
分類 申込者名 住所 店舗PRなど

あすなろ 大町

網元茶屋 萬寶 大町 網元、新鮮

居酒屋いなかっぺ 中妻町 岩手県産の肉魚使用、旬の物

居酒屋茶夢 大渡町

居酒屋マミー 大町 手作り、釜石の食材を使うようにしています

居酒屋鬼灯 大町

居酒屋わこう 中妻町

一助 大町

魚河岸 庄五郎 魚河岸

魚民釜石店 大町

駅前食堂 鈴子町

お好み焼・鉄板焼　ビックマウンテン 上中島町

お食事ハウスあゆとく 上中島町

海舟 只越町

海鮮まえ浜 鈴子町 海鮮丼のお店

かっぱ寿司釜石店 中妻町 リニューアルオープンし営業再開しました

カフェ　アッサム 甲子町

Cafe&Restaurant HAMAYUI 魚河岸

釜石更科 小佐野町 ランチも　晩酌もOKなお蕎麦屋です

カマイシテラス 鈴子町

釜石ラーメンこんとき 鵜住居町 いわて飲食店安心認証店です。釜石ラーメンをどうぞ‼

喜久舎 大渡町 テイクアウトやオードブルも有り

kikuyoshi（キクヨシ） 只越町 ゆっくりくつろげる店です

喫茶 あいどる 大町 テイクアウトもできます　海鮮やきそば、ナポリタン、塩焼きそば、エビピラフ等

喫茶 風車 上中島町

キッチンカフェ　アングレカム 小佐野町

きっちんBEC'K 大町

牛牛上中島店 上中島町 エール券ご利用の客様大歓迎

牛牛只越店 只越町

工藤精肉店食堂部 大渡町

豪ーめん釜石店 野田町

Kojima Cafe 大町 明るい店内で、旬のメニューをお楽しみください

こだまり屋 上中島町

咲家 只越町 チャージ料\1,000でお通しミニコース付き

茶房　舘 大町

三陸パスタ 大町 お一人様でもお気軽にどうぞ‼

旬彩ギャリーふじわら 大町 おもてなしの心でお客様をお待ちしております

昇華 平田

勝力鮨 中妻町

新華園支店 大町 セットメニューが豊富

新華園NAKAZUMA 中妻町

新華園本店 大町 ランチサービスメニュー、ラーメン、半チャーハン、ラーメン半カレー、ギョウザセット

助六 大町

すし ずいほう 只越町

創作農家こすもす 甲子町 バランスの良い、野菜たっぷりランチ

sofo cafe 大平町

颯-龍釜石店 野田町 人気の肉ネギラーメンをはじめ、辛い系のラーメンがオススメです

そば処　川㐂家 野田町 800gの和山もりそば、手打ちそばが人気！

そば処　もりのや 只越町

大連 大町 テイクアウト各種ございます。24H換気消毒

誰そ彼 大町

たまり屋 小佐野町

中華飯店青龍 大町 味噌チャンポン自家製辛みを入れて食べてみて

つぼ八釜石大町店 大町

とんぼ 鈴子町

なにわ屋 鈴子町

なにわや 大町 テイクアウト各種取り扱っています。店内飲食もできますので、是非ご来店下さい

二合半 只越町 コロナ渦により盛り合わせ等、必要時には連絡をお願いします

日本料理下鴨 大町

吞み食い処宗次郎 只越町 精肉店直営ならではのボリュームです

原田商店　浜のくまさん 鵜住居町

ヒカリ食堂 魚河岸 地産にこだわったメニューです

ひといろ 大町

古川商店 鵜住居町 鵜住居駅より徒歩1分の所にあります。どうぞお立寄り下さい

まきば 新町 食事、スイーツ等色々なメニューがあります。夏はウニ丼もやる予定です

ミッフィーカフェかまいし 大町

みやこ食堂 中妻町

麺飯店　喜楽 鵜住居町 ローカルの中のローカル‼うのすまいのご当地ラーメンといえば当店だけ‼

焼肉モランボン 大町

洋食レストラン　ポワッソン･ブラン 鈴子町 いわて飲食店安心認証店

養老乃瀧釜石店 大町 飲み放題、テイクアウトやってます。宴会コース（飲放付）3,500～5,000円

よしや 唐丹町

