
参加店のお申込みは終了しました

飲食・グルメ かざみどり

居酒屋あいや 海街カフェ　カナイ

赤から　石巻大街道店 株式会社麺舗かのまたや経営食堂

あぶみや　あけぼの店 れすとらん茅

あぶみ屋　中里店 食堂きかく

デリバリー＆テイクアウト　UnderLiner 帰去来

すき焼　石川 味彩　絆　本店

石巻グランドホテル　中國飯店 牛仁　石巻蛇田店

石巻グランドホテル　アゼリア フラワーショップ　京華and酒房

石巻グランドホテル　ラ・ロレット 洋風居酒屋　輝（きらり）

石巻グランドホテル　石亭 SUSHI&BAR　樹琳

居酒処　いつものところ 居酒屋くいしん坊

勝手処　絲 ダーツ＆バー　grass garden

ラウンジ　Wave Café grain (カフェ グラン）

海彦山彦　あけぼの店 ぐりっと

炉ばた　海彦山彦　立町店 たこ焼くるるん

エスポワール テイクアウトくるくる軽食

そば処　えび志 茶寮　景松庵

M&M 元気食堂（いしのまき元気いちば２F）

M 焼肉　幸楽

スナック　エンジェル 牛タンの店　公助

備長扇屋　立町店 黄金寿司

大もりや 旬鮮居酒屋　ごくう

ピザカフェ　おひさまや 湖月亭

肉酒場　おらいーの 心愛

廻鮮丸 はいから食堂　ご馳走や

牡蠣蔵・KOO quick pasta COPIN　石巻店

かくれ家 一杯呑みや　こまち



飲食・グルメ ㈲竹寿司

割烹　小松 DOUGH

斎太郎食堂 チャーム

Xana 銚子屋

サブウェイ 長寿飯店

おやつショップ さらの家 ディオール

美食酒房SANGI ディッパーダン

Secret Base ディーズ・ハピネス イオン石巻店

Gm 麺屋　てっぺん

シエル　エトワレ ビストロ　天

J‘ｓ（ジェイズ） 居酒屋そば処　天空庵

Jenny 伝八寿司

自然食食堂さん Café Truta

蛇の目寿司 ドトールコーヒーショップ　石巻中里店

春潮楼 ドトールコーヒーショップ　イオンモール石巻店

お食事・仕出し「松竹」 トマトアンドオニオン　石巻店

四六時中　イオン石巻店 友福丸

牛匠仁や　石巻駅前店 料亭　とり文

日本料理瑞幸 鳥厚

石巻前　寿司正 とり福

うまい鮨勘　石巻店 鳥勝十（ピュウ）サルーテ

STARRY 鶏笑　石巻日和山店

炭や とんかつ勝健

炭のえん 居酒屋どんぐり

small ナイスピクニックデイ　石巻駅前店

らーめん　善谷 海鮮レストラン　なぎさ

居酒屋　大すけ bi café　なつめ

割烹　滝川 taverna　ななし

焼き鳥たくみ のっと

寿司・割烹 竹乃浦（飛翔閣） レストラン　ハーバーランド



飲食・グルメ 三幸

八鶏飯蔵　あけぼの店 味楽

八鶏飯蔵極　駅前店 味処　味楽

B.Bクレープ＆café そば処　もりや

Bee Hive お弁当屋　やおたみ

旬彩　陽-hinata- やきにくや

中国料理　雲雀 屋台ラーメン　飯野川店

たまごと鳥　ぴよ吉 鰻・割烹　八幡家

FISH　BONE しゃぶしゃぶ・仙台牛たん　ゆう助　石巻店

富喜寿司 夢屋　

元祖石巻焼きそば　藤や食堂 中国料理　揚子江

小料理　ふなや うどん・そば・ラーメン　好松

プラザ　サイトウ ラウンジ　ラピュタ

プラナ Living Food Café en

㈱フレッシュ・フーズ 遼

Café　プロムナード Resilience Bar

平禄寿司　石巻東中里店 Café蓮

ペッパーランチ お酒とおばんざいのれんこん

紅ばら　みやぎ生協蛇田店 中国料理　楼蘭

pizza&pasta Bar　Belcolpo スナック　ROSE

ぼうず 居酒屋　六文銭

すし　寳来 スパゲッティハウス　ロマーナ

中国海鮮料理　北園 居酒屋わきあいあい

鉄板ですWHITE らーめんハウス王水　蛇田店

猛烈食堂　また来て屋 王水　イオンモール石巻店

松ばる らーめんハウス王水　流留店

麺屋　丸宮 美容・ファッション

マンガッタンカフェ・えき あきこ美容室

満咲 有限会社　阿部薬局

食事処　みうら 美容室ヘアービューティフルHB



美容・ファッション トップモード　とも

ABC美容室 クオリティーファッション　永孝

ヘアプロデュースサロン　エフ 美容室ナチュラル友

ヘアーサロンM's ブティック　BAKU

㈲ファッション　エレガンス Bali's Cottonーバリズコットンー

エンジェルリング メインステージ　ひらつか

美ショップえんどう フジヤ　河北店

oovo hair design フジヤ　あゆみ野本店

岡部薬局　渡波中央店 ビューティサロン　ふじわら

小野友 FUNADE studio

開盛堂本店 美容室　フロムケイズ

ジュエリー開盛堂 hair doctor Luz　恵み野店

かめ七呉服店 hair doctor Luz　新成店

きく薬局　水明店 ペパーミント・ムーン

（株）京屋 化粧品、雑貨の店　hotsalon-yukiko

ヘアーカットキング 有限会社　ボ・ヌール・マリエ矢澤

リラクゼーションスペース　けある Hair Cut Club　MARK

㈲ケイ・ハウス 美と健康の専門店　マリアージュ

Kouso Spa Masha ディスカウントショップ　マルシン

美容室 Cocon ブライダルギャラリー　マルマン

斎藤薬局 みにょん.

