
南三陸町4割増プレミアム付商品券取扱店
Premium

宿泊施設
▶海鮮料理の宿　明神崎荘 ………… 0226-46-6331
▶㈲コクボ荘…………………………… 0226-36-2245
▶ニュー泊崎荘………………………… 0226-36-3315
▶南三陸ホテル観洋…………………… 0226-46-2442
▶南三陸民宿　清観荘 ……………… 0226-36-2414
▶民宿　あおしま荘…………………… 090-6227-0601
▶民宿　下道荘 ……………………… 0226-46-6318

観 光
▶志津川観光タクシー………………… 0226-46-2132
▶南三陸町観光協会 ………………… 0226-47-2550

▶㈲小山商店 ………………………… 0226-36-2046
▶㈲工藤商会 ………………………… 0226-46-3357
▶熊三商店 …………………………… 0226-36-2007
▶㈲サトー園芸………………………… 0226-46-2359
▶㈲佐利商店 ………………………… 0226-46-3006
▶志津川漁業資材（資） ……………… 0226-46-2158
▶（資）菅良商店 ……………………… 0226-46-3058
▶ソフトバンク南三陸 ………………… 0226-47-4677
▶パナソニックたまや ………………… 0226-46-2234
▶千葉春畳店 ………………………… 0226-46-5501
▶中西電気商会 ……………………… 0226-36-3861
▶㈲ナカノ電気商会…………………… 0226-36-2072
▶ニュースタイル ……………………… 0226-47-1217
▶花の店あん ………………………… 0226-46-5106
▶㈱マルハ……………………………… 0226-46-3880
▶㈱丸水機械店 ……………………… 0226-36-2889
▶㈱ミヤギ電機しづがわ店 …………… 0226-46-3927
▶ａｕショップ志津川 …………………… 0226-46-4839
▶株式会社薬王堂宮城志津川店 …… 0226-46-5523
▶㈲山内金物店 ……………………… 0226-46-2069
▶㈲山本セメント ……………………… 0226-46-3204
▶遊電館志津川店 …………………… 0226-46-5458
▶佐良スタジオ………………………… 0226-29-6137
▶東北資材工業㈱志津川営業所 …… 0226-46-4900
▶河北新報南三陸販売所（㈲佐武商店） 0226-46-5540

生活・水産業用品・農産業用品

▶佐栄畳商工インテリアみやび……… 0220-23-2455

ガソリンスタンド
▶㈱三興石油 ………………………… 0226-46-5112

▶㈱阿部石油 ………………………… 0226-36-2138

▶㈱佐広自動車 三陸石油 …………… 0226-36-2247
　　　　　　　　　　　　　　　　　   0226-25-9624

裏面につづく▶

車両関連
▶佐信輪業商会 ……………………… 0226-36-2044
▶佐藤輪業商会 ……………………… 0226-46-3447
▶㈲志津川マツダ……………………… 0226-46-2550
▶㈲志津川モータース………………… 0226-46-2557
▶スズキボディー ……………………… 0226-47-2035
▶ハーレー自動車板金………………… 0226-36-3240
▶㈱本吉クボタ………………………… 0220-34-3352

冠婚葬祭・印刷
▶佐藤印刷㈱ ………………………… 0226-46-2176
▶千葉総合印刷 ……………………… 0226-46-3069
▶㈲ひまわり…………………………… 0226-42-2882
▶山形屋atさんさん商店街 ………… 0226-46-6522
▶葬祭会館ベルエポック ……………… 0226-46-6522

飲食店・仕出し
▶居酒屋和来 ………………………… 0226-25-8873
▶季節料理志のや……………………… 0226-47-1688
▶食楽　しお彩………………………… 090-2793-8338
▶寿司・お食事処　たいしゅう ……… 0226-36-2015
▶すし・丼の店　くう海 ……………… 0226-46-5162
▶創菜旬魚　はしもと………………… 0226-29-6343
▶そば処　京極………………………… 0226-46-2004
▶田束山麓自然卵農園直営
　自然卵のクレープ…………………… 0226-25-9799
▶ひと休み……………………………… 0226-46-9024
▶㈲日の出荘…………………………… 0226-29-6466
▶弁慶鮨 ……………………………… 0226-46-5141
▶豊楽食堂 …………………………… 0226-46-3512
▶松原食堂 …………………………… 0226-46-3503
▶南三陸プラザ
　レストランSAKURA ……………… 0226-46-4822
▶ランチ＆カフェ　リッチー…………… 0226-46-6036
▶カレーとコーヒーの店 月と昴……… 080-3338-0990
▶浜のや ……………………………… 0226-46-6246 
コミュニティーカフェｃｏｍｍｏｎｓ……▶ 080-5571-3755



