


�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

Ｒ動物病院 22-1199 築館薬師4-7-1

アン美容室 22-1045 築館伊豆1-6-21

㈱壹岐家具店 22-3216 築館伊豆一丁目7-34

㈱いさみや 22-2311 築館伊豆1-8-33

衣料のまことや 22-3179 築館伊豆二丁目13-25

auショップ築館 21-4066 築館宮野中央1-15-1

㈲オートセンター菅原 22-7238 築館字城生野越田108-2

オオモリスポーツ 22-2042 築館薬師4-5-10-1

㈱おてんとさん築館店 23-5551 築館宮野中央1-1-3

カイロプラクティック くまがい施術院 080-6014-9659 築館木戸3-22

ガストーネ 22-2315 築館宮野中央1-4-8-1A

カトルセゾン 23-6852 築館藤木7-47

㈲㐂久乃家 22-2815 築館薬師3-7-26

KIKORI Photostudio（写真・記念撮影） 22-6378 築館薬師4-9-20

ギフトセンター箸屋 22-4184 築館薬師2-1-5

京屋 22-2011 築館薬師4-8-3

クリーニング＆リラクゼーション り・ふ・れ 22-9511 築館宮野中央2-9-17

クリーニング工房そね 22-9368 築館字下宮野町浦71

㈱栗原観光タクシー 23-6633 築館薬師1-1-14

㈱くりはら葬儀社 22-8103 築館宮野中央2-1-1

五洋スポーツ・ギフト 22-2568 築館字下宮野八幡下225

㈱佐勝 22-2626 築館高田1-6-43

桜代行運転 22-8144 築館高田2-2-3

佐藤刃物店 22-2818 築館青野5-29

シューズ＆バック スガワラ 22-5375 築館薬師3-7-25

㈱新みやぎサービス ツインポート築館SS 23-3330 築館宮野中央2-9-17

鈴木商会 22-2427 築館高田2-5-68

㈱鈴木電気商会 22-3721 築館伊豆1-9-21

鈴秀商店 22-3223 築館薬師4-3-22

セブン－イレブン栗原築館下宮野店 22-7110 築館字下宮野大仏98-3

セブン－イレブン宮城築館店 22-3276 築館伊豆1-9-32

㈱セレモニー山月社 22-6644 築館字下宮野砂田191

仙台屋製菓 22-2052 築館薬師3-2-29

男髪GARAGE 24-7881 築館宮野中央1-8-4 川田ビル103

千葉金商店 22-3275 築館薬師3-2-16

チャームショップ ロンドン 22-3172 築館薬師1-3-10

㈱津田畜産 22-3122 築館伊豆1-6-16

㈲戸田写真店 22-3124 築館薬師4-2-18

ともえや 22-2518 築館薬師4-4-30

㈲中條酒店 22-2162 築館薬師3-7-27

築 館 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）
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南部屋印刷㈱ 22-2131 築館高田1-7-36

二階堂八百屋 22-3257 築館薬師4-5-10-2

㈲ノムラ自動車 22-3469 築館字留場中田105-2

㈱長谷川新聞店 22-4600 築館薬師4-6-30

パレット 築館本店 22-8010 築館伊豆4-7-15

ビジネスホテル築館 22-8888 築館薬師4-11-21

ビューティサロン ニューひらの 築館店 22-2187 築館築館唐竹林67-7

㈲兵藤種苗商事 22-2449 築館薬師4-8-3

兵藤茶店 22-3212 築館薬師4-7-7

HIRANO フレスポ築館店 22-4325 築館宮野中央2-3-16

㈱富士防水クリーニング築館伊豆店 22-1941 築館伊豆2-76-4

冨士屋時計店 22-3051 築館伊豆1-7-11

㈱勉強堂商店 22-2503 築館伊豆1-7-5

ほっともっと築館伊豆町店 23-6721 築館伊豆1-1-5

ホンダカーズ栗原築館店 22-1275 築館字小渕東177-1

マルエス 22-3279 築館伊豆1-7-15

マルハ産業㈱築館営業所 22-2723 築館宮野中央1-5-1

㈲丸吉自動車商会 築館店 22-5396 築館字下宮野大仏32-1

ミスタータイヤマン 築館 23-6479 築館伊豆4-1-50

宮城観光㈱ 22-2166 築館下宮野町43-2

メガネ相互築館店 23-7355 築館薬師4-8-7

メガネの鈴木 24-8703 築館宮野中央1-4-8

㈱モードクリハラ ニットショップ ラハリク 22-8801 築館字赤沢76-1

Youヘアー・クリニック・サロン 22-1667 築館宮野中央1-8-4 川田ビル102

Rimeiji ANNEX 23-5202 築館薬師4-4-24

リカーショップ カツ 22-3048 築館字下宮野町137

㈲リバイバルフレンドシップ 22-2588 築館青野4-8

リメージ／アイラス 22-5188 築館宮野中央2-1-5

理容ヒラノ 22-3806 築館薬師4-7-15

るり美容室 22-2513 築館薬師1-5-16

麗光堂時計店 22-2062 築館薬師4-8-7

居酒屋いわい 22-9570 築館伊豆2-14-8

居酒屋 花の季 090-6680-8710 築館伊豆2-10-5 2F202

おかってマルシェ 22-3110 築館照越永平1-1

お食事処 アロマゲート 22-6237 築館藤木2-10

鴨よし 22-5334 築館唐竹林82-3

幸之助 24-7729 築館字照越永平71-6

ご馳走ダイニング満てん 22-6030 築館薬師4-10-16

時代屋りらく 22-8835 築館薬師4-5-12

酒喰亭じゃらん 24-8077 築館藤木6-8

築 館 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）
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純喫茶 ハッピー 22-7778 築館伊豆4-1-18

