
事業所名 業種、商品等 電話番号

石垣商店 酒、食料品 82-2025

石巻ヤクルト販売㈱矢本サービスセンター 飲料等小売 83-7261

㈱オイタミート 食肉販売、ハム加工品販売 82-2983

大江酒店 地酒本格焼酎専門店 82-2343

お菓子の国パンジー 各種ケーキ、焼菓子 83-2253

キョウエイ 野菜、果物、肉、魚、一般食料品小売 83-2881

㈲ケーキショップ　アカマ 洋菓子製造販売 82-3078

米粉のおやつ366 米粉のお菓子販売 070-1147-5950

サンショップ矢本店 スーパーマーケット 82-6001

JAいしのまき やもと四季菜館大塩店 野菜・加工品 82-2168

地場野菜「ばいてん」 地場野菜販売、卸し 090-1494-2522

㈱シャローム 健康食品販売 82-2013

すがわら商店 豆腐・油揚製造販売 82-2226

セブンイレブン石巻港インター店 コンビニエンスストア 82-3886

セブンイレブンあおい1丁目店 コンビニエンスストア 83-7688

セブンイレブン矢本インター店 コンビ二エンスストア 83-2060

セブンイレブン矢本五味倉店 コンビニエンスストア 83-8430

大勇堂 菓子・パン 82-2074

TARO BAKERY パンの製造販売 82-8349

土井商店 酒類販売 82-3146

のだや酒店 酒類販売 82-3404

のだや酒店町浦店 酒類販売 82-9515

のり工房矢本 海苔漁師による生産加工販売 82-3612

パティスリージュリアン 菓子店 82-2845

合同会社Harappa（はらっぱ） 農水産物直売所 24-6740

パン工房コナリナ パンの製造・販売 98-6980

㈱東松島長寿味噌 味噌・醤油製造販売 83-1550

ファミリーショップ　ほんだ 食料品・酒類販売 82-2369

ファミリーマート　グリーンタウン矢本店 コンビニエンスストア 84-2234

ファミリーマート東松島中央店 コンビニエンスストア 84-2110

ファミリーマート矢本インター前店 コンビニエンスストア 82-3655

松栄フルーツセンター 青果・食堂 82-6611

㈱マックス　PX 松島基地売店 82-2289

マルサン　みうら水産 鮮魚販売 83-4733

やまや矢本店 酒類や嗜好品の専門店 84-1821

吉田酒店 酒販売、宅配取扱 82-3034

和洋菓子　おおむら 菓子製造販売 82-4161

アーバ・アサノ 家電販売・リフォーム 82-6471

浅野ふとん店 総合寝具、ふとんリフォーム 82-3121

阿部金茶舗 お茶・陶器販売 82-8123

㈱いしがき金物店 建設・家庭用品他 82-3122

石川薬粧 医薬品、化粧品販売 82-2212

石森生花店 生花販売 82-5634

いしもり洋品店 衣料品販売 82-2489

㈲大槻商店 厨房・冷凍冷蔵設備 98-8801

尾形石材工業㈱ 石材 82-5940

お茶のなかがわ お茶・茶器・仏具販売 82-2738

㈱ガス&ライフ ガス・灯油・ミネラルウォーター販売 82-2298

きくやカバン店 バッグ・おしゃれ小物 82-2304

小売業（物販等）

小売業（飲食料品等）

ひがしまつしま３割増商品券 取扱加盟店一覧

矢本地区（共通券、専用券どちらも使用可能）

7月15日現在　 280 事業所



ココマルミ（ヨークベニマル店内） 衣料販売 83-4901

後藤印店 印鑑・ゴム印 82-5850

さくらい新聞店 新聞販売・乳製品販売他 82-3131

㈱佐藤商店　矢本葬儀社 仏具販売のみ 82-3016

JAいしのまき 西部農機センター 農機販売・修理 82-5709

JAいしのまき 東松島営農センター 生活資材等販売 82-2370

㈱雫石 燃料小売 82-2626

㈱シマデンキ 家電販売、住宅リフォーム 82-2166

清水畳店 畳製造・小売 82-2448

シャディギフト館矢本店 総合ギフト用品 82-4801

関口はきもの店 履物販売 82-2812

その川ふとん店 総合寝具・ふとんリフォーム・丸洗い 25-7209

高佐石材　矢本石材センター 石材加工販売 83-7605

ツルハドラッグ矢本店 小売販売業 84-2641

ツルハドラッグ矢本関の内店 小売販売業 84-1077

ツルハドラッグ矢本新沼店 小売販売業 98-8084

東京靴流通センターイオンタウン矢本店 靴販売 84-3424

