
業種 取扱店舗名 住所 店舗PR・特典など

魚河岸 庄五郎 魚河岸

Cafe&Restaurant HAMAYUI 魚河岸

ヒカリ食堂 魚河岸 地産にこだわったメニューです

釜石ラーメンこんとき 鵜住居町

あすなろ 大町

居酒屋 萩 大町

居酒屋浜ちゃん 大町

居酒屋鬼灯 大町 旨い刺身と楽しい会話のひととき

居酒屋 マミー 大町 釜石の地元の魚を使っています

一助 大町 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

魚民 釜石店 大町

うまいもん処 よしよし 大町 豊富な酒類、日本酒、美味しい肴ご用意してます

喫茶あいどる 大町

きっちんBEC'K 大町

三陸うまいもんや  つぼ八釜石大町店 大町 三陸の鮮魚、「浜千鳥」、テレビ付個室有り

三陸ぱすた 大町 日本酒からワインまでお酒の品揃えも豊富です

旬彩ギャリーふじわら 大町 アットホームな家庭料理の店です。カラオケはありません

新華園支店 大町 セットメニューが豊富

新華園本店 大町 paypay、auPAY、WAON、クレジットカード等使えます

じんぎすかん 釜石 神威 大町

助六 大町

そば処 もりのや 大町

大連 大町 女性一人でも入れる気軽で明るいお店です

竹寿司 大町

中華飯店青龍 大町 味噌チャンポンを売りにして頑張って営業しています

なにわや 大町

日本料理 下鴨 大町

餅処小島かふぇ 大町 新製品の「あんぱん」も大人気！店内も改装してリニューアルオープン

焼きすぎ 大町 予約制となります

焼肉モランボン 大町

やっ子 大町

養老乃瀧釜石店 大町 フリー飲み放題1800円（税抜き）1名様～

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 新しい生活様式でお願い申し上げます

ろばたや 釜石店 大町

和食 京花 大町 釜石の新鮮な海の幸とお料理です

居酒屋 茶夢 大渡町

喜久舎 大渡町 テイクアウトもあります

工藤精肉店食堂部 大渡町

お食事ハウスあゆとく 上中島町

牛牛 上中島店 上中島町 ご家族、ご友人、ご会合など様々な面で来店してもらえたら嬉しいです

こだまり屋 上中島町

ビックマウンテン 上中島町

釜石更科 小佐野町 地元に愛され60年　お食事とお酒が楽しめる店

たまり屋 小佐野町

まきば 新町 昔ながらの洋食メニューや季節メニューです

駅前食堂 鈴子町

海鮮まえ浜 鈴子町 三陸産の新鮮な海産物の丼を提供

カマイシテラス 鈴子町 エール券のお客様には、ソフトドリンクサービス

グリルさわだ（釜石ステーションホテル内） 鈴子町 エール券ご利用のお客様にお米１kgプレゼント致します

寿し海鮮駅前 鈴子町

なにわ屋 鈴子町

ポワッソン・ブラン 鈴子町

和の膳みや川 鈴子町 県産地元食材にこだわり季節の和食を提供してます

味処海舟 只越町 地ものにこだわりのお料理で、おもてなします

kikuyoshi(きくよし） 只越町 くつろいだ空間をご用意しています

牛牛 只越店 只越町 炭火でおいしく焼肉が味わえます。ランチメニューなども豊富に取り揃えてます

咲家 只越町

すし ずいほう 只越町

二合半 只越町

吞み食い処宗次郎（釜石畜産食堂部） 只越町 お肉屋さん直営の豊富なメニューとボリュームが魅力です

よしや 唐丹町

居酒屋いなかっぺ 中妻町

居酒屋わこう 中妻町 全席禁煙、感染症対策も実施してますので安心して食事を楽しんでください

かっぱ寿司 釜石店 中妻町 アプリ会員募集中

新華園NAKAZUMA 中妻町

鮨勝力 中妻町 新鮮な寿司ネタを用意してお待ちしております

和風レストランまるまつ 釜石店 中妻町

そば処 川㐂家 野田町 釜石和山産のそばを食べられる店

料亭幸楼 浜町 ゆったりとした完全個室！家族、女子会、お仲間の集まりに

Because すくらんぶる 松原町 スタッフ一同笑顔でお待ちしています

麗 大町

クラブ瀬里奈 大町 若い女の子スタッフ一同、御来店をお待ちしております

秋桜 大町 落ちついた雰囲気のスナックです

スナック絵里瑛留 大町

スナッククィーン 大町 飲み放題、歌い放題、お一人様90分3000円♪

スナック マブハイ 大町 フィリピン人の居る明るく楽しいお店 1h/¥3000

スナックプラージュ 大町 セット料金（￥3000）・カラオケ無料

スナックラベンダー 大町

スリーナイン 大町 期間中テイクアウト有り、ミックスピザ・ナポリタン・焼めし

童里夢 大町 ￥3000のセットメニューなど女性も安心して楽しめます

ブルジョア 大町

マリア 大町

ラウンジ・ローズダジュール 大町

リヴァル 大町 エール券６枚で90分飲み放題デス

ヴィヴィアン 鈴子町 カラオケがサービスです

飲食店

かまいしエール券　取扱店舗一覧　〈順不同〉

スナック・軽飲食



井華水 鈴子町 おまかせ定食（焼魚と刺身、小鉢、香物）

とんぼ 鈴子町 お刺身が美味しい赤ちょうちんのお店

