0225-92-5552 小売（お土産等）、その他

バースデイ石巻FM店 石巻市恵み野6－3－13 0225-21-6315 小売（お土産等）、その他

鮨処えんどう 気仙沼市本吉町津谷新明戸200 0226-42-3351 飲食店（酒類提供あり）

紳士服のコナカ 気仙沼店 気仙沼市神山1-1 0226-23-9586 小売（お土産等）

紳士服のコナカ 石巻店 石巻市恵み野2-4-4 0225-92-6232 小売（お土産等）

養老乃瀧気仙沼田中前店 気仙沼市田中前3丁目6-6 0226-24-7446 飲食店（酒類提供あり）

ツルハドラッグ石巻河北店 石巻市相野谷六本木20番 0225-62-8268 その他

ツルハドラッグ石巻恵み野店 石巻市恵み野3丁目2-14 0225-23-2768 小売（お土産等）

ツルハドラッグ鹿妻店 石巻市鹿妻南3丁目7番37号 0225-21-2268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ大街道店 石巻市大街道北3丁目1番7号 0225-92-4843 コンビニ・スーパー

ツルハドラッグ石巻あゆみ野店 石巻市あゆみ野3丁目2-17 0225-92-8268 その他

ツルハドラッグ気仙沼東新城店 気仙沼市東新城2丁目6-5 0226-21-5655 小売（お土産等）

ツルハドラッグ気仙沼八日町店 気仙沼市八日町1-2-3 0226-21-1268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ石巻中里店 石巻市南中里1丁目10番5号 0225-21-6133 その他

ツルハドラッグ石巻鹿又店 石巻市鹿又字道的前205 0225-86-5268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ 石巻のぞみ野店 石巻市のぞみ野2丁目1番地6 0225-92-0268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ宮城志津川店 本吉郡南三陸町字上の山69番1 0226-47-4268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ気仙沼東八幡前店 気仙沼市東八幡前82番地1 0226-21-1271 小売（お土産等）

ツルハドラッグ 南気仙沼店 気仙沼市仲町2丁目1番30－2号 0226-21-8668 小売（お土産等）

ツルハドラッグ石巻蛇田店 石巻市蛇田字新丸井戸44-1 0225-21-7268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ釜大街道店 石巻市三ツ股2丁目7－55 0225-25-5383 小売（お土産等）

ツルハドラッグ石巻門脇店 石巻市門脇字二番谷地13-450 0225-25-5037 小売（お土産等）

ツルハドラッグ石巻広渕店 石巻市広渕字馬場屋敷34番1 0225-86-6268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ中浦店 石巻市中浦1丁目1-25 0225-92-6268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ宮城女川店 牡鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ口79番3 0225-50-2268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ桃生店 石巻市桃生町中津山町17番 0225-79-3803 小売（お土産等）

ツルハドラッグ気仙沼上田中店 気仙沼市上田中1丁目1番5号 0226-25-6268 小売（お土産等）、その他

http://seadream-kinkasan.com/
http://seadream-kinkasan.com/
http://www.skylark.co.jp/
https://shintomisushi.com/
https://www.mangattan.jp/manga/
https://oshima-welcome.jp/
http://www.blueskym.jp/
http://sushi-endo.com/
https://www.tsuruha.co.jp/
https://www.tsuruha.co.jp/
https://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1282


東宝タクシー(株) 石巻市湊町一丁目8番48号 0225-22-5101 ハイヤー・タクシー

セブンーイレブン気仙沼東八幡前店 気仙沼市東八幡前119-1 0226-24-2751 コンビニ・スーパー

セブンーイレブン気仙沼長磯店 気仙沼市長磯船原48-1 0226-27-5039 コンビニ・スーパー

追波湾テラス～考える葦～ 石巻市北上町十三浜下山15番地2 0225-98-4375 宿泊業・温泉施設

すがとよ酒店 気仙沼市新浜町2丁目3-6 0226-24-1111 小売（お土産等）

https://oppawan-terrace.jp/
https://www.facebook.com/sugatoyo.saketen