中川木材㈱ DIY用木材建材販売 82-2110

東松島あんてなしょっぷ　まちんど 地元特産品の販売 83-3391

ファッションセンターしまむら　矢本店 衣料品等の販売 84-1112

フジヤ矢本店 総合衣料販売 84-1601

ブックセンター湘南矢本店 BOOK、セルＣＤ、ＤＶＤ 84-3065

ふとん専科 さとう 寝具販売 82-3699

文尚堂 文具、印刷 82-3135

本と文具　おいかわ 本、文具、事務器 82-2309

街のでんきやさん デンキの新田 家電販売、取付工事 82-8577

㈲松岡生花店 生花販売 82-6633

㈱マックス赤井店 学校用品販売 83-2788

まるかん　東松島店 健康食品・化粧品 83-6577

㈲まるみ 衣料品販売 82-3018

みうら家具㈱ 木工品製造販売 83-3647

㈱薬王堂　東松島大曲店 薬、化粧品、雑貨、食品小売 24-8923

㈱薬王堂　東松島矢本店 薬、化粧品、雑貨、食品小売 98-5271

やまか園茶舗 お茶と茶器のお店 82-5957

㈲矢本製綿 手作りふとん、寝具 82-4687

ゆうでん 家電販売 83-2622

㈱わらしべ工房 畳・襖・障子・網戸の新調、はりかえ 83-5272

アートカフェ Shu 薔薇雑貨小売&カフェ 24-6975

岩手屋 そば処 82-3124

旨い食処 あごら 飲食店 83-3399

OMUSUBI八 飲食店 98-7844

かっぱ寿司石巻店 寿司店 84-1646

手打ちそば きさく苑 そば屋 82-5592

牛たん家　蔵之助 牛たん、焼鳥、ホルモン他 84-2623

喰い処　やな川 食事、宴会 83-6732

コイノニアカフェ カフェ 080-5454-4922

好風亭 飲食店 82-2842

食事と喫茶の店　コロコロ ラーメン店 82-6975

酒菜や凛 居酒屋 83-2312

SACHI スナック 82-7122

三好旅館 宿泊、宴会等 82-3041

ジェフリーズ 手作り料理楽しめます 82-4474

居酒家庄ちゃんラーメン 居酒屋 080-3148-7651

食事処　こばると 食堂 82-4859

鮨処　梵天丸 すし店 83-2160

スナック あんぶれら スナック 83-2942

飲食・宿泊業



スナックしょう子 スナック（日・月休み） 83-2280

スナック　みわ スナック 83-2055

Terminal クラフトビアバー 090-5774-7995

大衆食堂・酒場 ぴよ吉 矢本駅前店 お食事・居酒屋 28-5267

ダイニングカフェ　おちゃや コーヒー・軽食・お酒 83-3772

ダイニングカフェ　渚園 週替わりランチ・定食等 83-6040

ちゃんこ萩乃井 飲食店 82-2478

中華飯店　紅龍 飲食店※昼のみ営業 83-1253

炭火焼・居酒屋ついで屋 居酒屋 82-6902

ディスカウントパブ原価 飲食店 83-4730

味の金魂　東松庵 飲食店 98-5922

ときわ亭 矢本店 焼肉店 98-5473

器と喫茶の店　陶々呂 陶器、ガラス食器、手芸作品販売、喫茶コーナー 82-4286

㈲なかみち屋 和食店 82-3113

ナポリピッツァ ディタフ ピッツァ・ステーキ 90-3023

花々 スナック 無し

ピーコック ラーメン店 82-4901

フォーシーズン矢本 ビジネスホテル 84-2377

(有)福寿司 寿司店 82-2294

ふじ屋 飲食業 90-3407

プレセティア内康 飲食店 82-2251

ホルモン　元 焼肉店 98-9843

三浦屋 飲食店 82-3424

みかさや食堂 矢本駅正面の飲食店 82-2103

やきとり　Hachi 焼鳥専門店 82-3109

安べえ食堂 食堂 82-7152

矢太郎 居酒屋 98-7844

八千代寿司 寿司 82-3179

遊旬 居酒屋 82-4433

らーめんハウス王水 矢本店 ラーメン店 82-5107

らーめん浜八道 飲食業 無し

龍鵬 飲食店 82-3481

料理　菅原 飲食店 83-3251

旅館　小金荘 宿泊、宴会等 82-2285

レストラン ぱらだいす 飲食業 82-2117

和牛の店　みちのく 飲食店 82-7658

和食道　しん 和食 24-6630

和風レストランまるまつ矢本店 和食飲食店 82-5577

oneハート スナック 090-9034-1870

エステサロン fine エステ・化粧品 24-8774

