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No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種

1 Vin-ya jete Ashigaru イタリアン 50 いちまる　リオーネ店 生鮮産直市場 96 Hanaya Azuma 生花小売 148 Sakaedo 穂波店 洋菓子店

2 駄菓子屋　かむろ 駄菓子屋 51 おとめや　 婦人服　服飾雑貨 97 あずみ鍼灸院 はり　きゅう 149 佐々木ストアー 小売販売

3 大崎市観光物産センター　土蔵(どーぞ） 小売業（おみやげ） 52 シネマ・リオーネ古川 映画館 98 イエローハット　古川店 カー用品販売・車検 150 佐々木薬局　市民病院前 処方せん　調剤を除く

4 肉バル　BARBiG 肉料理 53 Meet Restaurant T's　 レストラン 99 auショップ　古川バイパス 携帯電話販売等 151 すがわら美容室 美容室

5 橋平酒造店 酒類販売 54 ８０８ワタナベ 青果小売業 100 遠藤美容室 美容業 152 スタジオスマイル 写真スタジオ

101 cafe minte 飲食・ギャラリー 153 STREET MONKEY 自動車部品販売

102 菊才商店 米穀・燃料・灯油・LPガス 154 セブンイレブン古川稲葉２丁目店 コンビニエンスストア

103 京華苑 中華料理店 155 千丸家～senmaruya～ ラーメン

104 くらこ染屋 染色業 156 手島魚屋 魚介類販売業

No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種 105 葬祭会館　クラシマ　フューネス 葬儀業 157 デッキーズ・オートカーワークス 自動車部品販売・取付

6 和菓子　いずみや 和菓子 55 旅館　青葉荘 飲食・仕出業・旅館 106 倉島本店　バイパス店 葬儀業 158 ドコモショップ古川南店 携帯電話販売業

7 リストランテ UEMON フレンチレストラン 56 あさひ鮨　古川店 寿司・和食店 107 割烹　古梅荘 宴会・仕出し会席弁当 159 日本料理　鳥文 飲食

8 大石パン店 製菓製パン 57 貝茶舗 茶・茶道具・コーヒー 108 佐々木屋仏具店 仏壇・仏具・慶弔花 160 NAKAZATO hair & relaxation　 理容・女性のお顔剃り

9 黒羽せともの店 陶器・ガラス器の販売 58 居酒屋　くら 飲食店 109 味処さんわ 飲食店 161 早坂食堂 中華料理

10 佐藤呉服店 総合衣料品店 59 和風　寿 飲食店 110 静芳園茶舗 お茶 162 ファミリーマート古川中里店 コンビニエンスストア

11 さんぽ路 和雑貨・文具・カフェ 60 静岡屋茶舗 日本茶販売 111 セブンイレブン大崎古川南町２丁目店 コンビニエンスストア 163 富士電工 電気工事

12 てんまん 婦人服小売 61 白松がモナカ本舗　古川店 菓子製造販売業 112 ダイソー古川バイパス店 接客販売業 164 ドラッグストアポピー　古川店 ドラッグストア

13 はいからや 衣料販売 62 ソマキ・ミュージック 楽器楽譜販売・音楽教室 113 TSUTAYA　古川バイパス店 接客販売業 165 マックハウス　古川南店 ジーンズショップ

63 コスメサロン TAMANO 資生堂・カバーマーク 114 鳥菊商店 食肉惣菜販売 166 松本タクシー タクシー

64 旬味酒菜　中鉢 飲食店 115 バーバーユニオンズ 理容業 167 みちのく煎餅本舗 菓子製造・販売

65 旬彩亭　秀 日本料理 116 弁当・惣菜の店　みやもと 弁当・惣菜・食品販売 168 メガネの相沢　古川中里店 メガネ・補聴器

No 屋号・商号 業 種 66 スナック　ブーケ 飲食店 117 ムック 酒・弁当・お惣菜等の小売 169 メナード化粧品メナードフェイシャルサロン古川南 化粧品販売・エステ

14 ホルモンセンターあかしろ 焼肉店 67 パブハウス　満木馬 飲食店 118 守屋魚店 魚介類販売・仕出弁当 170 美容室 ゆうこのhair 美容業

15 阿部蒲鉾店　古川台町店 蒲鉾販売 68 創作料理 誠～makoto～ 飲食業 119 hair shop ゆるり 理容・顔そり・エステ 171 ヨネキ薬局　穂波店 医薬品販売業

16 眼鏡屋　あんだんて メガネ　天然石　 69 もりや履物店 和装履物・舞踊用品 120 ヨネキ薬局　古川バイパス店 医薬品販売業 172 リンパ&デトックスサロン　ル・クオーレ リラクゼーションサロン