SAITO ㈱向山靴店

呉服＆婦人服　さかぶん 若石サロン　足療　夢

サトウ　クロージング Les Cours par　YURIANA

㈱大町品川や 髪床屋　よしだ

スズキ理容室 シャンソン化粧品特約店　エステサロン　yoshie

スミ美容室 la siesta

理容タカハシ リーガルシューズ石巻

ギフト＆レディス　たんの エステティックサロン　Recture

シューズハウス　ドッポ リラクゼーション　元気



美容・ファッション （有）雄勝タクシー

.Pupuu Rosy-rosy nail-　ロージーネイル 佳景山タクシー

BarBerShop RODAN 佳景山タクシー　中津山営業所

化粧品とおしゃれ小物　わかつき ㈲かねとタクシー

ビジネス・住まい クライミングジム　マツ　シニアクラブ

株式会社青葉電気商会 ホテルニューさか井

石巻ガス　Ecoサロン ㈲三陸旅行サービス

カーテンホーム２１ふとんスタジオ 海上タクシー　シードリームⅢ・シードリームⅤ

ウッドショップ亀山合同会社 道の駅・上品の郷　レストラン栞

株式会社コアシステム ㈱新日本バス旅行センター

㈲コスモプロデュース ㈲畳石観光バス

有限会社　スガノ建設 ㈲畳石観光タクシー

㈱草新舎 TAMA HOTEL

大興水産株式会社 鮎川ー金華山　定期船ドリーム

LIXIL　リフォームショップ　タカコウ・ハウス 東宝タクシー㈱

㈱日野商店 東武トップツアーズ㈱　石巻支店

マルワグリーン 東北交通株式会社

趣味・教育 ㈲ドリーム観光

あべや ノースジャパンツアーズ

カホン工房　アルコ カラオケプラザ　パレード

石巻中部自動車学校 ㈲ひばりタクシー

パセオ・ドライビングカレッジ 株式会社 富士観光

リラックス＆リフレッシュ「もんだーら」 富士タクシー

観光・スポーツレジャー 富士ツーリスト㈱

石巻観光タクシー㈱ FUTABA　INN

石巻サンプラザホテル プレナミヤギ

石巻グランドホテル 松山観光タクシー㈱

石巻アパートメントホテル 南三陸観光バス株式会社

グッズショップ 墨汁一滴（石ノ森萬画館） Miyagi Outdoor Lab

有限会社　追分温泉 やすらぎの宿　メープルテラス



観光・スポーツレジャー キッチンマルエ　青葉東店

割烹民宿　めぐろ ㈲金華山醸造

もものうらビレッジ グリーンサム　いちば

Active Life YADO 小池産業㈱直売所

ショッピング 孝彰

フルーツの相喜 コバルトーレ女川アカデミー

お茶のあさひ園 漢方薬の境薬舗

阿部菓子店 お茶の桜井園

㈲粟野蒲鉾店 こだわりの酒　さとう

いしのまき元気いちば 佐藤清正商店

石巻ヤクルト販売㈱ 佐藤ミート

石巻観光協会　駅前案内所 菓子の三平

石巻市雄勝観光物産交流館　おがつ・たなこや しおかぜ商店

石巻市北上観光物産交流センター シクロサロン木村

珈琲工房いしかわ 道の駅・上品の郷　農産物直売所ひたかみ

井上海産物店 　㈲杉山商店

えくれーる　蛇田店 スポーツオーソリティ　石巻店

えくれーる　渡波店 ㈲タカラ印鋪

エヌ・ワイ調剤薬局 ㈲丹野印舗本店

サイクルプラザ　エンドーしんりん 青果の丹野