旬菜厨房 富貴菜 23-7771 築館宮野中央1-5-7

食事処 一休 22-9156 築館源光17-39

食事処 よつ葉 23-8322 築館薬師1-1-12

スナック アクトレス 22-8251 築館薬師4-12-16

スナック スコール 22-9411 築館薬師4-1-45

SNACK 茶居夢 23-6665 築館薬師1-2-1

スナック ドルフィン 22-2225 築館薬師4-12-48-2F

すなっく どんぐり 23-1288 築館伊豆1-10-6

スナック ニュー トパーズ 22-7027 築館薬師4-12-18

スナック ムーン 22-4350 築館薬師4-3-16

スナック ローズフィッシュ 24-8864 築館薬師4-8-19

炭火いちば じゅう 23-8272 築館薬師4-1-45

炭火焼き鳥 轟や築館店 24-8105 築館伊豆2-13-1

㈲仙台綜合会館 22-3492 築館宮野中央1-8-1

そば・うどん 屋婦栄 22-3104 築館薬師4-2-25

蕎麦祥 23-2960 築館萩沢52-4

solea 070-8383-1938 築館下宮野中田138-1

ダイニングバーReturn（リターン） 23-6651 築館薬師1-3-10

中華料理 白果楼 23-3470 築館青野1-30

中国酒家 紅龍 22-2074 築館薬師3-7-31

つづみ寿司 22-1146 築館薬師3-6-39

つどゐの竃 うたげ座 21-2688 築館宮野中央1-4-10

ディアレスト新館 24-7787 築館薬師1-2-11 2F

天然温泉たかもりの湯 24-7161 築館字上高森下24-1

富寿司 22-5421 築館宮野中央2-9-9

頓珍亭 22-2455 築館宮野中央1-12-4

ネネチキン 22-0410 築館薬師4-1-45 2F

B’COOL 080-1832-7597 築館伊豆二丁目10-5 2F

Bistro RAKU×蔵ive-クライブ- 24-7375 築館伊豆1-1-23

美味･旬菜タイ料理 龍や匠 24-8728 築館伊豆1-9-23

㈲楓林 23-6755 築館薬師4-9-39

ホテルグランドプラザ浦島 22-4155 築館字下宮野町下18

ホルモン横丁まっちゃん 080-9354-8740 築館伊豆1-12-44

まとい寿し 22-2860 築館薬師4-3-20

まりも寿司 22-1621 築館伊豆1-3-10

丸勝食堂 22-2686 築館伊豆1-8-35

まるよ 22-2018 築館薬師3-2-28

みやぎ冨美野 22-6066 築館字照越神田20-1

みゅーじっくカフェめぐ＆リラクゼーションいやしのて 080-6453-0920 築館青野8-52

築 館 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）
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養老乃瀧 築館店 25-4641 築館伊豆1-12-48 シャルマンビル1F

ラーメン竹田 23-7090 築館伊豆1-8-45

ラウンジ凜 22-6604 築館伊豆1-12-51 プランドール・オメガ2F

りぼ・なんぶや 22-2130 築館薬師4-4-14

六角茶屋 22-5123 築館下宮野川北10-1

和洋ダイニング 幸ん妃 24-7295 築館伊豆1-12-51 プランドールオメガ101

㈱ウジエスーパー築館店 22-6211 築館源光14-64

ケーズデンキ築館店 21-0170 築館藤木1-48

紳士服コナカ 築館店 22-6010 築館留場桜5-3

TSUTAYA築館 22-6266 築館字留場桜10-5

ツルハドラッグ築館店 21-2682 築館宮野中央1-5-1

ビッグハウス 築館店 21-4544 築館宮野中央2-3-2

ビバホーム築館店 21-2830 築館宮野中央2-3-7

平禄寿司 築館店 23-5007 築館藤木7-40

㈱薬王堂 築館SC店 24-7139 築館源光14-72

㈱薬王堂 宮城築館店 22-2190 築館宮野中央3-2-11

和風レストランまるまつ 築館店 22-3322 築館宮野中央1-5-6

築 館 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

事業所名 電話 住所

大　型　店 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）

あいうえお順（2022年9月20日現在）
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㈱秋元自動車 58-2271 高清水下町32

伊藤（貞）呉服店 58-2053 高清水本町38

エミ美容室 58-3428 高清水若宮8

お菓子のきたむら 58-2024 高清水新町24

㈱柏屋 58-2041 高清水中町2

カトレア美容院 58-2088 高清水善光寺9-3

㈱協和オート商会 58-2192 高清水上折木1-1

㈱栗原観光タクシー高清水営業所 58-3939 高清水善光寺4-1

元気市場 よねくら 58-2225 高清水新町29

県北電気商会 58-2493 高清水中町30

よろづや 佐藤商店 58-2438 高清水台町57

㈱新みやぎサービス 南部農機センター 58-2550 高清水松原18

鈴屋靴店 58-2047 高清水中町26

セブン－イレブン栗原高清水御影店 58-3303 高清水御影16-1

チャーム美容室 58-2185 高清水浅野47-6

㈱とくえ 58-2039 高清水新町26

㈲中村電器商会 58-2165 高清水本町20

白洋舎クリーニング店 58-2320 高清水善光寺12-1

迫屋酒造店 58-2002 高清水中町8

長谷川新聞店 高清水支店 22-4600 築館薬師4-6-30

ビューティサロン マミ 58-2417 高清水桜丁12-6

ビューティ サロン リリー 58-2214 高清水中町6

ヘアメイク サウスワーズ 58-3755 高清水太子堂42-1

みさお商店 58-2213 高清水台町35

みつい美容室 58-2561 高清水萱刈10-2

理容・美容 ぬまくら 58-2217 高清水中町12

岩渕食堂 58-2010 高清水新町30-1

cafe chouchou（カフェ・シュシュ） 080-5558-5701 高清水東館27-17

コンノドライブイン 58-2266 高清水忽滑沢35-51

だるまや 58-3750 高清水五輪44-10

本陣武田屋 58-2470 高清水新町18

高 清 水 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）
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アーバ・ちば 38-3210 瀬峰下藤沢187-14