17 大津仏具店 仏壇仏具 70 ヨネキ十字堂　十日町店 医薬品販売業 173 Yショップ　ホットドック コンビニエンスストア

18 楽味亭わ大山 日本料理店 71 HAIR MESSAGE RISE 理容業

19 呑み処、食い処　開花亭　台町店 飲食店 No 屋号・商号 業 種

20 海山 飲食業 121 安全三和タクシー タクシー

21 和's Dining かくれ家 飲食店 122 大沼総合教室（前田校） 学習塾

22 菓匠三全　古川台町店 菓子店 123 佐々木呉服店 婦人服・着物 No 屋号・商号 業 種

23 ラーメン　焼鳥　勝よし　 焼鳥　居酒屋 No 屋号・商号 業 種 124 寿司正 和食　寿司　鰻 174 あすなろ鍼灸院 鍼灸

24 金丸酒店 酒類小売業 72 石窯ピッツァ AKIM 飲食業 125 割烹　石亭 さし身・天ぷら・うなぎ他 175 大崎ファーム お肉と手作り惣菜の店

25 かねき 学校制服・運動着・婦人服 73 うまか房 居酒屋 126 セブンイレブン大崎市役所前店 コンビニエンスストア 176 大崎ファーム　肉工房 お肉と手作り惣菜の店

26 Restaurant&Bar 雅朧（ガロオー） 飲食業 74 エムジェイ・レンタル イベント用品レンタル 127 ヘアースタジオ Chii&Jun 美容業 177 銘酒　和屋 地方銘酒販売店

27 カンノ時計店 宝石・時計・メガネの販売 75 大崎タイムス社 日刊新聞発行業 128 鉄兵衛　前田バイパス店 和食レストラン 178 髪－art F 理容業

28 菊池輪業商会 自転車販売・修理 76 楽屋 飲食店 129 畠茂商店 機械・工具販売 179 季格 飲食・仕出業

29 生花くらしま 生花小売 77 喜藤印舗 印章業 130 Felice incontro 美容室 180 きむら整体院 プライベートジム B.M.K 整体業

30 コンタクトプラザ Do コンタクトレンズ販売 78 君鮨 飲食店　すし業 131 藤田商店 酒類・フルーツ 181 ラーメン　弘ちゃん 飲食店

31 菓子工房　栄堂　台町店 洋菓子店 79 ギフトのキムラ・クラフト木村 陶器・御中元ギフト 132 パパ好みの松倉 菓子小売業 182 サイクルネットワーク　古川中央店 自転車販売・修理業

32 佐々木二郎商店 果物・野菜・食品 80 葬祭会館　くらしま斎苑 葬儀業 133 道の駅おおさき 農産物直売所 183 味処さくら亭 飲食業

33 佐々木屋物産 酒類販売 81 肴菜や。 居酒屋 134 みのくら生花店 生花店 184 茶房クレイン コーヒーとカレーの店

34 靴のココ　スガワラ 靴小売 82 佐々栄文盛堂 書籍販売業 135 もり繁寿し 寿司業 185 菅原電化設備 家電販売・リフォーム

35 スナック　すずらん スナック 83 サトー楽器 楽器楽譜・楽器修理 136 東京家具ヤシマ 家具・ベッド・カーテン 186 レストラン　スギヤマ レストラン

36 ZEN Hair Project 美容室 84 サンエトワール古川駅前店 焼きたてパン 137 吉岡運動具店 スポーツ用品販売 187 セブンイレブン大崎古川新田店 コンビニエンスストア

37 季節の味　つかさ 海鮮居酒屋 85 セブンイレブン古川李埣店 コンビニエンスストア 138 お茶処　よしおか園 茶販売 188 たいこう 飲食店とんかつ

38 天賞堂　台町本店 メガネ・時計・宝石・補聴器 86 スナック　空 スナック 139 ヨネキ十字堂　前田店 医薬品販売業 189 ハートホール溪雲 葬祭

39 東殖 衣料品小売業 87 西巻　幸町店 文具事務用品販売 190 ファミリーマート古川工業高校前店 コンビニエンスストア

40 とり源 やきとり居酒屋 88 バーバーKファクトリー 理容 191 古川観光タクシー タクシー

41 味の蔵　どんつく 飲食店 89 ファミリーマート古川中央店 コンビニエンスストア 192 古川農業協同組合　経済センター 農機具・自動車

42 ニシマキパピルス 文具事務機・衛生用品 90 福よせ 居酒屋 No 屋号・商号 業 種 193 古川農業協同組合　北部支店 水稲・園芸資材

43 橋本印舗 印判小売・製造業 91 BLUE GROUND アウトドアショップ 140 アメニティ 飲食店 194 古川農業協同組合　宮沢給油所 ガソリン・灯油・軽油

