
ローソン大船渡末崎町店 【コンビニ】 ｺﾞﾙﾌﾒﾝﾃﾅﾝｽｱｰﾊﾞﾝおおふなと店 【ゴルフ用品】

サンライズ丸榮 【鮮魚・食料品】 まっさきの花屋さかきだ 【生花】

こがら 【ガス・灯油・米】 山川時計印章店 【時計・印章】

マルミ電器 【家電製品】

マルシゲ洋品店 【衣料品】 亀屋商店 【衣料品】

美容室マ・シェリ 【美容】 ＨＡＫＫＡ  ｈａｉｒ 【美容】

まるたけ商店 【ガス・ガソリン・灯油】 佐清分店 【ガス・ガソリン・灯油】

高田交通 大船渡営業所 【タクシー】

碁石海岸レストハウス 【飲食・物産】★ お食事処からん 【飲食】★

お食事処 岬 【飲食】★ 居場所ハウス スマイル食堂 【飲食】★

コーヒー＆お食事　ちいぜる 【飲食】★ ごいしふぉん 【菓子】

ヤマフク仏具葬儀店 【仏具】

ローソン大船渡茶屋前店 【コンビニ】 サウンドリアス大船渡 【家電製品】

ローソン大船渡新田店 【コンビニ】 アカネ電気 【家電製品】

ファミリーマート大船渡中央通り店 【コンビニ】 伊藤家電 【家電製品】

セブンイレブン大船渡お魚センター店 【コンビニ】 フモトデンキ 【家電製品】

セブンイレブン大船渡野々田店 【コンビニ】 ブックボーイ大船渡店 【文具・書籍・ＣＤ】

NYDSぱる大船渡病院店 【コンビニ・食堂】★ ギフトプラザクレール大船渡店 【ギフト・介護用品・雑貨】

岩﨑商店 【食料品】 清瀬菓子店 【食料品・菓子】

お米のあさの 【食料品】 時光堂 【時計・宝飾・メガネ】

バンザイ・ファクトリー 【食品・木工品】 ヨツバ楽器店 【楽器】

マリンプロ 【鮮魚】 タツヨシ 【包装用品】

タ　吉田商店 【鮮魚・干物・海産物】 菊地わたや 【寝具】

志田海産乾物 【海産乾物】 田村スポーツ 【スポーツ用品】

米澤屋本店 【酒類】 アイビー化粧品岩手第3販社 【化粧品・エステ】

ＴＨＲＥＥ　ＰＥＡＫＳ 【酒類】 西川チェーンにしやま大船渡店 【寝具】

ぷちショップひらやま 【酒類】 作業服のお店　誠屋 【作業服】

マルワ商店 【食品・雑貨】

きものと帯の北裳 【衣料品】

紳士流　大同理容 【理容】 髪工房あくしす 【美容】

理容ニュー清水 【理容】 アート美容室 【美容】

理容ソシアル 【理容】 美容室アービル 【美容】

ヘアーメイクレスト 【美容】 STDIO B.2 【美容】

大船渡町

大船渡市に泊まってHAPPY！大作戦Part3　取扱加盟店リスト
★は「いわて飲食店安心認証店」 令和4年9月16日現在　使えるお店　377店舗

末崎町

ショッピング

ファッション

理容・美容

サービス

旅行・レジャー

グルメ

冠婚・葬祭

ショッピング

ファッション

理容・美容



八木又商店　大船渡中央SS 【ガス・ガソリン・灯油】 さくらランドリー 【クリーニング】

協和石油　大船渡SS 【ガソリン・灯油】 東海新報社 【新聞発行】

まるかサンライズ石油 【ガス・ガソリン・灯油】 山本新聞店 【新聞販売】

佐清分店碁石海岸インターSS 【ガス・ガソリン・灯油】 金野印刷 【印刷】

三重商会 【ガス・灯油】 メイワエアロビクスクラブ（ＭＡＣ） 【フィットネスクラブ】

氏家プロパン 【ガス・灯油】 大船渡スタジオ 【写真】

衆栄商事サンアンドレスSS 【ガソリン・灯油】 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ ＲＡＫＵＳＡ－ＭＵ 【マッサージ・雑貨】