ギャルソン・リエ 美容室、エステ、まつエク、ネイル 83-4308

サロンハウスキオン エステ、まつ毛パーマ、化粧品 070-6626-4790

つばさ美容室 美容一般 83-8307

なかとこ理容 理容業 82-2506

ネイルサロン　-fleuri- フルリ ネイル 090-6628-3900

ノエビア東松島販売会社 化粧品販売 83-4711

Barber minimamu（理容室） 理容業 25-4355

パーマ　サロン・ド・みうら 美容業 82-6066

はり灸NAO 美容鍼・小顔整体他 080-5573-8970

美容室 ゆみ 美容院 82-1966

美容室 ういんく 美容室 83-7696

美容室 クローバー 美容全般 82-9680

美容室 ろまん 美容室 82-8195

プライベートサロンCoco まつげエクステ、エステ 080-9635-0123

ヘアーサロンヨコタ 理容業 82-6711

美容室ムッシュ太田 矢本店 カット、カラー、パーマ 83-7511

理美容業



やもと美容室 美容業 82-2397

ゆり美容室 カット、パーマ、カラー 83-7068

ラポールへア　イオンタウン矢本店 美容室 98-5433

理容おおとも 理容業 83-3388

理容　おくだ 理容業 82-2875

理容casa＋ 理容業 82-3125

理容　にしづか 理容業 82-4141

アカネ創美 広告美術業 82-8358

渥美木工 建具家具製造 82-6158

㈲阿部建窓 ガラス修理・網戸・ドア・サッシ販売 82-4729

㈲秀ハウジングコーポレーション 建設業・住宅リフォーム工事全般 83-3100

㈱菅原装業 塗装業 83-8668

髙橋土建㈱ 建設業 82-2247

㈱千葉工務店 プチリフォーム 82-5052

千葉トーヨー住器㈱ エクステリア、外構工事 82-7291

㈱東邦管工 水道設備工事 82-3060

㈱橋本道路 建設業 83-1201

丸寿商機㈱ 土木一式工事(外構工事含む) 84-1110

㈱宮城電気サービス 商品販売【各メーカー】、修繕、その他 82-3580

㈱村上工務店 お住いの相談屋 82-5544

㈱リオテック 建物・住宅塗装 25-5430

㈱梅本自動車工業 自動車整備 83-3011

カーメイク周真 オイル・タイヤ交換、一般整備・板金 090-2987-0167

GLARE 自動車販売整備業 24-6445

CKKオート オイル交換、ドラレコ取付等 98-3511

㈱ＴＫ自動車 自動車整備 82-2277

㈲平田自動車整備工場 自動車整備業、車輌販売 82-2051

MORIYAMAオートセンター 自動車販売・整備 82-3021

カガク興商㈱ セルフ矢本SS ガソリンスタンド 82-2440

㈱ことうの商店 オートパーク矢本SS ガソリンスタンド 82-4202

㈱佐藤商店　ENEOS矢本給油所 ガソリンスタンド 82-2138

全農エネルギー㈱ JASS-PORT大塩 ガソリンスタンド 82-2287

アドデザイン史 企画デザイン・総合印刷 82-2664

アトムサーキット レンタルカートサーキット場 83-8467

大曲浜つりえさ店 つり具・つりえさ店 25-4774

カクテルデザイン 広告・デザイン業 070-2025-0410

カラオケランド スターみゅうじくん カラオケＢox 83-4161

クリーニング白清舎 クリーニング業、集配します 82-3110

(同)幸徳丸産業 運送業 83-2073

佐藤写真館 写真撮影、プリント 82-3123

JAいしのまき 葬祭課 葬祭事業 25-5811

鍼灸さろん果林 鍼灸治療、黒ニンニク、ハックルベリージャム販売 82-8306

染のかんの 染物加工業 82-2227

㈱東松島まるせんタクシー タクシー業 82-2188

ヒットデザイン 商業デザイン 83-7137

ぴんぼけ堂 証明写真、写真受付 82-8387

フォトスタジオ アドバンス カラープリント、撮影 24-8560

やもと整骨院 マッサージ・骨盤調整 83-5980

矢本タクシー㈱ タクシー業 82-3181

若葉伸学塾 学習塾 090-6452-0988

建設業

自動車整備業

ガソリンスタンド

その他業種



事業所名 業種、商品等 電話番号

㈲アグリードなるせ のびる村直売所 バウムクーヘン製造他 86-2535

桜井酒店 酒、食品販売 88-2203