赤間商店 38-3213 瀬峰長者原81-8

朝日自動車工業 38-3259 瀬峰下藤沢90-9

MKカノコ瀬峰 38-3161 瀬峰下藤沢182-9

くらしの百貨 エンヤ 38-2155 瀬峰下田97-11

㈲後藤工務店 38-3464 瀬峰下藤沢41-3

㈱新みやぎサービス Ａコープ瀬峰店 38-4111 瀬峰下田185-1

㈱新みやぎサービス テアリポート瀬峰SS 38-2255 瀬峰下田185-1

㈱新みやぎサービス 店舗課 24-8815 瀬峰下田185-1

セブン－イレブン瀬峰藤沢下田店 38-2726 瀬峰下田185-6

田んぼの中の地酒屋 さぶん酒店 38-2034 瀬峰荒町36-1

千葉生花店 38-3211 瀬峰下藤沢160-4

壺谷商店 38-2017 瀬峰藤沢瀬嶺147

テルイ美容室 38-3260 瀬峰下藤沢182-5

㈱とくえ 38-2077 瀬峰下田33-10

のざわ 佐々木酒店 38-2910 瀬峰原田150-1

㈱藤沢オートサービス 38-2338 瀬峰荒神堂63-8

みかみ商店 38-2005 瀬峰下田98-7

山形屋商店 38-3251 瀬峰清水山19-9

ローソン栗原瀬峰店 24-7090 瀬峰新下田195-1

あがらいん亭 59-2110 瀬峰船橋87-3

居食家あじあ 38-2220 瀬峰下藤沢160-1

お食事処 あすなろ 38-4551 瀬峰下田97-9

カラオケ喫茶 RIN-鈴- 080-9630-7029 瀬峰下藤沢121-4

カラオケスナック彩 38-2980 瀬峰下田98-6

寿司幸 38-3942 瀬峰根岸41-9

田口酒店食堂 080-5564-1665 瀬峰下藤沢159-1

花カフェ 花音（かのん） 24-8744 瀬峰根岸25-1

コメリハード＆グリーン瀬峰店 38-3511 瀬峰山崎前63

瀬 峰 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

事業所名 電話 住所

大　型　店 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）

（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

㈲アルコン 22-0057 志波姫堀口源光56-2

エポカ21 観光物産館 23-0021 志波姫新熊谷279-2

及原電氣商会 25-3321 志波姫沼崎新田12-4

㈱オカザキ 22-2244 志波姫堀口見渡18

海藻専科 U・MA・MI館 24-8685 志波姫堀口源光11-1

クリーニング リムーブ イオンSC栗原志波姫店 21-3520 志波姫新熊谷11

酒とめん 和久商店 25-2010 志波姫北郷荒町91-7

㈲佐藤精肉店 25-2134 志波姫北郷十文字44

㈲サンライズ 23-7077 志波姫堀口御駒堂115-1

㈲志波姫タクシー 25-3333 志波姫新原142-2

㈱新みやぎサービス ガス水道センター 22-2948 志波姫沼崎南沖438

㈱新みやぎサービス 自動車センター 25-3241 志波姫沼崎南沖438

㈱新みやぎサービス 志波姫給油所 25-3820 志波姫沼崎堰畑138-1

㈱新みやぎサービス 中央農機センター 25-3240 志波姫沼崎南沖238

㈱新みやぎサービス 北部葬祭センター 21-1444 志波姫沼崎南沖438

㈱スガワラ楽器 22-5858 志波姫堀口見渡16-6

すがわら電気 25-2603 志波姫北郷荒町前70-5

セブン－イレブン 宮城志波姫店 22-7102 志波姫大門南191-2

〇栄 総合衣料のかの 25-3490 志波姫沼崎曽根122-1

㈲相馬食品 22-1075 志波姫南堀口340-1

千葉農機商会 25-2282 志波姫北郷糠塚前52-8

トータルファッション三浦屋 25-3733 志波姫沼崎新田12-7

長谷川タイヤ興産㈱ 22-2145 志波姫堀口源光1-15

㈲兵藤種苗商事 総合センター 22-2089 志波姫堀口宮中98

ヘアーサロン klover 24-7345 志波姫北郷大門72-1

ヘアプレイス カミング 23-2411 志波姫新沼崎82-7

みうら堂製菓 25-3737 志波姫沼崎曽根115

メガネサロン ロンディ 22-6767 志波姫堀口見渡12-1

薬局パル 22-2476 志波姫堀口源光56-2

陽気美容院 25-3560 志波姫沼崎高原53

理容 さとう 25-2003 志波姫北郷荒町81

エポカ21 23-0021 志波姫新熊谷279-2

エポカ21・レストランＢ＆Ｊキッチン 23-0021 志波姫新熊谷279-2

カレーキッチン らんぷ亭 090-1816-3528 志波姫南八樟455-1

出張食処㈲勝武 090-2361-4919 志波姫北郷杉屋敷前42

寿司・食事処 ことぶき 25-3753 志波姫沼崎新田97

福徳園 23-0429 志波姫堀口源光4-3

ラーメンショップコスモス 22-7461 志波姫沼崎南沖626

ル リアン 090-8252-6669 志波姫新沼崎187-1

和食 源光 090-1491-8403 志波姫堀口源光1-8

志 波 姫 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

イオンスーパーセンター栗原志波姫店 21-3111 志波姫新熊谷11

オプティック パリミキ イオンスーパーセンター栗原志波姫店 22-5882 志波姫新熊谷11 イオンスーパーセンター栗原志波姫店

酒のやまや 築館店 21-4071 志波姫堀口宮中114-1

㈱薬王堂 栗原志波姫店 23-2278 志波姫南八樟460-1

㈱ヨークベニマル築館店 22-7700 志波姫堀口見渡15-4

志 波 姫 地 区

事業所名 電話 住所

大　型　店 共通券 をお使いいただけます。

あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

アネックスホテルアベ 32-7411 若柳字川南堤通24-3

阿部旅館 32-2303 若柳字川南南町40

石川写真館 32-2095 若柳字川北元町3

伊東呉服店 32-3077 若柳字川北中町22

癒し空間 和 080-6001-8001 若柳字川北古川13-5

岩渕ふとん店 32-3197 若柳字川北塚ノ根4-3

エルモ美容室 32-4653 若柳字川北南砂押33-1

エンドー時計店 32-2554 若柳字川北片町26

お菓子の店すがわら 32-3887 若柳字川北中町72-4

岡本輪業商会 32-3090 若柳字川北新町57-1

㈱おてんとさん 若柳店 32-6650 若柳字川南南大通24-1

小野文商工㈱ 32-2567 若柳字川南南大通14-3

加藤理容所 32-2233 若柳字川北新町8

㈲かのてい電機 32-2162 若柳字川北中町14

髪SUKE 32-2418 若柳字大林町裏126

カンナ 32-2388 若柳字川南南大通14-10

㈱菅野硝子 32-5511 若柳字川北欠23-3

けづりこや 32-3262 若柳字川北新町6

GOGO運転代行 090-4477-1007 若柳字川南下大目243

㈲後藤技研 32-6497 若柳字川北並柳5-6

小松屋 32-2542 若柳字川北新町41

今辰 32-3155 若柳字川北中町46

㈱ササエイ薬局 32-2021 若柳字川北新町16

㈲佐々木自動車 32-4206 若柳字川南堤通19-13

佐精商店 33-2612 若柳上畑岡新米ケ浦前94

佐長商店 32-2195 若柳字川北新町26-1

㈲サトー金物 32-3106 若柳字川北古川12-11

サラダ館 若柳店 32-2601 若柳字川北原田28-20

サロン・ド・チャーム 32-7171 若柳字大林堰合92

三栄商店 32-2093 若柳字川北橋元49

Ć z hair（シーズヘアー） 32-6281 若柳字川北古川140-1

シナリー化粧品 24-8180 若柳字川北中町40-1 2F

〇若 柴野製麺 32-2049 若柳字川北新町18

粧苑くれえる 32-2381 若柳字川北元町59-1

志んこ屋 32-2218 若柳字川南堤通2-18

㈱新みやぎサービス アクセス若柳SS 32-6715 若柳字福岡小谷町浦182

㈱新みやぎサービス 東部農機センター 32-4002 若柳字大林東千刈59-1

菅貞製畳㈲ 32-4983 若柳字福岡原畑38

菅原建具 32-6409 若柳字川北東若柳121-4

菅原勉魚店 32-2378 若柳字川南南町2

若 柳 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

菅原鋸店 32-2214 若柳字川南道伝前27-8

鈴木貴金属店 32-3094 若柳字川北片町84

スズキショップ築館・スズキショップ若柳 32-6222 若柳字福岡原畑7-4

スター理容所 32-2063 若柳字川北中町40-1

セブン-イレブン 若柳新堤下店 32-7055 若柳字川南堤通15-10

仙台牛お肉やさん ミート＆デリカ 丸長 32-2217 若柳字川北新町42

創作きもの 中嶋屋 32-2088 若柳字川北新町28

大衆写真館 32-3258 若柳字川北原畑4

タイヤ・パーツ ヨシムラ 35-3530 若柳字大林西千刈33-16

タイヤショップ ゴリラ 080-4252-1786 若柳字川北十文字1-1

㈱髙源 32-3360 若柳字川北新町19

高庄釣具店 32-2563 若柳字川南南大通14-16

タカトクスポーツ 32-3185 若柳川北元町5

瀧川蒲鉾店 32-2184 若柳字川北片町69-1

たけや靴店 32-2270 若柳字川南堤通11-7

㈲只見工業所 32-3356 若柳字川北片町54

㈲千葉整備 32-2416 若柳字川北東若柳108

㈱朝野堂 32-2528 若柳字川北中町48

釣具・雑貨 大野商店 32-2287 若柳字川南南大通14-23

トータルファッション吉村 32-2492 若柳字川北新町27

ドライクリーニング鈴木 32-4337 若柳字川北埣柳6-13

中庄商店・みえこの部屋 32-6186 若柳字川南南町22

㈲中新自動車 32-3345 若柳字川北新町89-2

ななほし薬局 24-7704 若柳字川北中町18

新山表具内装店 32-3931 若柳字川南上堤285-5

沼倉商店 32-2371 若柳武鎗字町舘287

沼倉輪業 32-2164 若柳字川南南大通15-25

ビューティサロン ニューひらの 若柳店 32-2241 若柳字川南堤通23-5

美容室 Giselle.hair garden 35-1377 若柳字川南堤通11-6

美容室Rfranc 32-6654 若柳字川南南大通8-6

㈱ファーストガレージ 32-7266 若柳字川北我門19

ファッションプラザ ダイワ 32-3326 若柳字川南南町27

藤沢仏具店 32-5228 若柳字川南南大通15-17

富士防水クリーニング 本店 32-7455 若柳字川南堤通11-3

㈱フラワープロデュース 32-6211 若柳字川南堤通11-1

フローラル・小田生花店 32-2717 若柳字川北欠27-2

ヘアーサロン ソレイユ 32-2842 若柳字川南堤通3-29

ヘアメイク アミュース 32-6680 若柳字川北元町3

㈱紅屋 32-2479 若柳字川南南大通15-18

㈲ホンダセンター若柳 32-6453 若柳字川南南大通21-4

若 柳 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

㈱本多薬局 32-2309 若柳字川北片町84-1

㈲松野屋家具店 32-2075 若柳字川北元町52-1

㈲丸吉自動車商会 若柳店 25-2534 志波姫伊豆野蓮沼前17