ママ号本社工場 【クリーニング】 大船渡資源　古紙センター 【リサイクル】

ママ号大船渡店 【クリーニング】

割烹　うら嶋 【飲食】★ 美喜製麺 【飲食】

大鮨 【飲食】★ 居酒屋　成功丸 【飲食】★

いろは寿司 【飲食】★ 居酒屋　舞 【飲食】★

活魚すごう 【飲食】★ 炭火串焼 あいかむ亭 【飲食】★

四季旬彩中村 【飲食】★ くいもんや　わい 【飲食】★

北の味処ときしらず 【飲食】★ スナック　ロマン 【飲食】★

平野家 【飲食】★ マイアミ 【飲食】★

のみくい処　汐谷 【飲食】★ スナック　リカ 【飲食】★

英よし408、英よしパティオ 【飲食】★ バーアンドカフェ ロビン 【飲食】★

サネン（ＳＡＮＥＮ） 【飲食】 café Creperie Antenne 【飲食】★

カフェ・ド・カレーＫｏｊｉｋａ 【飲食】★ かふぇ　がれりあ　おはす 【喫茶】

まるしちザ・プレイス 【飲食】★ 海の幸ふるまいセンター 【飲食・鮮魚・海産物】★

ラーメン専科 【飲食】★ 海鮮壱番 【持ち帰り・出前寿し】

せんかえん食堂 【飲食】★ 給食センター　サキヤマ 【弁当・仕出し】

食楽ぽぽろ 【飲食】★ ジェイピザクラブ大船渡店 【宅配ピザ】

とよまるや 【飲食】 かもめテラス三陸菓匠さいとう総本店 【菓子】

ＢＬＵＥ　ＣＯＲＮ 【飲食】 菓子工房おおうらや 【菓子】

ＢＯＢＢＥＲＳ 【飲食】★

カンノタクシー 【タクシー】 リアス運転代行 【運転代行】

大船渡タクシー 【タクシー】

城山サービス 【自動車関連】 オートボデーサービス 【自動車関連】

大船渡ホンダ 【自動車関連】 下山モータース 【二輪車関連】

大船渡自動車 【自動車関連】

なかじま総合療術院 【療術･総合整体】

神菜月 【飲食】★ オオフナトのケムリ 【飲食】★

鮨　季節料理ささき 【飲食】★ 目利きの銀次 キャッセン大船渡 【飲食】★

貝だしラーメン黒船SECOND 【飲食】★ 海山酒場 【飲食】★

居楽屋どりーむ 【飲食】★ ノイマーレ 【飲食】★

フラワーショップもりかわ 【生花】 ソフトバンク大船渡 【携帯電話】

加茂ガーデン 【生花】 鬼椿市民雑貨店 【雑貨・木工品製造】

菓匠　高瀬 【菓子】 Hy's Café 【飲食】★

ひまわり化粧品店 【化粧品】 Another World Bar KEIJI 【飲食】★

モンクール＆スミレ 【衣料品】 ガガニコ食堂 【飲食】★

三陸おさかなファクトリー 【生鮮食品】 湾岸食堂 【飲食】★

鮮魚うえの 【鮮魚】 ドトールコーヒーショップ大船渡店 【飲食】

ブックポートねぎし本店 【文具・書籍】

魚民キャッセン大船渡 【飲食】★

キャッセン・モール＆パティオ

大船渡町

サービス

グルメ

旅行・レジャー

自動車関係

医療

キャッセン大船渡

キャッセン・フードヴィレッジ

キャッセン・ショッピングセンター



渋谷商店 【鮮魚】 青い麦 【飲食】★

三陸海苔店 【海苔・お茶】 鮨・一品料理　山福 【飲食】★

ＢＩＢＩ－ＡＮ 【衣料品】 かぁさん 【飲食】★