フェニックス 鈴子町 静かにお酒が飲みたい時、又、歌を唄いたくなった時いつでもどうぞ

DiningBar M(ダイニングバーエム) 中妻町 小さなお店ですが、アットホームで食事が出来るバーです

Happiece Coffee(ハピス コーヒー) 鵜住居町

お好み焼き満月 甲子町

宝来館 鵜住居町 おいしい料理とあったかいおもてなし

釜石ベイシティホテル 大町 新しい生活様式でお願い申し上げます

多田旅館 大町 当館自慢のかまいし浜料理で釜石を感じてください

ホテルサンルート釜石 大町

大渡パンション 大渡町

大渡パンションｗill 大渡町

HOTEL ALICE GARDEN 大渡町

ホテルマルエ 大渡町 街吞み！朝風呂！朝帰り！　軽朝食は無料

ホテルフォルクローロ三陸釜石 鈴子町 最上階に展望露天風呂付大浴場をご用意しております

釜石ステーションホテル 鈴子町 　

平治旅館 中妻町 少人数の会食も対応（予約）

平田パンション 平田

かまいしDMC（魚河岸テラス） 魚河岸

釜石東部漁業協同組合  産直汐折 鵜住居町 地元産の海産物と海鮮丼がおすすめ

野村商店 鵜住居店 鵜住居町 品揃え豊富に取り揃えております

ヤマコー片桐鮮魚店 大町 旬の魚介類の全国発送専門店

道の駅釜石仙人峠 甲子町 釜石の味と心でお迎えいたします

東鮮魚店 鈴子町 真心を込めてお届けいたします

かまいし特産店 鈴子町 エール券ご利用にて「かまだんご」プレゼント

菊鶴商店 鈴子町 先代から続くこだわりの逸品！やみつきさんま

昆政商店 鈴子町 人気商品は子持ちめかぶ、塩味ホヤ、美味しい筋子

七兵衛屋商店 鈴子町 何かの時は七兵衛屋商店へとおもわれる店でいたい

成田商店 鈴子町 海産物を豊富に取り揃えております

野村商店 シープラザ店 鈴子町 品揃え豊富に取り揃えております

宮川商店 鈴子町 旬の魚を揃えております

六串商店 鈴子町 自家製商品を販売してます

ヤマキイチ商店 平田 泳ぐほど新鮮なホタテを全国に発送しています

釜石タクシー 大町 マスク着用や消毒を行い御利用お待ちしてます

青葉タクシー 小川町 地域の皆様のお役に立ちたいと云う心で

スクー・文化タクシー 中妻町 アルコール洗浄だけでなくオゾン発生器でウィルス対策も万全

レーベン運転代行 甲子町 営業時間外も予約での対応も可能です

いろは運転代行 中妻町

レンタカー トヨタレンタリース岩手 釜石駅前店 鈴子町 全車両除菌をし安心安全にご利用いただけます

旅行 岩手旅行社 大渡町

エプロンハウスHOT 大町 ご利用のお客様には当店カードポイント2倍です

くにや商会（928） 大渡町 テレビコマーシャルでおなじみの黒い店くにや

kotojiya  −ことじや− 大渡町 エール券でお買い物の方10％off

小松屋 大渡町

リビングハウスこんの 大渡町 お母さんの店として少量多品で何でも揃えられる店として創業24周年になります

レディス山形屋 大渡町 ミセスのファッション・バック・肌着（2000円以上で洗えるマスク進呈）

照井呉服店 小佐野町

西川ショツプ21 新町

クリオネ 鈴子町

ファッションハウスCOCO 鈴子町

レディスABE 鈴子町 婦人服、靴、小売業

高砂リース 只越町

金森ふとん店 游眠館 中妻町 布団のお手入れはお済みですか？何でも相談して下さい

東京靴流通センター 釜石中妻店 中妻町 子供から大人までの靴、スニーカー 大型販売店

コナカ 釜石店 野田町 商品券と併せて下取りも是非ご利用下さいませ

森永牛乳釜石販売店 大平町

アンジェリック洋菓子店 大町

maruwa mart（マルワマート） 大町 企業様向けの美味しいお弁当を各種販売しています

工藤精肉店 大渡町

佐々木仁平商店 大渡町 農家さんから厳選仕入れ販売、配達を承ります

永野商店 大渡町

本家かまどや 大渡店 大渡町 配達やご来店限定でお得なスタンプカードも実施中

藤井商店 上中島町

やまこ酒店 上中島町

浜千鳥 小川町

翁堂 小佐野町

福地フラワー 鈴子町 安いよ！安いよ！美味しいよ！

釜石畜産 只越町 釜石市内で唯一「小形牧場牛」の取扱店

お茶の丸山園 中妻町 エール券ご利用分ポイント3倍！配達もしています（日曜日は除く）

新里商店 浜町 配達します。

ヴィヴァヘアデザイン 大町 当店のご利用は事前にネット予約が必要です（24時間365日予約可能）

カットクラブ ドゥーダ 大町 新型コロナウイルス対策実施中です

hair space mue（ヘアースペースミュウ） 大町

富士理容所 大渡町

シュシュリア 源太沢町

スペース エヴァ 小佐野町

理容アベ 小佐野町

ヘア クリエイション オズ 鈴子町

理容くまがい 中妻町 　

クラフトかたくら 只越町 オーダー家具も取り扱っています

片倉商店 中妻町 新型コロナウイルス感染症対策は万全です

ガス機器・住宅設備 釜石瓦斯 鈴子町 ショールーム「Smasse」(スマッセ）最新ガス機器など展示中！

しもふさ電器 鵜住居町

