
女川町コロナ対策商品券のご利用方法

●商品券は登録された取扱加盟店で使用できます。裏面の取扱加盟店一覧にて
ご確認の上ご使用ください。

●使用有効期間は令和３年11月１日㈪から令和４年１月31日㈪までです。

女川町より町民１人5,000円分＋１世帯5,000円分（１枚1,000円分の商品券５枚１セット）の商
品券を交付致します。
・基準日：令和３年９月末時点で本町に住民登録をしている方。
・町民の皆さまへの商品券の交付は使用期間の開始日（11月１日）までにゆうパックにて送付致します。
封筒には商品券１セット（世帯主は２セット）、ご利用案内、割増型購入券が同封されており、商品券
利用の注意事項や取扱加盟店が掲載されておりますのでご確認の上ご使用ください。

※商品券の配達完了には１週間程度要しますので、あらかじめご理解願います。なお、郵便局の不在通知等
の問い合わせについては、直接郵便局あてにご連絡いただき、郵便局から商品券をお受け取り願います。
（役場及び商工会では商品券の配達・保管は行っておりません。）

10割増商品券を販売致します。（１枚1,000円分の商品券５枚１セット5,000円分を2,500円で
販売）
・購入上限は１人１セットとし、購入券を交付型商品券に同封致します。
・令和３年10月30日㈯より「女川町まちなか交流館」にて町民の皆さまに先行販売致します。
・町民先行販売期間は令和３年10月30日㈯～令和３年11月14日㈰までです。（令和３年11月９日㈫は休
館日となりますので販売は行いません。）
・町民先行販売期間内に購入券を持参いただければ必ず購入できます。
・販売時間は平日10:00～18:00、土・日・祝日は10:00～16:00です。

　女川町では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた町内経済の活性化及び町内で
の消費の活性化を図るため、商品券（交付型・割増型）の交付・販売を行うものです。

発 行　女川町役場・女川町商工会

女川町
コロナ対策商品券
ご利用案内

女川町
コロナ対策商品券
ご利用案内

交

　付

　型

割

　増

　型 商品券が
使えるお店は
このポスターが

目印！

女川町民の皆さまへ

●購入上限は1人1セットと致します。
●全町民分発行しておりますので、町民先行期間内であれば必ず購入
することができます。新型コロナウイルス感染症対策のため可能な
場合は平日混雑しない時間に購入いただきますようご協力をお願い
致します。
●商品券購入の際、現金払いのみとし、購入券の紛失や未所持の場合
は販売致しかねます。
●購入券の有効期限は11月14日㈰までとなり、その後購入券は無効
となりますのでご注意ください。
●町民先行販売後、商品券の残数がある場合は後日一般販売を行う予
定としております。詳細は新聞折込やHPにてご確認ください。

注 意 点



女川町商工会  〒986-2265 女川町女川二丁目65番地２  ☎0225-53-3310

◆◆◆商品券取扱加盟店一覧◆◆◆

お問い合わせ

令和３年11月１日現在

店　舗　名 事 業 内 容
●相喜フルーツ 青果物・食品・海産物
●アイ美容室 美容一般
●㈱赤間商会 灯油及びガス機器・石油機器
●あさの八百屋 青果物・食品移動販売
●阿部造園 造園業・植木剪定・草刈り払い等
●阿部とうふや酒店 酒・食料品・雑貨
●㈱アミックス 石油製品販売
●あらどっこい 移動型ラーメン販売
●いかや 水産加工品製造販売・飲食業
●居酒屋カフェ M 飲食業
●居酒屋典典 海鮮丼・海鮮料理・天丼
● IZAKAYA ようこ 飲食業
● IL GABBIANO ナポリ ピッツァ
●うお圭 移動販売・鮮魚・精肉・食料品販売
●うたごえ喫茶そらおと 飲食業
●㈲梅丸新聞店 河北新報・朝日・毎日・日経・スポニチ・ニッカン
●エステサロン アリエッタ エステ・化粧品販売
●エステサロン Sphere フェイシャルエステ・化粧品販売
●㈱生出漁網店・オイデ釣具店 釣具・釣餌・釣船・漁業資材各取扱
●㈱オーテック 情報機器販売
●岡果菜専門店 青果物食料品販売
●おかずや食堂 飲食業
●お魚いちば おかせい お寿司・鮮魚販売
●おちゃっこクラブ・
　　　　ダイヤモンドヘッド

ナポリタン・カレー・ソフトクリー
ム・生ビール他

●女川海の膳 ニューこのり 飲食業
●女川温泉ゆぽっぽ 日帰り入浴施設・物産販売
●女川～金華山航路 潮プランニング 海上旅客運送業
●女川魚市場食堂 飲食業
●女川水産業体験館