44 制服の富久屋 制服・スポーツ用品 92 ブロッサム 婦人服販売 141 イハラ整体施術院 カイロプラクティック・整体・鍼灸 195 ミゾイ時計店 宝飾眼鏡時計小売

45 レディースモード　みうら 婦人服 93 すたんど割烹　万す井 日本料理 142 えむぱっく事業部 軽包装資材販売 196 村田工務所 総合建設業

46 メガネプラザ　ドゥ 眼鏡販売 94 理容　ヨコヤマ 理容業 143 大沼総合教室（穂波校） 学習塾 197 焼肉やぎや 焼肉・ホルモン

47 キッチン mogu 洋風居酒屋・ガレット 95 ラーメン・ホルモン　オールスター ラーメン・ホルモン 144 亀乃里 飲食業 198 海鮮寿司処　与五郎 寿司

48 おしゃれな風　ゆうび 婦人服販売 145 漢方薬　カワシマ 漢方薬小売業 199 ローソン大崎古川江合本町１丁目店 コンビニエンスストア

49 おもてなし 佳 ～YOSHI～ 飲食業 146 和膳　きたはま 飲食業 200 若見自動車整備工場 自動車整備業

147 キング釣具店 釣具・釣りえさ小売り 201 WAKO 和光物産 贈答用品・記念品

「宝の都おおさき」プレミアム商品券取扱加盟店一覧　　　　　　令和3年09月25日掲示

【醸室】

【十日町・東町】【七日町・横町】

【台町】

【リオーネ】 【三日町・南町・川端・西館・二ノ構・城西・竹ノ内・青塚】 【中里・稲葉・中島町・金五輪・南新町・穂波・米袋】のつづき

【駅前大通・幸町】

【北町・江合・新田・桜ノ目】

【前田町・千手寺・諏訪】

【中里・稲葉・中島町・金五輪・南新町・穂波・米袋】
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No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種

202 クリーニングのアサノ クリーニング業 237 アインパルラ浦島 結婚式場・宴会場 287 アサヒ薬局 薬局 340 ファッション　スズヒロ 衣料品

203 auショップ　古川大宮 携帯電話販売 238 青木均整鍼灸院 はりきゅう・マッサージ 288 伊藤鮮魚店 鮮魚・青果・一般食料品 341 清健堂 スポーツ用品

204 おてんとさん　古川店 農耕用品販売業 239 オリリーと弱酸性美容の安部美容院 着付ヘアメイク化粧品 289 伊藤畳工業所 畳製造業 342 セブンイレブン大崎鹿島台平渡店 コンビニエンスストア

205 ギフトプラザ　古川店 小売 240 ペットワールドアミーゴ古川駅前店 ペットショップ 290 花おりの湯 日帰り温泉 343 セブンイレブン鹿島台バイパス店 コンビニエンスストア

206 佐藤印刷所 印刷業 241 石ヶ森農園 米・野菜販売 291 鹿野商店 お茶・燃料 344 仙北商会 カーケアステーション

207 昭和タクシー タクシー業 242 cosmetic Voir 化粧品専門店 292 共和タクシー タクシー 345 ソフトバンク　鹿島台 携帯電話販売等

208 自家製麺 仁～JIN～ ラーメン 243 auショップ　古川東 携帯電話販売 293 レストラン　グリーンハウス レストラン 346 たいわんや本店 青果小売業

209 セブンイレブン古川インター店 コンビニエンスストア 244 旬菜酒楽　かぐら 和食居酒屋・ランチ 294 気仙堂 和洋菓子販売 347 髙貞 文具雑誌販売・実印作製

210 中華料理　川香菜房① 中華料理 245 お仏壇のきたかわ 葬祭 295 サイクルネットワーク　三本木店 自転車販売・修理業 348 デリシャスファーム 農業

211 アロマスクール tete アロマスクール・販売 246 貸衣装と写真館のブライダル衣裳　絹 振袖袴・留袖レンタル 296 佐々広商店 米・食品・ガス灯油機器 349 with dog nico ドッグサロン

212 ブックスなにわ　古川店 書店 247 酒のやまや　大崎店 酒と嗜好品の専門店 297 佐藤酒店 酒類販売 350 Nico Café 飲食店

213 ホワイト急便福浦１丁目店 クリーニング取次 248 サトー商会業務用食品直売センター古川駅東店 業務用食品販売 298 三本木フラワー 生花販売 351 ファミリーマート大崎鹿島台店 コンビニエンスストア