三浦商会 32-4908 若柳字川北原畑26-10

㈲ミズホ工業 35-3633 若柳字川南堤通17-6

宮城福祉タクシーゆず 24-7255 若柳字川北大巻143

㈲明治牛乳若柳宅配センター 工藤牛乳店 32-2377 若柳字川北欠42-3

めいぷる洋菓子店 32-4722 若柳字川南堤通10-8

モードサロン ますもり 32-2157 若柳字川北中町7-1

ヤマザキショップ及川・オイシン 32-2068 若柳字川北新町22

よもぎたパン 32-2207 若柳字川北片町32

ライトフェアリー 32-3664 若柳字川北我門57

理容美容サロン ニッタ 32-3384 若柳字川北片町11-1

ローズ美容室 32-3247 若柳字川北中町28

ロダン理容室 32-3643 若柳字川北欠20-4

㈲若柳観光タクシー 32-2033 若柳字川北欠24-1

若柳地織 はたや 32-3087 若柳字川北塚ノ越12

㈲若柳自動車整備 32-2024 若柳字川南道伝前7-1

㈲わか柳葬祭 32-3275 若柳字川南堤通20-5

若柳卓球センター 32-3233 若柳字川南堤通2-4

㈲若柳中央タクシー 32-2145 若柳字川南堤通3-25

和久商店 32-3270 若柳字川南道伝前42-1

アクセスらーめんショップ 32-7850 若柳字福岡谷地畑浦5-1

荒浜屋 32-3035 若柳字川南南大通13-1

ガーデンレストラン SPRING Rd. 24-9821 若柳字川北塚ノ根22-2

割烹 千鳥 32-3075 若柳字川南南大通8-5

カフェ・コロポックル 24-7975 若柳字上畑岡原20-6

カラオケホール うた和い 32-6710 若柳字川南八木141-2

銀座ホルモン 32-2170 若柳字川北中町65-4

凰華 32-3394 若柳字川南南大通14-15

コーヒー＆ランチハウス ササキ 32-2179 若柳字川南南大通15-21

酒と肴 杏平 090-9747-7338 若柳字川北中町32-7

さまよい 090-6851-7201 若柳字川北東若柳22

サロン・ド・テ・クリハラ 32-3916 若柳字川北大袋前16-1

三陸食堂 32-2510 若柳字川北新町72

地酒と肴 酔処（よいしょ） いちの家 32-3939 若柳字川北片町1-5 ディックビル1F

旬な酒場 㐂もと 32-6930 若柳字川北東若柳42

スナック 月虹 24-8754 若柳字川北片町1-5 ディックビル2F

スナック ラグーナ 35-3060 若柳字川北東若柳22

スナック ルパン 32-6563 若柳字川北元町32-3

若 柳 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

スナック来璃歩（クリープ） 090-4635-5177 若柳字川北我門1-5

ダーツハウス AERZ 25-4778 若柳字川北中町25

たこ焼きバー たこふく 24-8806 若柳字川北元町2-3

手打蕎麦 あべちゅう 32-2373 若柳字川南南大通18-10

照寿し 32-4222 若柳字川北原畑73-1

とんかつ雅 32-5285 若柳字川南子々松213

ナイトスペース イヴ 24-8769 若柳字川北片町1-5 ディックビル2-2

ナイトラウンジ ルナージュ 24-7714 若柳字川北東若柳22

なんだりかんだり 090-6759-3939 若柳字川北東若柳22

BAR麦笛 080-6057-3990 若柳字川北片町1-5 ディックビル2F

はさま会館 32-6789 若柳字川南南大通14-7

話し処「きままや」 090-2997-4465 若柳字川北新町裏250

パルロワール 32-6408 若柳字川南堤通3-30

満寿鮨 32-4979 若柳字川南南大通7-12

松井そば屋 32-2551 若柳字川南南大通15-20

やきとり居酒屋 ゆう助 24-7299 若柳字川北我門3-7

やきとりや 32-3187 若柳字川南南大通21-7

ゆき寿司 32-4392 若柳字川南南大通7-2

ら～めん 亘理 080-3333-7034 若柳字川北東若柳222

わかやなぎ農産物直売所くりでん 32-7707 若柳字川北塚ノ根27-1

㈱ウジエスーパー若柳店 32-7071 若柳字川北古川128-7

㈱しまむら ファッション センターしまむら若柳店 35-1108 若柳字川南堤通22-1

ツルハドラッグ 若柳川北店 35-1268 若柳字川北東若柳218-2

ツルハドラッグ 若柳店 35-1525 若柳字川南堤通23-17

㈱薬王堂 栗原若柳店 32-5021 若柳字川北元町裏14-1

㈱ヨークベニマル若柳店 35-1550 若柳字川南堤通23-3

和風レストランまるまつ 若柳店 32-5011 若柳字川南堤通13-1

若 柳 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

事業所名 電話 住所

大　型　店 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）

あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

あぐりっこ金成 44-2500 金成藤渡戸原田15-1

あさひや 42-2207 金成沢辺木戸口61-4

㈲岩栄 42-1211 金成中町94

エスイズム 43-1015 金成片馬合沖61-3

菓子工房ハッピー 42-3750 金成小迫荒崎22

金成温泉 金成延年閣 42-1121 金成三沢32

カミ美容室 42-1781 金成上町5

㈱金成自動車工業 42-1456 金成沢辺木戸口61-6

㈲金成ホームサービス 44-2780 金成有壁新町30

源氏蛍せんべい 42-1350 金成沢辺新往還下25

金野精肉店 42-1302 金成沢辺木戸口5-3

サトウデンキ 42-1210 金成沢辺町3