まちの自転車屋さん　エンドーしんりん （株）津田海苔本舗

おいで薬局 中村サイクルセンター

㈲大橋商店 ハイパーリカーストア　ナリゼン

株式会社大河原光学 ナリサワ　ステーショナリーボックス

おかべ本屋さん おにぎり　野田や

カールスバッド はやし屋

一般社団法人　カイタク B・Bスポーツ

加藤菓子店 パン工房feeL　ふぃーる

かどや肉店 ㈲風月堂

㈲和牛乃亀山 藤井商店



ショッピング 山の手調剤薬局

藤崎　石巻店 暮らし

株式会社　酒の藤原屋 アイセイオート　鹿又工場

不二家　石巻大街道店 アンシャンテ

本田水産株式会社 アンジュガーデン迎賓館

スポーツショップ　マツムラ ㈲石巻タイヤサービス

マルイチ高橋商店　直売所 LIFE STYLE SHOP 伊藤家具

丸平かつおぶし本社直売店 ㈲大場モーター

まるまご商店 フラワースペース おちあい生花

プロショップ　まるか カーセブン　石巻店

マルナカ　遠藤水産 カガク興商㈱ポートアベニュー松並給油所

丸多喜水産㈱ カガク興商㈱石巻給油所

株式会社萬楽堂 かづま生花本店

みうら海産物店　桃生店 狩野生花店

みうら海産物店　雄勝店 観慶丸本店

ミツワフーズ「旨味万福本舗」 キムラふとん店

湊水産株式会社 スズキアリーナ石巻

㈱タラコのオイカワ スタジオ　Kワークス

株式会社三政商店　いしのまき元気市場店内直売所 セルフ石巻バイパス東給油所

メガネの相沢 高橋生花本店

モードキックス 月日工作舎

モリヤフルーツ　バイパス店 TSUTAYA　中里店

守谷フルーツ　本店 TSUTAYA　あけぼの店

守長商店（青果） ENEOSかほくSS　株式会社永沼

焼肉店が営む精肉店 なりさわ花屋

ヤマト屋書店　中里店 南光運輸㈱自動車整備工場

ヤマト屋書店　あけぼの店 南光運輸㈱中浦SS

株式会社山形屋商店 南光運輸㈱南SS

やまだやきとり　蛇田店 南光運輸㈱北SS

やまだ肉屋　立町本店 neiroーねいろー



暮らし メモリアルホール　菩提樹　石巻

㈲鈴木商店　桃生SS メモリアルホール　菩提樹　蛇田

ファミリー運転代行 メモリアルホール　菩提樹　渡波

富士葬儀社 前谷地給油所

フラワーショップ洋 丸石ホンダ商会

フラワープロデュース　イオンモール石巻店 守長商店（生花）

フラワープロデュース　石巻店 よしだ生花店

フローリスト　クラウン お花のリンデン

仏壇仏具の菩提樹



飲食・グルメ ビジネス・住まい

ナイトラウンジ文aya 近藤電家サービス

1973 インテリア　東レ㈲

かき小屋渡波 ㈱丸幸電気

焼肉キムチ屋本舗 趣味・教育

GYOZA　BAR　敏坊 鯨歯工芸　千々松商店

青麦 宮城ドローンスクール

石巻天ぷら　和 観光・スポーツレジャー

飲み食い処　鳴海 ㈱金華山観光

日本酒場のれん 海上タクシーくろしお　鮎川ー金華山・各島

Miyuki 牡鹿半島ガイド　なかのカヤック

ライヴレストラン　ラソンブレ ビジネス旅館　美浦

美容・ファッション 暮らし

CREEK　立町店 戸田海産物店

品川屋 ㈲めがね補聴器のセガワ

タイ古式マッサージ　vital

メナードフェイシャルサロン エスリュゼール

美容室ルーチェ