214 ウェディング　萬寿 貸衣裳レンタル業 249 セブンイレブン古川駅東３丁目店 コンビニエンスストア 299 諸車店 建築金物　雑貨 352 ホーミー　ハギカワ ホームセンター

215 もちべえ 菓子製造販売 250 セブンイレブン大崎古川福沼２丁目店 コンビニエンスストア 300 とんかつ　信ちゃん 飲食 353 酒のむとう 酒類販売業

216 ローソン古川バイパス店 コンビニエンスストア 251 作造ハンバーグのみせ　竹乃や ハンバーグ店 301 スターメイカーカフェ 飲食業 354 アットバイ．むらた クリーニング取次

252 東京靴流通センター　古川東店 靴 302 セブンイレブン宮城三本木店 コンビニエンスストア 355 本宮ラジオ店 家電販売

253 フラワープロデュース　古川本店 生花店 303 スイーツ工房　大正堂 菓子製造販売 356 やなぎや電器 家電販売・修理

254 丸高自動車　 自動車整備業 304 テシロギ 時計・眼鏡・補聴器・写真 357 やまや　鹿島台店 酒と嗜好品の専門店

255 麺屋　千葉 ラーメン 305 手代木醤油店 醤油製造販売 358 吉村米治商店 ガス・灯油

256 ラ・クラージュ 飲食店 306 新澤醸造店 酒造 359 ホームメードカフェ　レイナマリア カフェレストラン

No 屋号・商号 業 種 257 ラ・パレット パン菓子製造販売業 307 藤井タイヤ商会 タイヤ販売・取付け 360 渡辺写真館 写真業

217 アイコンタクト コンタクトレンズ販売 258 リフォームのたかかつ　古川店 リフォーム工事業 308 古川農業協同組合　生活課 米・食品・仏具・生花

218 アメリカ屋　イオン古川店 衣料品販売 259 ローソン大崎古川鶴ヶ埣店 コンビニエンスストア 309 古川農業協同組合　南部支店 水稲・園芸資材

219 釜平 ラーメン 310 ホンダバイパス鈴木 自動車販売整備業

220 KISEI 古川店 美容室 311 MADOショップ　大崎三本木店 リフォーム・外構工事

221 共栄舎クリーニング店 クリーニング 312 道の駅三本木　やまなみ 小売業・飲食業 No 屋号・商号 業 種

222 クリーニングアッと　下中目店 クリーニング No 屋号・商号 業 種 313 Yショップ三本木　佐藤正己商店 食品・雑貨・運動着・上靴 361 阿部理容所 理容業

223 ゲスト 婦人服・雑貨販売 260 アイ電器商会 家電販売及び修理取付け 314 Yショップいとう三本木店 食品・パン・酒類・運動着 362 一ノ蔵ロビー売店 酒類小売業

224 セブンイレブン古川駅南３丁目店 コンビニエンスストア 261 イエガード　古川店 外壁・屋根塗装専門店 315 若生油店 燃料小売業 363 割烹　江戸川 和食を主とする飲食店

225 セブンイレブン古川下中目店 コンビニエンスストア 262 沖縄そば 飲食業 316 若生タイヤ タイヤ販売修理 364 オートボディー 自動車鈑金・修理販売

226 ソフトバンク　古川東 携帯電話販売等 263 シュープラザ　イオンタウン古川店 靴の販売 365 鎌田呉服店 衣料品小売業

227 多々美堂 畳・襖・障子・網戸 264 スクラム　古川店 CD・DVD・書籍販売 366 フレッシュぎんや 酒・食品・野菜・果物・魚・菓子

228 T's Collection 婦人服・小物販売 265 手打ちそば　千秋庵 手打ちそば専門店 367 薬の正明　松山店 医薬品一般販売

229 天賞堂　古川イオン店 メガネ・時計・宝石・補聴器 266 ソフトバンク　イオンタウン古川 携帯電話販売等 368 このゆびとまれ 介護タクシー

230 弐萬圓堂　東古川店 眼鏡・補聴器小売業 267 高勘商店 LPガス No 屋号・商号 業 種 369 ササキ ガソリンスタンド

231 古川農業協同組合　敷玉給油所 ガソリン・灯油・軽油 268 フレッシュマート　タカトキ 食料品販売 317 ハードウェア　いちのつぼ ホームセンター 370 佐々木自転車店 自転車・家電・農機