㈱沢辺 佐藤新聞店 42-1233 金成沢辺町190-2

サンゴクデンキ 44-3591 金成片馬合手柄144

白鳥酒店 42-1489 金成日向7-1

㈲成新ハウス 42-3065 金成沢辺町157

セブン－イレブン 栗原金成片馬合店 44-2220 金成片馬合佐野原83-2

早輪自転車商会 42-2404 金成沢辺町31

高辰魚店 42-1026 金成上町西裏61

タカハシ印刷 42-1304 金成大原木平地80

直売所 菜愛の駅 42-1009 金成中町13

つくしんぼ美容室 42-1437 金成沢辺宇南30

萩野酒造㈱ 44-2214 金成有壁新町52

百年きもの 久我 42-1044 金成沢辺町162

美容室 すがわら 42-2185 金成梨崎南沢6-1

ふるクリ機構（栗原産仙台牛の販売） 42-2572 金成沢辺神林117

ヘアスタジオ スズキ 42-1247 金成中町111

北海道屋商店 44-2009 金成有壁上原前2-11

増森屋石油㈲ 42-1005 金成沢辺前門沢141-1

ミズホ楽器 42-1556 金成上町14

理容カトウ 42-1325 金成沢辺町150

ありま館 44-2880 金成有壁新町3-1

居酒屋 一歩亭 42-2191 金成沢辺新往還下1-1

カラオケあい 44-3842 金成有壁館下30-7

ごはんや Zucca 42-1943 金成大原木袖山222

十割そばの店 そば処本陣 44-2932 金成有壁新町24

食事処 雲龍堂 42-1450 金成入生田10-1

食事処 むらかみ 42-3788 金成干谷沢21-2

寿司と季節料理 せんなり 42-1252 金成沢辺新往還下14

清華 42-1250 金成沢辺木戸口59-1

金 成 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

ドライブインなかはら 44-2824 金成片馬合佐野原75-1

とんかつ屋金太郎（イオン店） 42-2612 金成小迫荒崎22

とんかつ屋金太郎（本店） 44-3011 金成有壁下大沢田12-7

麺屋結う 24-7431 金成沢辺前門沢141-8

木香珈琲 080-4510-4025 金成沢辺内畑84-1

龍天鴻 42-1136 金成上町東裏27-1

DCM㈱ DCM金成店（旧 DCMホーマック金成店） 42-3155 金成小迫荒崎73

マックスバリュ南東北㈱ ザ・ビッグ金成店 57-3211 金成小迫荒崎22

㈱薬王堂 宮城金成店 42-2252 金成沢辺町沖153

金 成 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

事業所名 電話 住所

大　型　店 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）

あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

assurer ヘアー・クリニック・サロン 45-2920 栗駒稲屋敷大鳥8-7

㈲阿部オートサービス 45-5420 栗駒菱沼御嶽前41

阿部輪業商会 45-2413 栗駒稲屋敷坂下39-1

ourthing 24-8305 栗駒岩ケ崎六日町95-2

石田造花店 45-1233 栗駒岩ケ崎下小路24-6

エビスヤ家具店 45-2308 栗駒岩ケ崎四日町26

㈱及川金物店 45-1173 栗駒岩ケ崎八日町50

大江商店 45-2044 栗駒岩ケ崎四日町74

大江電気商会 45-1355 栗駒岩ケ崎八日町1

岡本時計店 45-1240 栗駒岩ケ崎六日町93-1

㈲岡本老舗 45-1052 栗駒岩ケ崎六日町38

おしゃれ館 富久一屋 45-2314 栗駒岩ケ崎六日町88

おてんとさん栗駒店 45-1003 栗駒岩ケ崎上小路134

カスカワ輪店 45-2441 栗駒岩ケ崎上小路69

㈱鎌田自動車 45-2539 栗駒岩ケ崎末町沖27

クリーニング リムーブ ウジエスーパー栗駒店 45-2425 栗駒中野田町西213

㈲くりこま高原ファーム 45-2893 栗駒稲屋敷大尻6

栗駒コトリ 080-4479-9250 栗駒岩ケ崎六日町92

栗駒ソニック 45-2712 栗駒岩ケ崎六日町47

栗駒屋 45-1408 栗駒岩ケ崎六日町72

K美容室 45-5225 栗駒岩ケ崎八日町4-2

香楽園茶舗 45-2533 栗駒岩ケ崎六日町114

後藤ボーリング㈱ 45-3806 栗駒桜田東有賀72

㈱小林商店 45-2059 栗駒中野田町10

サイクルセンター・カノ 45-2287 栗駒岩ケ崎八日町33-1

さいとう美容室 45-1182 栗駒岩ケ崎町後4-3

㈲佐々木金物店 45-2204 栗駒岩ケ崎六日町30

佐竹商店 45-1101 栗駒中野田町5

サタケ調剤薬局 45-5598 栗駒岩ケ崎円鏡寺後104-6

佐藤電気商会 45-1353 栗駒岩ケ崎六日町62

サトー電化 45-1316 栗駒中野田町裏5-1

佐文菓子店 45-2303 栗駒岩ケ崎六日町109

サロン・ド・YOU 45-3117 栗駒猿飛来毛鳥前92-1

㈱昭和堂 45-1117 栗駒岩ケ崎六日町22

白鳥商店 45-2324 栗駒猿飛来諏訪83

㈱新みやぎサービス ぴあポート栗駒SS 45-2258 栗駒稲屋敷後原65

㈱新みやぎサービス 北部農機センター 45-3600 栗駒稲屋敷後原66-1

菅峻輪業商会 45-1225 栗駒岩ケ崎六日町28

㈲スガリンモータース 45-2473 栗駒稲屋敷大鳥東側77

菅原デンキ 45-2521 栗駒岩ケ崎茂庭町38

栗 駒 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

菅原時計店 45-1015 栗駒岩ケ崎八日町33-5

鈴木自工栗駒工場 45-1075 栗駒稲屋敷大鳥西側82-1