飲食店



分類 申込者名 住所 店舗PRなど

よしよし 大町

よつばや 甲子町 武田整形外科駐車場内に引っ越しました

料亭 幸楼 浜町 仕出しご来店メニューはＳＮＳなどで御覧になれます

レストラン サンテミリオン 大町

レストラン ラ・ピエトラ 大町

ろばたや釜石 大町 ろばた焼き、炭火焼き、郷土料理など岩手の料理が楽しめます

和食京花 大町

和の膳みや川 鈴子町

和風レストランまるまつ釜石店 中妻町 朝6時からの営業中！エール券の使用大歓迎！

ヴィヴィアン 鈴子町

クイーン 大町

スナック絵里瑛留 大町 飲み放題、二時間¥3,000円（カラオケ無料）

スナック秋桜 大町

スナックプラージュ 大町

スナックラベンダー 大町

スリーナイン 大町 30種以上のメニューで食事の部も充実

井華水 鈴子町 カンター席で静かに昼ランチ、又は夜定食

童里夢 大町 岩手県認証店

フェニックス 鈴子町

ブルジョア 大町

街の灯　絲綢 大町 手作りの料理等を提供させて頂いて居ります。刺身類、煮魚、焼魚、麵類等‼

マリア 大町

リヴァル 大町

お好み焼き　満月 甲子町

ハピスコーヒー 鵜住居町

大渡パンション 大渡町 御利用お待ちしております！

大渡パンションｗill 大渡町 御利用お待ちしております！

かまいし浜前料理処　多田旅館 大町

釜石ベイシティホテル 大町

浜辺の料理宿　宝来館 鵜住居町 昼食は海を見ながら、夕食は当館自慢の会席

平田パンション 平田 御利用お待ちしております！

ホテルサンルート釜石 大町

ホテルシーガリアマリン 平田 わんちゃんと一緒に会食できます

ホテルフォルクローロ三陸釜石 鈴子町 最上階7階に大浴場をご用意しております

ホテルマルエ 大渡町 釜石のマニアックな郷土資料展示中です

東鮮魚店 鈴子町 三陸釜石の海の幸が勢揃い新鮮な魚介類が自慢

魚河岸テラス産直 魚河岸 釜石の特産品を活かしたジェラートが人気

釜石水産物商業協同組合 浜町

かまいし特産店 鈴子町

菊鶴商店 鈴子町 当店オリジナル商品“やみつきさんま”発売中

昆政商店 鈴子町 おいしいスジコが自慢です

七兵衛屋商店 鈴子町

永野商店 大渡町 毎月第2・4土曜の午前中は直売会

成田商店 鈴子町

野村商店鵜住居店 鵜住居町

野村商店シープラザ店 鈴子町 5％割引

道の駅釜石仙人峠 甲子町 エール券大歓迎

宮川商店 鈴子町

ヤマキイチ商店 平田町 鮮度抜群の海産物をご用意しております

ヤマコー片桐鮮魚店 大町 旬の魚介類の販売・全国発送専門店です

アンジェリック洋菓子店 大町

翁堂 小佐野町

お茶の丸山園 中妻町

釜石畜産精肉部 只越町 前沢小形牧場牛取扱い店です

かめやま 中妻町 専門店ならではの品揃え

工藤精肉店精肉部 大渡町

佐々木仁平商店 大渡町 岩手県内をはじめ全国各地のお米を約20種類取り揃えています

佐野酒店 大町

新里商店 浜町

浜千鳥 小川町

藤井商店 上中島町

ほっかほっか亭釜石新町店 新町 あったか～い作り立てのお弁当

本家かまどや大渡店 大渡町 ご来店のお客様に超‼お得なスタンプカードあり

ミートデリカTOKUZO 大町 手作りのお弁当、総菜をお届けします

森永牛乳釜石販売店 大平町

やまこ酒店 上中島町

青葉タクシー 小川町 おでかけのお友に、是非ご用命を下さいませ

釜石タクシー 大町

スクー  文化タクシー 中妻町

太陽タクシー 鵜住居町

いろは運転代行 中妻町 安全、安心の運転代行

フジ運転代行 大町

飲食店

運転代行

タクシー

スナック・軽飲食

キッチンカー

ホテル・旅館・パン

ション