232 古川農業協同組合　東部支店 水稲・園芸資材 269 鉄兵衛　通揚本店 和食レストラン 318 お酒のスーパー　エンドー 酒類販売業 371 和洋菓子　松月堂 菓子製造販売業

233 ヨネキ薬局　駅東店 医薬品販売業 270 ハピラク　古川店 水廻りリフォーム専門 319 大崎ペット斎場 ペット葬祭業 372 寿司ノ蔵 飲食業

234 リブルマルシェ　古川店 生活雑貨 271 平野会館 鮮魚仕出し 320 大友呉服店 衣料品小売 373 瀬戸理容所 理容業

235 ローソン大崎古川駅南店 コンビニエンスストア 272 三塚タイヤ タイヤ販売 321 大友電気 電気工事 374 セブンイレブン大崎松山店 コンビニエンスストア

236 潮彩の國　六右衛門 飲食業 273 酒のやまや　古川北店 小売業 322 食事処おやじ 飲食業 375 只善酒店 酒類小売販売業

274 ヨコハマタイヤサービス古川 タイヤ・ホイール販売 323 鹿島台葬祭 葬祭業 376 中国料理　笙福飯店 中国料理店

275 リトルスター　シンタナ店 コンビニエンスストア 324 鹿島台タクシー タクシー 377 美容室 Dimple 美容室

276 リフォームのたかかつ　古川北店 リフォーム工事業 325 鹿野自動車販売 自動車販売 378 根廻整工 自動車整備業

326 河井呉服店 呉服洋品販売 379 味処はぐろ 飲食業

327 美酒旬菜　喜よし 居酒屋 380 藤本米穀店 クリーニング受付・本・米

328 工場直売店「幸の舎」 食品製造・販売 381 星電気工事店 電気工事一般

329 ごしゅや呉服店 衣料品小売業 382 まつけい酒店 酒類小売業

No 屋号・商号 業 種 330 小茄子川鈑金塗装工業 車の鈑金塗装車両販売 383 松本米穀店 米・塩・乾麺・乾物小売販売

277 内田酒店 酒・食料品他小売業 331 齋藤製畳 畳工事業 384 松山酒ミュージアム 酒類小売業

278 カトウ薬局 クスリ・資生堂化粧品 332 坂本会館 飲食・仕出業 385 おしゃれの店　マルカ 婦人洋品・ダンス洋品

279 アトリエ鹿野 衣料品小売 333 櫻下開花亭 押寿司・麺類・定食 386 マルフジ 食品小売業

280 キザワ ガソリンスタンド 334 佐藤自動車整備工場 自動車整備業 387 ヘアーサロン　モリ 理容業

281 穀菜市場　志ちゃん 直売所 335 さとうや酒店 酒類・食料品菓子 388 山上クリーニング店 クリーニング業

282 セブンイレブン大崎古川飯川店 コンビニエンスストア 336 Salon de NoeL 美容室 389 横山はきもの店 履物業

283 ファミリーマート志田小学校前店 コンビニエンスストア 337 シャディサラダ館鹿島台店　いちのつぼ おくりもの・ギフト 390 ローソン松山町金谷店 コンビニエンスストア

284 古川農業協同組合　西部支店 水稲・園芸資材 338 れすとらん水車 れすとらん

285 菓子工房　ヤマトヤ 菓子店 339 鈴掛石油 ガソリンスタンド

286 旬菜ゆるり 飲食店

【駅東・福沼・李埣・鶴ケ埣】

「宝の都おおさき」プレミアム商品券取扱加盟店一覧　　　　　　令和3年09月25日掲示

【三本木】 【鹿島台】のつづき

【松山】

【荒谷・長岡・富永・沢田】

【飯川・西古川】

【鹿島台】

【駅南・旭・大幡・敷玉】

【大宮・若葉町・福浦・上古川】
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No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種

391 荒茶屋 コンビニエンス荒茶屋 436 阿部庄分店(酒類販売) 自然酒・ヨーグルト酒 485 青木工務店 木造住宅建築業 535 越後屋旅館 温泉旅館

392 リカー&フードショップ　いしざわ商店 小売業 437 石崎屋 和洋菓子製造小売 486 あ・ら・伊達な道の駅 飲食・小売業 536 ドライブイン　おーとり ドライブイン

393 理容一心床 理容業 438 自然薬のイシン薬局 医薬品・健康食品販売 487 イトウ 家庭金物・建築金物・合鍵 537 大沼総合教室（鳴子・川渡校） 学習塾