クドウサイクル 【自転車】 ＳＮＡＣＫあげは 【飲食】

バーバーミノル 【理容】 天使の森 【飲食】★

焼肉･韓国料理 かもめ商店 【飲食】★ スナック　いぬい 【飲食】★

やきとり香善 【飲食】★ ラーメンハウスどんぐり 【飲食】★

たんぽぽ 【飲食】★ 西苑飯店 【飲食】★

三陸鉄道盛駅 【物産】 電化プラザさかり 【家電製品】

セブンイレブン大船渡盛町店 【コンビニ】 村上ミシン商会 【家庭用ミシン・手芸品】

ファミリーマート大船渡権現堂店 【コンビニ】 千葉善商店 【金物・雑貨・瀬戸物】

ローソン大船渡盛町内ノ目店 【コンビニ】 佐倉里スポーツ店 【スポーツ用品】

大和田米穀店 【食料品・灯油】 イトウ文具 【文具・事務機】

橋本食品 【食料品・クリーニング】 イセキ 【文具・事務機】

胡口精肉店本店 【精肉】 愛ネット補聴器 【補聴器】

さかなの魚長 【鮮魚】 川口時計店 【時計・メガネ】

小野光魚店 【鮮魚】 三浦靴店 【靴】

丸橋とうふ店 【豆腐・豆乳ソフトクリーム】 亀屋はきもの店 【履物】

丸米酒店 【酒類】 新川靴・太鼓店 【靴】

鈴久酒店 【酒類】 大塚はきもの店 【草履・下駄・サンダル】

せんまや酒店 【酒類】 花の店　未生苑 【生花】

千葉煙草屋 【タバコ】 コスメティックハウスムラサキや 【化粧品】

古内電器商会 【家電製品】 ポーラ化粧品大船渡ショップ 【化粧品】

レディース・メンズ松屋 【衣料品】 まるよ 【衣料品】

松屋　ｍ―ＳＴＯＲＥ 【衣料品】 中源呉服店 【衣料品】

ダイマル 【衣料品】 浅野屋 【衣料品】

にしむら洋服店 【衣料品】 小松屋 【衣料品】

美容室ティアラ 【美容】 レオン　シャンポール店 【理容】

美容室アービル盛店 【美容】 レオン　盛駅前支店 【理容】

渡辺美容室 【美容】

水野石油　盛バイパスSS 【ガス・ガソリン･灯油】 リンピア 【清掃他】

八木又商店　盛ＳＳ 【ガス・ガソリン・灯油】 カメラの太陽堂 【ＤＰＥ】

大和商事　盛給油所(三菱石油) 【ガソリン･灯油】 佐藤写真館 【写真】

塩釜商会　盛給油所 【ガソリン・軽油・灯油】 エムエルプランニング 【ﾊﾟｿｺﾝ修理設定・中古販売】

石川ガス 【ガス・灯油】 大船渡資源 【リサイクル】

大森商店 【ガス・灯油】

栄寿司 【飲食】★ ブラッスリー・ラパン 【飲食】★

三陸の味　高帆 【飲食】★ ロリアンカフェ 【飲食】★

ニュー香園 【飲食】★ ザバーガーハーツ 【飲食】★

こけし食堂 【飲食】 養老の瀧　盛店 【飲食】★

坂本食堂 【飲食】★ サカリのアカリ 【飲食】★

龍華 【飲食】★ 泰州 【飲食】★

お食事処　百樹屋 【飲食】★ 楽食酒家ふう 【飲食】★

壱番亭大船渡店 【飲食】★ クラブボチカ 【飲食】★

焼き肉ＫＵＲＯ⑤ 【飲食】★ pure space　月雫 【飲食】★

食道園 【飲食】★ りんどう 【飲食】★

生そば・御料理　千秋庵 【飲食】★ Yuki Grandpa 【飲食】

レストラン　ほっとポット 【飲食】★ 柿羊羹 佐藤屋 【菓子】