土産品・水産食料品・

ギフト

食料品・菓子・茶・酒



分類 申込者名 住所 店舗PRなど

ラグビー運転代行 鵜住居町

レーベン運転代行 甲子町 長距離の送迎も歓迎です

レンタカー トヨタレンタリース岩手釜石駅前店 鈴子町 感染症対策をしっかり実施した安心、安全、清潔な車両を準備してお待ちしています

旅行 岩手旅行社 大渡町

エプロンハウスHOT 大町

金森ふとん店　游眠館 中妻町 リーズナブルなマットレス高評価です。枕もいっしょにどうぞ！

くにや商会（928） 大渡町 ＣＭでおなじみの黒い店

クリオネ 鈴子町

ことじや 大渡町 エール券でお支払いの方は10％ＯＦＦ

コナカ釜石店 野田町 商品券と併せてメンズ・レディス下取りも是非ご利用下さいませ

小松屋 大渡町 カジュアルからフォーマルまで洋服と小物

高砂リース 只越町 エール券のお客様には「今治ミニバンドたおる」プレゼント

Days 大渡町

てるい呉服店 小佐野町

西川ショツプ21 新町 オーダーメイドまくら取扱い展

ファッションハウスCoCo 鈴子町

リビングハウスこんの 大渡町 寝具類をベースに多様な商品の販売、お客様ニーズに応える店

レディス山形屋 大渡町 5000円以上お買い上げで洗えるマスクプレゼント！

おしゃれの店　ライム 鵜住居町 フェイシャルエステと化粧品販売のお店です

カットクラブドゥーダ 大町

ＣＵＴ　ＳＴＵＤＩＯ　８０８ 中妻町 まつけエクステ・カール・眉ワックスで美しく‼

310 平田

シュシュリア 源太沢町

VIVA HAIR DESIGN（ビバヘアデザイン） 大町 個性豊かなスタッフがハッピー＆スマイル増量でお待ちしています！

富士理容所 大渡町

理容えさし 只越町 理容組合加盟店

片倉商店 中妻町 地域密着家具店です

クラフトかたくら 只越町

ガス機器・住宅設備 釜石ガス 鈴子町 ショールーム「Smasse」最新ガス機器等展示中

アイ・デン 桜木町

エムスアライ（荒井電気商会） 只越町 家電の修理、販売、台所、浴室のリフォーム工事も

エルプラザトウデン 只越町 ノボリ、ポスターで店舗を賑やかにして、もりあげたいと思います

ケーズデンキ釜石店 鈴子町

しもふさ電器 鵜住居町

ホームデンキ 小佐野町 あなたの街のあなたのお店

きくちや 大渡町 エール券御利用でギフト贈呈

サンワ 野田町 お中元商品にもご利用いただけます

菅原紙器 大渡町 衛生用品、マスク等、幅広く商品を取り揃えております

みつわや本店 上中島町

京都屋クリーニング 上中島町

クリーニングのあんべ 上中島町

合澤薬店 平田 身体の内と外から元気をアップ‼

岩手中京医薬品 鵜住居町

ジョイフルジューゼン 大渡町 眉デザイン、エステもできる化粧品やさん

岩手オートリサイクルセンター 平田 すぐ使えるタイヤ格安です

マルショウ 甲子町

ロータス倉本片岸店 片岸町

ロータス倉本釜石店 野田町

手芸用品・ミシン ニコー商会 大町

田丸スポーツ 大町

MESA 嬉石町

小沢時計店 上中島町 修理、調整など時計のお困りごとの際には、技能士がやさしく丁寧に対応します

カメラの後藤 中妻町

ジュエル 大渡町

テンポフェリーチェ 小佐野町 感染症対策実施中

弐萬圓堂釜石店 鈴子町 好評！眼鏡一式5プライス。補聴器相談会開催中

レンズセンターコティー 大町 認定眼鏡士の店

花 花あしらい 鈴子町

及新書店サンパルク店 上中島町

桑畑書店 大町 話題の本、コミックなどを豊富に取り揃えています

中古本・トレーディン

グカード
松坂屋とれぱに店 大渡町

釜石プリント合同会社 野田町 チラシ、名刺、伝票、シール、記念品…etcデザイン承ります