394 駅前食堂　とみ田 食堂 439 井上雑貨店 日用品・雑貨 488 大崎防災　大崎事業所 消火器・住宅用警報器 538 加賀屋 衣料品・雑貨・文房具

395 江村工務店 建設業 440 井上浩栄店 生花業 489 クリハラ薬店 医薬品・健康食品販売 539 カネタ　鈴木商店 小売・燃料・美容業

396 大井川 衣料品小売業 441 岩嶋写真舘 写真舘・DPショップ 490 佐々木理容所 理容業　女性お顔剃り 540 鎌田豆富店 食料品

397 和洋菓子　おおいしや 菓子製造販売 442 岩出山電波サービス 家電販売 491 本格手打そば処　せいじん庵 本格手打そば 541 マイカーショップ　カワタビ 自動車販売・整備

398 大杉寿司 寿司 443 N-Labo. 習い事・放課後教室 492 セブンイレブン大崎岩出山店 コンビニエンスストア 542 健身舎（さとうマッサージ） 鍼・灸・マッサージ

399 カケチ電器商会 家電販売・修理 444 ゑんどうや 丼ぶり・ラーメン 493 カフェ TAWEMON カフェ・そば 543 菅原魚店 鮮魚小売、卸し、仕出

400 華月堂菓子店 菓子製造販売 445 大泉輪業商会 自動車販売・修理 494 高島モータース 自動車販売修理業 544 竹野酒店 酒類小売業

401 ラーメン.割烹　柏 飲食店 446 大島金物店 建築金物・土木資材販売 495 舘股呉服店 呉服販売 545 玉造荘 旅館業

402 鎌田商店 自動車整備・薬品販売 447 大沼総合教室（岩出山校） 学習塾 496 ファミリーマート岩出山池月店 コンビニエンスストア 546 旅館ゆさ 旅館業

403 菊池屋 食料品 448 大場時計店 時計・メガネ 497 ドライブイン　ふるさと 飲食店

404 安心市場さくらっこ運営協議会 地場産品直売所 449 大森電器商会 家電販売業 498 ドライブイン　宝殿 飲食・仕出業

405 加護坊温泉　さくらの湯 日帰り温泉 450 おしどり　 やきとり 499 真山機械 自動車販売修理業

406 佐々木書店　駅前店 文具・雑誌・書籍 451 小野畳店 畳製造業 500 勇㐂食堂 食堂

407 佐々木無線商会 家電製品販売 452 小野寺商店 燃料販売 501 ドッググルーミング&ホテル　わんわん倶楽部 ペットサロン　ホテル

408 暮しの衣料　さすけ 衣料品及び駄菓子販売 453 鹿野鮮魚店 小売業

409 seedhair by SUMIRE 美容室 454 リフレッシュ　かむろ ハウスクリーニング No 屋号・商号 業 種

410 加護坊　四季彩館 レストラン 455 味の吉亭 お弁当・オードブル 547 ホテルニューあらお 東鳴子温泉旅館ホテル

411 写真のシラハタ 写真業 456 栗生商店 灯油・食料品・雑貨 548 いさぜん旅館 旅館・湯治

412 シンヤ書店 書籍・事務用品販売業 457 スナック　黒猫 スナック 549 鳴子の鯉料理　氏家鯉店 鯉料理・テイクアウト

413 ファッションハウス　すがわら 衣料品小売業 458 げきじょう 化粧品・手芸材料 550 尾形商店 酒類・食品・灯油販売

414 菅原屋 飲食店 459 斎藤正衛商店 食品　ＬＰガス　灯油 No 屋号・商号 業 種 551 尾形プロパン LPガス小売業

415 すずかけの里 餃子・温泉玉子・弁当 460 さゆり美容室 美容業 502 秋田屋（綜合衣料） 衣料品小売 552 東鳴子温泉　勘七湯 旅館業

416 大黒屋本店 衣料品小売 461 理容美容　サロンド・ノブ 理容美容 503 阿部歯科医院 歯科医院 553 久田旅館 旅館

417 居酒屋　大富久 居酒屋 462 宍戸商店 燃料小売店 504 いづみや 洋品小間物（手作り） 554 塚田自動車 自動車販売・整備

418 宝の森ガーデン 造園業 463 ミートストアすがわら 小売業 505 ゑがほ 山菜そば・うどん 555 おみやげの店　なるみ 栗団子みやげ品販売

419 田尻運転代行（青木輪業） 運転代行 464 須和部酒店 酒小売業 506 MKM English School 学習塾 556 初音旅館 旅館

420 田尻の手づくりハム工場 食肉加工品販売 465 ソネタ生花店 生花販売 507 扇屋 旅館業 557 ファミリーマート鳴子温泉店 コンビニエンスストア

421 タジリ薬局 医薬品・化粧品販売業 466 ワイン&フーズ　タカセイ 糀甘酒・酒・食品 508 菓子処　大坂屋 和洋菓子製造販売 558 ドッグサロン Luna 犬のシャンプーカット