トラットリア　ポルコロッソ 【飲食】★ ブーランジェ　ル・トレフル 【パン】

おおふなと夢商店街・おおふなと夢横丁

盛町

ショッピング

ファッション

理容・美容

サービス

盛町

グルメ



岩手開発産業 【旅行あっせん】

開発タイヤ 【タイヤ修理･販売】 佐々木輪業商会 【自転車・バイク】

美野自動車整備工場 【自動車関連】

くすりのタカギ 【医薬品・化粧品】

葬祭会館　花祭苑 【葬祭場】 シルクウェイ大海 【葬儀･葬祭用品】

ローソン大船渡中井沢店 【コンビニ】 千葉眞平酒店 【酒類】

ローソン大船渡猪川店 【コンビニ】 ホビーショップ　ヤマグチ 【模型】

セブンイレブン大船渡合同庁舎前店 【コンビニ】

ピックアップ 【美容】

美容室ハーモニー 【美容】

そば処まるぜん 【飲食】★ マリゾー 【喫茶】★

大船渡秋刀魚だし黒船 【飲食】★ 鈴木商店”味菜” 【仕出し・オードブル・弁当】

味処　暫 【飲食】★ 御菓子司　壷屋田耕 【菓子】

大衆食堂まるふく 【飲食】

とうごう薬局大船渡店 【医薬品】

エヴァホール大海 【葬祭場】

ローソン大船渡インター店 【コンビニ】 中野商事 【食料品・醤油・みそ】

ファミリーマート大船渡立根町店 【コンビニ】 弐萬圓堂・大船渡インター店 【眼鏡・補聴器】

セブンイレブン大船渡立根町店 【コンビニ】 ブックポートねぎし猪川店 【文具・書籍】

Ｙショップ　ジェイワン 【食料品・酒・菓子】 シャディサラダ館大船渡店 【ギフト】

調法本舗一歩道 【食料品】

ＬＯＶＯＡ 【衣料品】

Hair　studio　ポノポノ 【美容】 渕上美容室 【美容】

チャイム美容室 【美容】 理容室ＭＡＲＵ 【理容】

まるかマッキーロード給油所 【ガス･ガソリン･灯油】 ママ号インター店 【クリーニング】

エルピー商会 【ガス･ガソリン･灯油】 Doki-Doki大船渡店 【リサイクルショップ】

すしランド 【飲食】★ たこ屋 【飲食】★

やまなか家大船渡店 【飲食】 お好み焼たくま 【飲食】★

洋食屋フクセン 【飲食】★

タイヤセンターかんの 【ﾀｲﾔ・ｵｲﾙ交換・車検】

上野接骨院 【接骨院・介護】

大船渡自動車学校 【自動車教習所】

医療

旅行・レジャー

自動車関係

サービス

冠婚・葬祭

猪川町

ショッピング

理容・美容

グルメ

医療

冠婚・葬祭

立根町

ショッピング

ファッション

理容・美容

立根町

グルメ

自動車関係

医療

教育・学習支援



美食厨房まるよし 【飲食】

たい焼き 香 【飲食】

五葉温泉 【温泉】★

さとう整体療術院 【整体】

マルサンミート 【食料品】 産直グループ 【水産加工品】

セブンイレブン大船渡赤崎店 【コンビニ】 髙橋酒店 【酒類】

ヘアーサロンヤマグチ 【理容】

サンエースタンド 【ガス・ガソリン・灯油】 ママ号諏訪前店 【クリーニング】

千葉鷹商店 【ガソリン・灯油】 カメラの藤田屋 【ＤＰＥ】

ダスキン大船渡 【清掃】 レンガハウス 【酸素カプセル・カラオケ・飲食】★