東海印刷所 大町

鍵複製 松坂屋キーコーナー 大渡町

リサイクルショップ セカンドストリート釜石店 上中島町 使わない人から使いたい人へ、その心も届けます

セブンイレブンかまいし片岸店 片岸町

セブンイレブン釜石甲子町店 甲子町

セブンイレブン釜石中妻町1丁目店 中妻町

セブンイレブン釜石中妻町3丁目店 中妻町

セブンイレブン釜石松原店 松原町

New Days釜石 鈴子町

運転代行

コンビニエンスストア

本

印刷

玩具・文具・

包装資材・ギフト

クリーニング

自動車・用品・整備

スポーツ用品・

カヤック

時計・メガネ・コンタ

クトレンズ・宝飾・

カメラ

衣料品・呉服・寝具・

小物・貸衣装・雑貨

理美容・エステサロン

家具・室内外装飾

家電販売・修理・電気

工事

化粧品・薬・健康食品



分類 申込者名 住所 店舗PRなど

ローソン釜石駅前店 鈴子町 明るい雰囲気で地元に密着した店づくりです

ローソン釜石大町二丁目店 大町 手作り弁当、おにぎりが好評です

ローソン釜石上中島店 上中島町 手作りのお弁当、おにぎり、サンドイッチがおすすめです！

ローソン釜石平田店 平田 子供から年寄りの方まで、安心してお買い物できるよう明るい笑顔でお待ちしています

イオンタウン釜石

（2F･3F）
イオンスーパーセンター釜石店 港町 「地域の客様にとってなくてはならない店づくり」をスローガンに取り組んでいます

イオンタウン釜石

１Ｆ
さわや書店 港町

ＡＳＢｅｅ　ｆａｍ 港町

エステール 港町

エニファム・エニシス 港町

大戸屋ごはん処 港町

ガガニコ食堂 港町

きりきり善兵衛 港町

Green ParKs topic 港町

ケンタッキー・フライド・チキン 港町

サーティワンアイスクリーム 港町

三陸菓匠さいとう釜石店 港町

シューラルー 港町

ドトールコーヒーショップ 港町

南部家敷 港町

ＮＩＭＴＡ 港町

ペッパーランチ 港町

満点とんかつ四季彩 港町

ミアスカーラ 港町

ミスタードーナツ 港町

眼鏡市場 港町

モスバーガー 港町

リブルマルシェ 港町

ヴィレッジヴァンガード 港町

クラフトハ—トトーカイ 港町

ザ・ダイソー 港町

スタジオアリスLipi 港町

スポーツオーソリティ 港町

Dearパティズ 港町

ハニーズ 港町

はんや鈴藤 港町

ＢＩＴＴＯＫＯ 港町

美容室アービル 港町

マックハウス 港町

ユニクロ 港町

リラクゼーションスペース urara 港町

キクコウストア釜石松倉店 甲子町

ジョイス釜石店 新町

マイヤ釜石店 鈴子町

マイヤ野田店 野田町

マルイチ鵜住居店 鵜住居町

マルイチサンパルク店 上中島町

みずかみ平田店 平田 真心をこめた新鮮な商品を

ツルハドラッグ 釜石店 只越町

ツルハドラッグ 釜石中妻店 中妻町

薬王堂 釜石店 野田町

薬王堂 釜石鵜住居店 鵜住居町

薬王堂 釜石小佐野店 小佐野町

薬王堂 釜石鈴子店 鈴子町

薬王堂 釜石平田店 平田 豊富な種類の商品をお求めやすい価格で提供しております

サンデー釜石店 上中島町

サンデー釜石港町店 港町 住まいと暮らしの生活用品を販売しています

釜石観光ガイド会 鈴子町 釜石の観光ならガイド会にお任せ下さい

釜石観光総合案内所 鈴子町

三陸ひとつなぎ自然学校 鵜住居町 様々な体験学習プログラムを子どもたちに提供します

コンビニエンスストア

ドラッグストア

ホームセンター

観光・学習・体験

イオンタウン釜石

２Ｆ

イオンタウン釜石

３Ｆ

スーパーマーケット