422 チバフォート 写真店 467 玉造観光タクシー タクシー業 509 大崎商店 雑貨・プロパン・灯油

423 西澤商店 酒・日用品・雑貨販売 468 千葉家電 家電販売 510 大沼薬局 薬局

424 加護坊　パークゴルフ場 パークゴルフ場 469 ちばくに商店 日用品雑貨 511 おじまや／LINK(リンク) 食料品販売／刺身惣菜

425 ハートフルランド・ジャージー牧場 牛乳・乳製品製造販売 470 ちばクリーナー クリーニング業 512 ホテル亀屋 旅館

426 ハートホール田尻 葬祭 471 坪田菓子店 岩出山名物かりんとう 513 そば処　小花 そば・うどん

427 モードショップ　はしもと 衣料品販売 472 ツルミヤ薬局 薬局 514 居酒屋　こんぱ 飲食業 No 屋号・商号 業 種

428 畑山商店 燃料小売業 473 永根商店 しそ巻き 515 西條菓子舗 菓子製造販売 559 大久保整体療術院 整体業

429 白蘭わた　さとう布団店 ふとん店 474 花山太右衛門商店(酒まんぢう) 菓子製造販売 516 C-MOON美容室 美容業 560 鳴子の米プロジェクト　むすびや おむすびの店

430 Pinky Happy Potato!! オリジナルバッグ 475 ヒシヌマ 家電販売 517 旅館すがわら 旅館業 561 倉加屋 酒類・米・食品小売業

431 細葉屋 化粧品 476 ＴeaRoom 楓庵 紅茶・手作りスイーツ 518 玉子屋本店 おかしと喫茶 562 名湯秘湯うなぎ湯の宿　旬樹庵　琢ひで 旅館

432 ホリマン ガソリンスタンド 477 おかしのまやま 菓子製造販売 519 ダンブルウィードバーガーズカフェ ハンバーガーショップ

433 寿しまるでん 飲食業 478 総合衣料　まやま 衣料品 520 チュラ・ヘアー 美容業

434 みちのく弁当 弁当販売 479 宮本商店 書籍・雑誌・文具・手作雑貨 521 生蕎麦・旅館　登良家 そば店

435 公園の中の宿　ロマン館 宿泊施設 480 名春堂 写真店 522 源蔵の湯　鳴子観光ホテル 旅館業

481 綜合衣料　やまさ 衣料品 523 名湯の宿　鳴子ホテル 旅館業

482 やまんばマルシェ 弁当・惣菜・みそおにぎり 524 鳴子旅館 温泉旅館

483 ヘアメイク　ルポ 美容業 525 肉のおおば 食肉販売 No 屋号・商号 業 種

484 ローソン大崎岩出山店 コンビニエンスストア 526 肉の柴崎 精肉販売・弁当 563 伊藤酒店 酒店

527 東多賀の湯 旅館 564 オニコウベスキー場 観光事業

528 ファミリーマート鳴子大口店 コンビニエンスストア 565 大新館 旅館

529 餅処　深瀬 菓子製造小売業 566 高正精肉店 食肉販売業

530 花の店　ふろーら 生花販売 567 中鉢商店 食糧品店

531 マルマツ商店 文具・土産品 568 とどろき旅館 旅館

532 ゆさや旅館 旅館

533 ヘアリゾート　ラ・メール 理容・美容

534 ローソン大崎鳴子温泉店 コンビニエンスストア

【東鳴子】

【鬼首】

【鳴子温泉】

【中山平】

【田尻】 【岩出山】 【岩出山南沢・上野目・下野目・池月・真山】

「宝の都おおさき」プレミアム商品券取扱加盟店一覧　　　　　　令和3年09月25日掲示

【川渡】
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No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種 No 屋号・商号 業 種