鈴木薬局 45-2053 栗駒岩ケ崎六日町116

㈲成輪 45-2596 栗駒岩ケ崎下町裏129-2

関川酒店 45-1166 栗駒稲屋敷坂下34

㈲せつ美容院 45-2518 栗駒岩ケ崎上小路155-2

太洋堂 45-5627 栗駒岩ケ崎六日町110

高五商店 45-2403 栗駒岩ケ崎六日町37

髙橋八百屋 45-1076 栗駒岩ケ崎六日町101

㈱太宰商店 エルモンテ栗駒給油所 45-1014 栗駒岩ケ崎下小路16

千葉生花店 45-2340 栗駒岩ケ崎六日町49

千葉燃料㈱ 45-6633 栗駒中野田町西167

東北クリーンサービス栗駒店 45-3031 栗駒岩ケ崎六日町65-2

トータルビューティパリス 45-5255 栗駒岩ケ崎八日町2

トータルビューティパリス mint Bell 45-2089 栗駒岩ケ崎茂庭町35

㈲奈須野商会 45-1407 栗駒中野田町西208

にじくじら商店 090-1371-3652 栗駒岩ケ崎六日町69

西村写真館 45-1128 栗駒岩ケ崎下小路12-6

ねこの森雑貨店 080-1832-6430 栗駒岩ケ崎六日町107

ハッピー洋菓子店 45-1414 栗駒中野田町河原1

㈲ハヤカワ設備 45-5501 栗駒岩ケ崎新土川169-1

㈲ピットエース 45-2572 栗駒稲屋敷大鳥東側43-1

美容室 Maki 24-7840 栗駒岩ケ崎六日町105

袋モータース 45-5787 栗駒中野西上野8-2

㈱フラワープロデュース 45-1464 栗駒岩ケ崎上小路66-4

Hair Salon MORI 45-2556 栗駒岩ケ崎六日町115

HAIR SALON LOOP 45-2719 栗駒岩ケ崎六日町50

ヘアーサロンむつ床 45-2560 栗駒岩ケ崎四日町64

堀越商店 45-1247 栗駒岩ケ崎上小路49

丸江スーパー岩ケ崎店 45-3010 栗駒岩ケ崎神南47

丸京 45-2021 栗駒岩ケ崎六日町98

㈱マルコーストアー 45-1371 栗駒岩ケ崎八日町44

丸徳燃料店（同） 45-1172 栗駒中野沼尻前49-1

丸藤 45-2764 栗駒岩ケ崎六日町111-1

㈱丸美自動車整備工場 45-2238 栗駒岩ケ崎上小路1-1

㈲三浦酒舗 45-2003 栗駒岩ケ崎六日町25

六日町ナマケモノ書店 080-8161-1581 栗駒岩ケ崎六日町56

メモリアルホール くりはら葬祭会館 45-3030 栗駒岩ケ崎神南9-1

森写真館 45-1376 栗駒岩ケ崎上小路154-1

㈲山栄呉服店 45-5426 栗駒岩ケ崎上小路110-3

栗 駒 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

山の駅くりこま 24-8161 栗駒岩ケ崎上小路150-7

㈱吉尾ファーム 45-1007 栗駒八幡沖西58

リビングみうら 45-1018 栗駒岩ケ崎六日町36

理容さいとう 45-2763 栗駒岩ケ崎茂庭町50

理容室スガワラ 45-2443 栗駒岩ケ崎上小路110-2

ローソン山の駅くりこま店 25-4770 栗駒岩ケ崎上小路149-6

青葉 45-5241 栗駒岩ケ崎六日町22

あるぼ 24-8925 栗駒岩ケ崎六日町86

大手屋 45-1516 栗駒岩ケ崎六日町66-2

Cafe かいめんこや 090-1169-1523 栗駒岩ケ崎六日町86

cafe bar Nonnon 24-8245 栗駒岩ケ崎上町裏131-5

元平寿司 45-5678 栗駒岩ケ崎上小路81

小料理 みずき 45-6055 栗駒岩ケ崎上小路73-2

コルトレーン 45-1678 栗駒岩ケ崎八日町41

松竹本店 45-1048 栗駒岩ケ崎茂庭町37

新湯温泉 くりこま荘 46-2036 栗駒沼倉耕英東95-2

スナック カンナ 45-1171 栗駒岩ケ崎町後5-1

スナックさくらんぼ 45-5537 栗駒岩ケ崎六日町76

大学食堂 45-1165 栗駒岩ケ崎六日町115-2

たいむカフェ 45-5727 栗駒岩ケ崎上小路78-1

髙野食堂 45-1151 栗駒岩ケ崎八日町33-1

つるまる 24-9437 栗駒岩ケ崎六日町65-1

ノースウェスト ― 栗駒岩ケ崎町後1-2

ハイルザーム栗駒 43-4100 栗駒沼倉耕英東50-1

㈲ベルディ栗駒 45-1161 栗駒稲屋敷沼田45

文字屋 45-2346 栗駒岩ケ崎茂庭町33

焼肉 和幸 45-1552 栗駒岩ケ崎八日町31

侘びsuke 24-7927 栗駒片子沢渡丸沢94-2

和洋居酒家 禅 24-7798 栗駒岩ケ崎下小路19-1

和洋レストラン チロル 45-3185 栗駒岩ケ崎八日町22

㈱ウジエスーパー栗駒店 45-3060 栗駒中野田町西213

コメリハード＆グリーン栗駒店 49-1106 栗駒稲屋敷沼田42

㈱薬王堂 栗駒SC店 49-3035 栗駒中野田町西215-1

㈱薬王堂 栗原栗駒店 45-2622 栗駒岩ケ崎神南55

栗 駒 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

事業所名 電話 住所

大　型　店 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）

あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

㈱後藤商会 55-2161 鶯沢南郷辻前95-8

ごとう商店 55-3177 鶯沢南郷辻前76-7

㈲佐藤電気商会 55-3514 鶯沢南郷北沢57-7

新橋屋 55-3535 鶯沢南郷下久保前94-1

千葉魚店 55-3515 鶯沢南郷辻前78-3

千葉燃料㈱ 55-3540 鶯沢北郷菅原28

電器と設備のこんの 55-2247 鶯沢南郷下久保前4-6

HARBER Hair&Face salon 24-8368 鶯沢南郷辻前77-4

白鶯窯 55-2857 鶯沢南郷大伝寺2-3