ヨーカ電気 小佐野町

アイ・デン 桜木町

ケーズデンキ 釜石店 鈴子町

荒井電気商会（EMSアライ） 只越町

菅原紙器 大渡町 マスク、消毒用アルコール、衛生用品またテイクアウト容器も取り揃えております

きくちや 大渡町 エール券ご利用で次回10％割引券進呈

みつわや本店 上中島町

土産品・食料品・ギフ
ト

スナック・軽飲食

キッチンカー

ホテル・旅館・パン
ション

家具・室内外装飾

家電販売・修理・電気
工事

タクシー

運転代行

衣料品・呉服・寝具・
小物・貸衣装・雑貨

食料品・菓子・茶・酒

理美容・エステサロン

玩具・文具・包装資
材・ギフト



サンワ 野田町 贈り物と楽しいくらしに・・・

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

岩手中京医薬品 鵜住居町

中田薬局 松倉店 甲子町 コロナ関連商品各種取り揃えております

中田薬局 上中島店 上中島町 コロナ関連商品各種取り揃えております

中田薬局 小佐野店 小佐野町 コロナ関連商品各種取り揃えております

ハロー薬局 中妻町 コロナ関連商品各種取り揃えております

合澤薬店 平田 体の中から外から元気ときれいをお届けします

中塚自転車商会 大町

グランドスラム  すくらんぶる　 甲子町

タイヤセンター釜石 甲子町

マルショウ 甲子町 自動車のことならなんでもご用命下さい

岩手オートリサイクルセンター 平田 格安スタッドレスもあります！！

ニコー商会 大町 手づくりマスク材料・ミシン販売・修理

はんこの店かわさき 中妻町 期間中購入総額の5％現金還元いたします

MESA 嬉石町

田丸スポーツ 大町

レンズセンターコティー 大町

ジュエル 大渡町

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

弐萬圓堂 釜石店 鈴子町 眼鏡一式１万円（税別）〜、補聴器相談会開催中

光陽写真 只越町 あなたの写真生活を全面サポートいたします

カメラの後藤 中妻町 高品質プリント・親切対応いたします

花 花あしらい 鈴子町

桑畑書店 大町

及新書店 サンパルク店 上中島町 ポイントカード会員募集中
中古本・トレーディングカード 松坂屋 とれぱに店 大渡町

東海印刷所 大町

富士印刷所 大町

松坂屋キーコーナー 大渡町

三陸テクノ 鈴子町 PC,ネット等でお困りの際は是非連絡を！

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 近くて便利　セブンイレブン

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

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

イオンタウン釜石1F さわや書店 港町

アスビーファム 港町

anyFAM anySiS 港町

ヴィレッジヴァンガード 港町

エステール 港町

大戸屋ごはん処 港町

きりきり善兵衛 港町

Greenn ParKs topic 港町

サーティワンアイスクリーム 港町

シューラルー 港町

東京きもの愛 港町

ドトールコーヒーショップ 港町

南部屋敷 港町

はなまるうどん 港町

ペッパーランチ 港町

マジックミシン・リアット！ 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

吉野家 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

ビットコ 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

リブルマルシェ 港町

リラクゼーションスペースurara 港町

マルイチ 鵜住居店 鵜住居町

キクコウストア 甲子町

マルイチ サンパルク店 上中島町

ジョイス 釜石店 新町

マイヤ 釜石店 鈴子町 くらし提案型スーパーマーケットです

マイヤ 野田店 野田町 くらし提案型スーパーマーケットです

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

ツルハドラッグ 釜石店 只越町

薬王堂 釜石店 野田町

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

観光案内所 釜石観光総合案内所 鈴子町 市内の観光情報はこちらで！電動レンタサイクルもご利用できます

クリーニング

化粧品・薬・健康食品

自転車・バイク・自動
車・用品・整備

手芸用品・ミシン・印
章

ホームセンター

時計・メガネ・コンタ
クトレンズ・宝飾・カ

メラ

本

印刷

鍵複製・パソコンサー
ビス

コンビニエンスストア

ドラッグストア

イオンタウン釜石2F

スポーツ用品

イオンタウン釜石3F

スーパーマーケット

玩具・文具・包装資
材・ギフト