らーめんランド大船渡店 【飲食】★ 前田中 【飲食】★

宝介大船渡店 【飲食】★ からあげ 金と銀大船渡店 【からあげ専門店(ﾃｲｸｱｳﾄ)】

焼肉・冷麺　ＢｅｅＢｅｅ 【飲食】★ 西欧菓子ロレーヌ 【菓子】

櫻亭 【飲食】★ オアゾースイーツ 【菓子】

東海タクシー 【タクシー】

おのでら接骨院 【接骨院】

セレモニーホールいのりあ 【葬祭･神仏具･ギフト】★

道の駅さんりく・三陸ふるさと物産センター 【物産】 明治屋　駅前店 【食料品・菓子】

ローソン大船渡越喜来店 【コンビニ】 千葉梅商店 【酒類・タバコ・食料品】

森良水産 【水産加工販売】 シミズ商店 【文具・事務機】

Ｙショップリアス店 【食品・日用雑貨】 YSPきさいん・千田薬店 【化粧品･医薬品】

チダエー 【食料品・菓子】

ＨＡＩＲ・サーフ 【美容】 美容室トパーズ 【美容】

リアス商会 【ガス・ガソリン・灯油】 越喜来漁協 【ガソリン】

よこがけ商店 【ガソリン・灯油】

カフェ・ビアン 【飲食】 こんのや 【弁当･仕出し･わかめ加工販売】

三光運輸 【タクシー・運輸】 つり具のなかじまや 【レジャー用品】

夏虫のお湯っこ 【温泉】

綾里オート 【自動車用品販売・修理】

片山製材所 【木材製品】

いのうえ鍼灸院 【鍼灸】

セレモニーホール千の風 【葬祭・神仏具・ギフト】★

三陸屋 【食料品・酒・菓子・弁当・惣菜】 お食事処　三平 【飲食】★

柳本美容室 【美容一般・婚礼・着付・貸衣装】

理容・美容

日頃市町

グルメ

旅行・レジャー

医療

赤崎町

ショッピング

旅行・レジャー

サービス

グルメ

旅行・レジャー

医療

冠婚・葬祭

三陸町

ショッピング

三陸町

理容・美容

サービス

グルメ

自動車関係

住まい

医療

冠婚・葬祭

三陸サイコ―商店会



サンリア案内所 【タバコ】 エルビラ・マミーランド 【衣料品】

ミートショップこぐち 【精肉】 メリーメイク・ミュー 【衣料品】

佐卓園 【お茶・食料品】 ダイマル 【衣料品】

小麦の丘 【パン】 亜香紫矢 【衣料品】

高瀬 【菓子】 バーギー 【衣料品】

物産館 【物産】 シュシュ 【衣料品】

佐倉里スポーツ 【スポーツ用品】 西川チェーンにしやまサンリア店 【寝具】

ぺんぱる 【文具】 家具のマルベニ 【家具】

盛田カバン店 【カバン】 ドンドンニコニコマーケット 【古着・服飾雑貨】

サンフラワー 【生花】 ぱる・ド・ぱる 【美容】

ギフトプラザ　クレール 【ギフト・生活雑貨】 ヒーリングサロン ソレイユ 【カイロプラクティック･推拿】

ビテラス 【化粧品】 ジェイ 【クリーニング】

ぴーたーぱん 【玩具・生活雑貨】 なちゅらるふぉと夢屋 【写真・ＤＰＥ】

ぽえむ 【生活雑貨】 カレーハウスＢｅｅ 【飲食】★

アバッセ 【１００円ショップ】 どん・mama 【飲食】★

タカギ 【時計・貴金属】 千葉薬局 【医薬品】

あんでる 【手芸用品】 お仏壇の高貞 【仏壇・仏具】

サンリアショッピングセンター

ショッピングセンター等