569 イオン古川店 小売業 606 マツモトキヨシ　古川北町店 ドラッグストア 636 ウジエスーパー　岩出山店 小売業

570 ウエルシア古川中里店 ドラッグストア 607 みやぎ生活協同組合　古川南店 スーパーマーケット 637 ツルハドラッグ　宮城岩出山店 ドラッグストア

571 ウジエスーパー中里店 小売業 608 未来屋書店　古川店 書籍小売 638 スーパーセンターTRUST 岩出山店 スーパーセンター

572 ウジエスーパー古川バイパス店 小売業 609 薬王堂　古川稲葉店 ドラッグストア 639 薬王堂　宮城岩出山店 ドラッグストア

573 Aコープ 古川店 小売業 610 薬王堂　古川城西店 ドラッグストア

574 オートアールズ　古川バイパス店 自動車用品販売店 611 薬王堂　古川竹ノ内店 ドラッグストア No 屋号・商号 業 種

575 カインズ　古川店 ホームセンター 612 薬王堂　古川福浦店 ドラッグストア 623 コメリハードアンドグリーン松山店 ホームセンター

576 かっぱ寿司　古川店 寿司店 613 薬王堂　古川休塚店 ドラッグストア 624 薬王堂　大崎松山店 ドラッグストア

577 カワチ薬品　古川駅東店 ドラッグストア 614 ヤマザワ　古川北店 スーパーマーケット

578 カワチ薬品　古川店 ドラッグストア 615 ヤマザワ　古川バイパス店 食品スーパー No 屋号・商号 業 種

579 焼肉　牛粋 焼肉屋 616 ヤマダ　アウトレット古川店 家電販売 640 大江戸温泉物語　鳴子温泉幸雲閣 宿泊業

580 クスリのアオキ　古川稲葉店 ドラッグストア 617 ヤマダデンキテックランドNew古川店 家電製品販売 641 大江戸温泉物語　鳴子温泉ますや 宿泊業

581 クスリのアオキ　古川江合店 ドラッグストア 618 ユニクロ　古川南店 小売業 No 屋号・商号 業 種 642 薬王堂　大崎鳴子店 ドラッグストア

582 クスリのアオキ　古川駅東店 ドラッグストア 619 ヨークベニマル　古川店 スーパーマーケット 625 Aコープ　かしまだい店 スーパーマーケット

583 ケーズデンキ　大崎古川本店 家電量販店 620 ヨークベニマル　古川中里店 スーパーマーケット 626 ザ・ビッグ　鹿島台店 スーパーマーケット

584 コジマNEW大崎店 家電量販店 621 ヨークベニマル　古川福浦店 スーパーマーケット 627 しまむら　鹿島台店 衣料品の販売

585 紳士服コナカ　古川駅東店 男女各種衣料品の販売 622 ヨークベニマル　古川南店 スーパーマーケット 628 ツルハドラッグ　宮城鹿島台店 ドラッグストア

586 ファッションセンター　しまむら古川店 衣料品等の販売 629 DCMホーマック　鹿島台店 ホームセンター

587 スーパースポーツゼビオ　イオンタウン古川店 スポーツ用品販売 630 薬王堂　宮城鹿島台店 ドラッグストア

588 アイリスプラザ　ダイシン古川店 ホームセンター

589 TSUTAYA　大崎古川店 書店

590 ツルハドラッグ　古川北町店 ドラッグストア

591 ツルハドラッグ　古川中里店 ドラッグストア

592 ツルハドラッグ　古川東店 ドラッグストア

593 ツルハドラッグ　古川福浦店 ドラッグストア No 屋号・商号 業 種

594 ツルハドラッグ　古川南店 ドラッグストア 631 ウジエスーパー　田尻店 小売業

595 ドラッグセイムス　大崎古川東店 ドラッグストア 632 Aコープ　沼部店 小売業

596 ドラッグセイムス　リオーネふるかわ店 ドラッグストア 633 コメリハードアンドグリーン田尻店 ホームセンター

597 ドラッグヤマザワ　古川北店 ドラッグストア 634 ツルハドラッグ　田尻店 ドラッグストア

598 ドラッグヤマザワ　古川バイパス店 ドラッグストア 635 薬王堂　大崎田尻店 ドラッグストア

599 バースデイ　古川店 衣料品等の販売

600 ザ・ビッグ古川店 スーパーマーケット

601 古川駅食品館ピボット、おみやげ処 食品・おみやげ品販売

602 藤崎　古川店 ギフト品＆日用品販売

603 平禄寿司　古川南店 回転寿司

604 DCMホーマック　古川北店 ホームセンター

605 DCMホーマック　古川店 ホームセンター

【大-松山】

【大規模事業所：　古川地区】 【大-岩出山】【大-三本木】

【大-鹿島台】

【大規模事業所：　古川地区】のつづき

【大-田尻】

「宝の都おおさき」プレミアム商品券取扱加盟店一覧（大規模事業所：共通券のみ利用が可能なお店）　　令和3年09月25日掲示

【大-鳴子温泉】