あがいんステーション お土産品販売・水産業体験

●女川町観光協会 お土産品販売
●女川電化センター 家電販売
●㈱ onagawa factory 木製雑貨・アクセサリー・お菓子
●㈱女川モータース 自動車整備・販売
●㈱小野寺茶舗 お茶・茶器販売
●オプションタイヤ川添 タイヤ販売・修理
●㈲海逢 鮮魚・貝類・加工品販売
●梶原理容所 理容業
●㈲片倉商店ハマテラス店 水産食料品・製造販売
●カットハウス ブラウン 理容業
●克丸鮮魚 鮮魚販売・飲食
●兼宮商店浜焼きコーナー 飲食業
●カフェ・ごはん・セボラ 飲食業・ランチ・雑貨類
●蒲鉾本舗髙政
　　　　　  女川本店 万石の里 かまぼこ販売

●蒲鉾本舗髙政
　　　　　シーパルピア女川店 かまぼこ販売

●カラオケスナックみちくさ 飲食業・カラオケ
●ガル屋 Beer 飲食業・ビールバー
●木村電機 家電（全メーカー取扱可）
●きらら女川 菓子製造・飲食
●金華楼 飲食店・ラーメン等
●串焼きたろう 海鮮串焼き・やきとり
●熊谷酒店 日本酒・焼酎・伝統調味料
●小岩井乳業女川販売店 乳製品小売
●㈱黄金タクシー タクシー業
● Gozainn 飲食業
●コバルトーレ女川サポーターズパーク スポーツグッズ
●佐々木釣具店 釣具・釣えさ・釣船
●佐藤貞商店・

小さな珈琲屋さん GEN
食料品雑貨品販売・日替りランチ・
軽食・珈琲

●㈱サワダヤ 文具・事務用品販売

店　舗　名 事 業 内 容
●三秀 飲食業
●さんまのヤマホンハマテラス店 水産加工品販売
●㈲サンヨー自動車販売 自動車販売・整備・鈑金塗装
●三陸石鹸 KURIYA 石鹸製造販売
●三陸無線商会 家電販売
●シーパル女川汽船㈱ 海上貨客運送業
● Sugar Shack デザイン・飲食業
●酒飯処かぐら 飲食・季節の刺身・焼魚等
●食事処おじか 飲食業
●スーパーおんまえや 飲食料品販売
●㈲聖花園 仏壇仏具・線香・ローソク
●ダイシン＆かふぇさくら 婦人服・喫茶
●髙橋商店 小売業・酒類他
●茶呑処かんの 飲食業
● TEAVER TEAFACTORY 飲食・日本茶・紅茶
●手打ちそば・和食処 花菖蒲 手打ちそば・和食全般
●㈱中浩水産 水産加工業・ホヤ・タコ・ツブ
●ナカタニ電器 家電販売
●なりたや 飲食業・牛タン・定食類・ラーメン・めん類
● near by stadium 美容室
●野口商会 二輪販売・修理
●パーマ屋ありす 美容業
●売店　桜の会 食品・雑貨
●ハイブリッジ ダイビング業 ･ 器材販売・雑貨
●パソコンレスキュー女川 パソコン操作指導・トラブルサポート・ネットワーク設定
●パナックきむら 家電製品販売・修理・住宅設備商品
●華夕美 旅館業
●はや美印刷所 チラシ・伝票・封筒・はがき・名刺・ポスター
●㈲針の浜屋 酒・食品雑貨・灯油
●㈲平初鮮魚店 鮮魚・乾物
●ファッション マツヤ 婦人衣料
●ファミリーマート女川中央店 コンビニエンスストア
● Food truck Olive キッチンカー・ポテト類
●フラワーショップさとう 生花販売
●ふらわ～しょっぷ花友 生花・雑貨
●ぶんぶん＆杜華 飲食業・中華料理とやきとり
●弁当・下宿 すずきや 弁当製造販売・下宿業
●弁当のかどや 弁当販売・食料品・雑貨の販売
●㈲報武工務店 新築・リフォーム
●㈲芳文堂 事務用品・雑誌・印鑑・ゴム印
●ほていや商店 酒・食品
●本のさかい 書籍
●まぐろ屋明神丸 飲食店・海鮮丼
●マザーポートコーヒー女川店 飲食業・コーヒー・ドーナツ
●マルキチ阿部商店 水産加工品製造・販売
●丸五商事㈱本店 LPガス・石油・ガス機器
●丸五商事㈱マリノおながわ SS ガソリン・軽油・灯油・車関連用品
● MARUSAN 衣料品・作業服・カーテン他
●㈲三重商会 機械工具・船具・塗料販売
●みなとまちセラミカ工房 スペインタイルの絵付け体験・販売
●八百東商店 精肉・惣菜販売
●焼肉幸楽 飲食店・焼肉
●ヤナギ理容室 理容業
●㈲山裕設備工業 土木・管工事業
● Yume Wo Katare Onagawa ラーメン店
●洋食レストランりぼん パスタ・鹿肉のハンバーグ・ピザ・ローストビーフ丼
●横井米店 米・石巻日日新聞取扱
●理容ヨコヤマ 理容業
● Room 美容業
●ワイケイ水産㈱ 水産加工・さんま・銀鮭加工品製造

割増型のみ使用可能
●ツルハドラッグ宮城女川店 医薬品・化粧品・雑貨・食品販売

交付型・割増型どちらも使用可能