〇昭 ストアー 55-2046 鶯沢南郷下久保前6-5

㈲山田屋 55-2023 鶯沢南郷北沢向7-1

㈲山田屋石油 55-3534 鶯沢南郷五輪原36-4

食事処 だるま屋 55-2606 鶯沢南郷北沢50-10

鶯 沢 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

㈱イサミ自動車 52-2353 一迫柳目字曽根除下44-1

一条商店 52-2038 一迫真坂字本町8

大江電気商会 52-2161 一迫柳目字曽根除下41-1

大森美容室 52-2384 一迫柳目字曽根除下25-1

金木屋 52-2052 一迫真坂字南町19

金の井酒造㈱ 54-2115 一迫字川口町浦1-1

叶屋菓子店 52-2078 一迫真坂字高橋20-14

㈱鹿野静商店 52-2022 一迫柳目字曽根除下34-1

かりのでんき 54-2867 一迫字下小僧23

㈲川口グリーンセンター 54-2276 一迫字川口町尻8

㈲クスリのヤシマ堂 52-2047 一迫真坂字高橋7-7

グラン・ジュテ 57-7533 一迫真坂字清水町田15-5

㈱栗原観光タクシー 一迫営業所 52-2233 一迫真坂字荒町7

糀屋酒造店 54-2262 一迫字川口中町5

金豊商店 52-2019 一迫真坂字高橋6-2

斎藤金物店 52-2036 一迫真坂字南町21

佐藤呉服店 54-2531 一迫字川口新町62

㈱佐藤農機具商会 52-2531 一迫真坂字清水西浦5-6

柴田電気 54-2439 一迫字川口中町17

渋谷商会 080-6030-0059 一迫真坂字南町12

㈱新みやぎサービス 一迫給油所 52-2214 一迫真坂字清水田川4-3

㈱新みやぎサービス 西部農機センター 52-3119 一迫真坂字清水田川4-3

㈲菅原新聞店 52-2016 一迫真坂字本町37

セブンイレブン 一迫柳目店 52-4645 一迫柳目字上田27

綜合衣料 友愛 52-2037 一迫真坂字中町1

(同) タイガーボディ 52-2836 一迫狐﨑堂の沢17

中鉢商店 54-2614 一迫字川口新町63

津田商店 52-2554 一迫真坂字中町33

㈲鳥恵 52-3978 一迫柳目字高田450-1

㈱野村商店 52-2222 一迫柳目字上田22

迫屋・文照堂 52-2003 一迫真坂字中町10

ぷりんと博士 57-7220 一迫柳目字谷地田81-1

ヘアーサロン おきた 52-2364 一迫真坂字高橋24

丸江スーパー 一迫店 52-4400 一迫真坂字清水角田22-1

まるせん輪業 52-2539 一迫真坂字中町5

見世商店 52-2039 一迫真坂字中町12

宮城送迎運転代行 080-5228-0390 一迫柳目字持くれ沢57

㈲宮沢自動車整備工場 52-3175 一迫真坂字清水山王前5-2

ミュゼ 52-3372 一迫真坂字清水塚ノ原33-1

茗荷谷商店 52-3936 一迫字大川口大西26

一 迫 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

㈲もちっ小屋でん 52-2602 一迫真坂字本町2

㈲山口タクシー 54-2319 一迫字川口中町26-1

ゆうゆう工房 52-3301 一迫真坂字清水町田15-1

理容 みうら 52-2336 一迫真坂字清水山王前8-4

理容タカハシ 52-4043 一迫真坂字鎌折53-1

ローソン 栗原一迫店 57-7557 一迫柳目字上田20

会席料理 丸勝 52-2028 一迫真坂字町東181-2

亀屋 52-2077 一迫真坂字清水御免頭6-3

狩野魚店 52-2045 一迫真坂字中町11-2

食事処 和の倶楽 090-2273-0753 一迫真坂字清水田川4-1

食事処 味久 54-2588 一迫字一本杉743-2

長屋門カフェ いわさき花門 090-2885-5797 一迫字佐野原10

ま酒や 52-3305 一迫柳目字曽根除下47-1

夢眠 090-2369-5536 一迫字山崎21

もぎたてフルーツ工房＆そば処 土里夢 24-8377 一迫片子沢上権平20-2

山口旅館 54-2825 一迫字川口中町26

らーめん弥治介 57-7550 一迫真坂字高橋9-15

コメリ ハード＆グリーン 一迫店 57-6017 一迫真坂字清水田崎下7-2

㈱薬王堂 栗原一迫店 52-5335 一迫柳目字中田1

一 迫 地 区

事業所名 電話 住所

大　型　店 共通券 をお使いいただけます。

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）

あいうえお順（2022年9月20日現在）



�『栗原市地元商店等応援プレミアム商品券』の使えるお店 �

座主窯 56-2750 花山字本沢稲干場33

千種商店 56-2220 花山字本沢北ノ前32-1

花山即売所 56-2453 花山字草木沢宮ノ木33

花山美容室 56-2633 花山字本沢山下49-4

花山養魚場 56-2969 花山字本沢猪ノ沢3-27

山内豆腐店 56-2944 花山字本沢中村70

ヤマザキショップ新茶屋 56-2007 花山字本沢北ノ前35-1

湖畔のみせ 旬彩 43-5111 花山字本沢合道46-5

自然薯の館 56-2265 花山字本沢北ノ前112-1

ストアーもいずみ 56-2016 花山字本沢北ノ前36-1

手打ちそば 花舞の里 56-2170 花山字本沢切留5-4

温湯温泉 佐藤旅館 56-2251 花山字本沢温湯8-1

湯浜温泉 三浦旅館 090-8925-0204 花山字本沢岳山1-11

㈱ゆめぐり 花山温泉 温湯山荘 56-2040 花山字本沢温湯15-1

花 山 地 区

事業所名 電話 住所

一般小売店等 専用券 と 共通券 をお使いいただけます。

一般小売店等・飲食店　それぞれ、あいうえお順（2022年9月20日現在）