地産品・食料品販売
▶㈱ウジエスーパー（移動販売車）…… 0220-22-7117
▶歌津小太郎 ………………………… 0226-36-3655
▶おいしいお茶とちょっといっぷくの甘味処
　阿部茶舗 …………………………… 0226-46-3202
▶㈱及善商店 ………………………… 0220-44-4687
▶オーイング菓子工房Ryo…………… 090-9743-1333
▶㈲かね久海産………………………… 0226-46-2525
▶菓房山清 …………………………… 0220-34-7397
▶西城魚店 …………………………… 0226-46-9330
▶㈱さかなのみうら …………………… 0226-46-3126
▶佐藤酒店 …………………………… 090-9530-1364
▶産直ショップりあん ………………… 0226-29-6454
▶志津川生鮮ロイヤルフィッシュ …… 0226-46-2643
▶セブンイレブン
　志津川天王前仮設店舗店 ………… 0226-46-5220
▶セブンイレブン
　志津川戸倉古舘仮設店舗店 ……… 0226-37-3027
▶高茂商店 …………………………… 090-4632-9574
▶高光商店 …………………………… 0226-46-3573
▶ちばのり店…………………………… 0226-46-3352
▶フルーツショップ大畠青果 ………… 090-1930-9281
▶フレッシュフーズみなと …………… 0226-36-3515
▶フレッシュミート佐利志津川店……… 0226-46-1522
▶マルアラ……………………………… 0226-36-9009
▶㈱マルセン食品……………………… 0226-46-2420
▶㈲マルタケ大衆ストア ……………… 0226-36-2610
▶㈱ヤマウチ商工団地店……………… 0226-46-2159
▶㈱ヤマウチさんさん商店街店……… 0226-47-1076
▶ヤマナカ三浦魚店…………………… 090-3752-7362
▶㈲雄新堂 …………………………… 0226-46-2240
▶ローソン南三陸入谷店……………… 0226-46-2208
▶ローソン南三陸小森店……………… 0226-46-2208
▶渡辺海苔店 ………………………… 0226-46-4690
▶㈱佐長商店 ………………………… 0226-46-3012
▶佐々木商店…………………………… 090-1060-8408
▶ファミリーマート歌津升沢店 ……… 0226-36-9331
▶ファミリーマート志津川廻館店 …… 0226-47-2526

クチバシカジカのキャラクター「クチ坊」
南三陸商工会登録商標

衣料・雑貨・文具
▶アスリートやまうち ………………… 0226-36-2411
▶おしゃれ空間Lips…………………… 0226-29-6627
▶オリーブ（㈲ちがや）………………… 0220-23-0550
▶文具と事務機　フレンズ …………… 0226-46-3237
▶マルエー……………………………… 0226-36-2051
▶渡邊呉服店 ………………………… 0226-46-5721
▶㈲わたや……………………………… 0226-29-6358
▶アベロク　デイリー衣料 …………… 0226-46-3028
▶まきの衣料・アングラーズショップ大隆丸 0226-36-2152

理容・美容
▶カットクラブチバ …………………… 0226-36-3609
▶cut home KING…………………… 0226-46-3344
▶キャン美容室………………………… 0226-46-2856
▶スタイリングルーム　プラス ……… 0226-36-2162
▶BARBERミヤカワ ………………… 0226-46-3351
▶B.Jヤマウチ ………………………… 0226-36-2231
▶パーマ屋さんぐうちょきぱあ ……… 0225-69-2885
▶美容室Tiara ………………………… 0226-46-2162
▶ヘア＆フェイス・ビューティサロン京子 0226-46-5315
▶ヘアーMAKANA…………………… 0226-46-1055
▶理容ポプラ…………………………… 0226-46-3553
▶理容ワタナベ………………………… 0226-36-3629
▶パーマサロンとも…………………… 0226-36-3163

健康・保険
▶亜べとう整骨院……………………… 0226-46-5102
▶㈲うたつ薬局………………………… 0226-36-3374
▶志津川ハート整骨院………………… 0226-47-1338
▶菅原接骨院 ………………………… 0226-46-5605
▶ヤマイチ薬品………………………… 0226-46-6659

使用できないもの
出資金や債務の支払い、仕入れなどの事業資金、商品券
等の有価証券、ビール券・切手・印紙・プリペイドカー
ド等、換金性の高いものや、国・公共団体への税金・手
数料等の支払い、たばこ、電子マネーへの変換、不動産
価値の取得、資産性の高い商品（住宅購入・自動車）には
使用できません。

プレミアム商品券に関する最新情報は南三陸商工会ホームページで随時更新いたします。
≫http://japan.311tohoku.com/home/ 検 索検 索検 索南三陸商工会
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