JAいしのまき 菜っちゃん市場 野菜・加工品 87-3287

ショッピングプラザ 森の風 小売業 86-2571

ぱぱいやぱんや 国産小麦のパン 24-9919

ファミリーマート宮城小野駅前店 コンビニエンスストア 86-1811

丸幸水産 魚介類販売 090-6684-9639

奥松島観光物産交流センター 観光案内所 88-2611

奥松島遊覧船案内所 土産品・軽食 88-3997

㈲クマチュウ 事務機、文具、雑貨販売 87-2048

サトウ家電サービス 一般家電販売・修理・工事他 88-3978

㈱上東五和 墓石・仏壇・仏具・線香・ろうそく 86-1131

タキ LPガス 87-3767

手代木タイヤ商会 タイヤ販売・小売 87-2166

鳴瀬ガス㈱ LPガス、灯油販売 87-2261

㈱橋本ホールディングス 建設資材等の販売 86-1711

花の店 手代木ガーデン 生花小売業 87-2815

ファーマライズ薬局　のびるが丘店 医薬品販売（調剤除く） 86-2511

㈱薬王堂　東松島鳴瀬店 薬、化粧品、雑貨、食品小売 24-6081

107kitchen　紗乃音 飲食店・惣菜販売（８月オープン予定） 090-2951-0220

いぬ ねこ 茶処 飲食店 98-7655

いろどりの丘 ホテル・飲食・スパ・岩盤浴 25-7577

H＆H Labo アイスクリーム製造・販売（９月オープン予定） 無し

えんまん亭 食堂 080-5579-3769

大泉食堂・正寿司 飲食業 87-2036

奥松島クラブハウス 飲食店・スイーツ・お土産 98-8123

奥松島 LANE HOTEL ホテル業 86-2501

亀岡ベース　カリフォルニア食堂 飲食店 98-9852

KIBOTCHA（キボッチャ） レストラン、宿泊 25-7319

汐さいの宿　ちどり館 民宿 88-2066

Smile Dining（スマイルダイニング） 飲食・弁当・オードブル 090-2951-0220

炭火　時雨 飲食店 98-9606

民宿　かみの家 民宿 88-4141

民宿　桜荘 民宿 88-3206

民宿 新浜荘 民宿 88-2045

民宿 山根 各種会合・宴会 88-3349

洋食 ぐーはっち 飲食店 98-5877

アイウラ理容店 理容業 87-2240

ヘアーサロン　一柳美容室 美容一般及び着付け 87-2077

ヘアーサロン　HEIWA 理容業 87-2617

理容　ともの 理容業 88-2720

㈲市川工業 土木工事業 88-3742

㈱尾形土建 建設業 88-2147

㈲カネカツ土井産業 土木工事 87-3637

児島産業㈱ 総合建設業 87-2004

櫻勝建築 建築業 98-5338

㈱櫻井建設 住宅リフォーム 87-2122

櫻井工務店㈱ 建築業 88-3171

鳴瀬地区（共通券、専用券どちらも使用可能）

小売業（飲食料品等）

小売業（物販等）

飲食・宿泊業

理美容業

建設業



㈲千葉岩材工業 土木業 88-3949

㈲レア企画 外構・エクステリア工事 98-4981

ピットイン・イサワ オイル・タイヤ・部品交換等 87-3173

フジイ自動車整備工場 自動車整備販売 87-3327

㈱岩城屋商店　鳴瀬セルフSS ガソリンスタンド 87-3809

㈱ENEOSウイングDr.Driveルート45石巻TS ガソリンスタンド 87-3922

櫻井商店 ガソリン、灯油、軽油 88-2231

あんしんタクシー タクシー業 98-7177

㈲奥松島観光タクシー タクシー業 88-3048

クリーニング　ふじい クリーニング全般 87-2262

㈱髙彩堂 印刷物全般 87-3477

翼運転代行 自動車運転代行サービス 080-9253-9903

美馬森八丸牧場 体験プログラム、グッズ 090-9636-0325

事業所名 業種、商品等 電話番号

コメリＨ&Ｇ鳴瀬店 ホームセンター 86-1014

ザ・ビッグ　矢本店 スーパーマーケット 84-3933

サンデー矢本店 ホームセンター 83-4281

ダイシン矢本店 ホームセンター 83-4147

トイザらス石巻矢本店 玩具、育児用品 83-1363

ドン・キホーテ石巻街道矢本店 総合ディスカウントストア 83-9011

フレスコ キクチ 矢本店 スーパーマーケット 24-6151

ヨークベニマル矢本店 スーパーマーケット 83-4911

大型店（共通券のみ使用可能）

その他業種

自動車整備業

ガソリンスタンド


