
●商品券は取扱加盟店において使用有効期間内に限り使用可能です。（有効期限を過ぎた場合は無効に
なります。）
●商品券を利用の場合、釣銭は支払われません。
●商品券で購入した商品について不良品以外の返品はできません。
また、現金及び当該商品券による返金はできません。
●商品券は他の商品券、ビール券、図書券、切手、印紙やプリペ
イドカード等の換金性の高いもの、たばこ（電子たばこ含
む）、病院等医療費（処方箋による薬剤等を含む）、事業活
動に要する仕入れ等の経費の支払い、国・公共団体への公共料
金の支払いには使用できません。
●商品券の紛失及び盗難等に対し、女川町及び女川町商工会は一
切その責任を負いません。
●取扱加盟店名が記入してあるものは、使用できません。
●商品券は偽造防止加工が施されております。
●その他注意点等につきましては同封されております商品券の裏
面をご確認下さい。

女川町経済活性化商品券のご利用方法

女川町経済活性化商品券利用の注意点

　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
化と物価高騰に対する消費者の消費喚起を図るため、女川町民の方には商品券
の交付を行います。

発 行　女川町役場・女川町商工会

女川町民の皆さまへ

女川町経済活性化商品券
ご利用案内

女川町経済活性化商品券
ご利用案内

町民向け

地元券 1,000円

共通券 1,000円

×８枚　県外に店舗を展開する全国チェーン店以外で利用可能
　　　　　  ※但し、地元資本によるフランチャイズ店、ボランタリーチェー
 ン店は除く
×２枚　全ての加盟店で利用可能

商品券10,000円分 １枚1,000円分の商品券
10枚１セット

基準日：令和４年10月末時点で本町に
　　　　住民登録している方

●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
上ご使用下さい。
●使用有効期間は令和４年12月１日㈭から令和５年２月28日㈫までです。



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４年12月１日現在

店　舗　名 事 業 内 容
● RV パークおながわ＆浜焼きコーナー 飲食業
●相喜フルーツ 青果物・食品・海産物販売
●アイ美容室 美容一般
●㈱赤間商会 石油・プロパンガス販売・石油・プロパン機器類販売
●味の館 金華楼 飲食業・ラーメン等
●阿部造園 造園業
●阿部とうふや酒店 酒・食料品・雑貨
●㈱アミックス 灯油・ガス機器・石油機器
●居酒屋カフェ M 飲食業
●居酒屋典典 昼はランチで海鮮丼などを提供・夜は居酒屋で海鮮を中心に飲食を !
● IZAKAYA ようこ 飲食業
● I L GABBIANO ナポリピッツァ・イタリア料理
●うお圭 移動販売車（鮮魚・精肉・食料品）
●うたごえ喫茶そらおと 飲食・焼菓子・駄菓子・布小物・発酵食品
●㈲梅丸新聞店 河北新報・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞等・印刷・折込・新聞広告
●エステサロン Arietta フェイシャルエステ・化粧品販売
●エステサロン Sphere フェイシャルエステ
●㈱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 情報サービス業
●おかずや食堂 飲食業・御食事・テイクアウト
●お魚いちば おかせい 女川本店 鮮魚・海鮮・寿司
●おしゃれ衣料マツヤ 主に婦人衣料
●お食事処 いかや 飲食業・お土産品販売
●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・コーヒー・生ビール
●女川魚市場食堂 飲食業
●女川海の膳ニューこのり 飲食業
●女川温泉ゆぽっぽ 日帰り温泉・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 　　
●女川水産業体験館 あがいんステーション お土産品販売・水産加工体験
●女川町たびの情報館ぷらっと お土産・シーパルちゃんグッズ等
●女川電化センター 家電製品販売・修理
●㈱ 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 各種銘茶・茶器・お茶請け
●オプションタイヤ川添 商用・乗用タイヤ販売
●貝船 山岸丸 カキ・ホヤ・ホタテの通販（OWL・楽天市場・アマゾン）
●カジワラ理容所 理容業
●㈲片倉商店ハマテラス店 ウニ・ほや・牡蠣・アワビ・ナマコ販売
●カットハウス ブラウン 理容業全般
●克丸鮮魚 ホタテ・鮮魚・海鮮丼・焼魚などの定食も販売を行っています。
●かどや 食料品・雑貨
●カフェ・ごはん・セボラ ランチ・ドリンク・スイーツ等・お土産・オリジナルグッズ
●カプリサロンド 美容業
●蒲鉾本舗髙政女川本店万石の里 練製品販売
●蒲鉾本舗髙政シーパルピア女川店 練製品販売
●ガル屋 女川クラフトビール
●キッチンきむら 飲食業・軽食・洋食全般
●木村電機 家電販売（全メーカー取扱 )・修理
●きらら女川 さんまパン・おからかりんとう・しゃぶしゃぶわかめ等
●串焼きたろう 海鮮串焼き・やきとり・牛串焼き
●くまがい酒店 日本酒・焼酎・伝統調味料
●小岩井牛乳女川販売店 乳製品販売
●㈱黄金タクシー タクシー業
● Gozainn 飲食業
●コバルトーレサポーターズパーク スポーツグッズ
●さくら運転代行 運転代行
●佐々木釣具店 釣具・釣エサ小売販売・釣船斡旋
●㈱サワダヤ 文具・事務用品販売
●三秀 飲食業・ラーメン・丼・飯類
●さんまのヤマホン ハマテラス店 さんまや銀鮭などの加工品
●㈲サンヨー自動車販売 新車・中古車販売・車検・修理・鈑金・塗装
●三陸石鹸工房 KURIYA　　　　　洗顔石鹸（アレルギー敏感肌用 )・アロマ石鹸などの製造販売
●三陸無線商会 電気屋

店　舗　名 事 業 内 容
●シーパル女川汽船㈱ 海上貨客運送業 　　
● Sugar Shack 飲食業・バー・デザイン
●酒飯処 かぐら 居酒屋・季節の料理・飲料・日本酒・アルコール飲料
●食事処 おじか 飲食業
●スイーツ専門店 Dessert titi 菓子製造業
●スーパーおんまえや 飲食料品販売
●すずきや 弁当製造販売・下宿業
●炭火焼き牛たん 食事処なりたや 飲食業
●㈲聖花園 葬祭業・仏具用品・お線香・ローソク
●セブンイレブン女川バイパス店 コンビニエンスストア
●セブンイレブン宮城女川店 コンビニエンスストア
●そば・和食処 花菖蒲 手打ちそばと和食
●ダイシン＆かふぇさくら 喫茶・婦人服・雑貨・学校用品
●髙橋商店 小売業・酒類他
●小さな珈琲屋さん GEN・佐藤貞商店 日替りランチ・軽食・珈琲・食料品雑貨品販売
● TEAVER TEA FACTORY 飲食業・茶葉の販売
●㈱中浩水産 水産加工業・ホヤ・タコ
●ナカタニ電器 家電販売
● Near by stadium 美容業
●野口商会 自転車バイク販売修理・出張修理も致します。
●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 ダイビングショップ・器材販売・潜水指導
●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・取付工事・修理
●華夕美 旅館業
●はや美印刷所 名刺・はがき・封筒・チラシ・伝票・ステッカー・冊子
●㈲針の浜屋 酒・食品・菓子・飲料・灯油
●㈲平初鮮魚店 鮮魚販売
●ファミリーマート女川中央店 コンビニエンスストア
●フーズショップあさの 食品・青果物移動販売
● Food truck Olive キッチンカー販売・ロングポテト・たこ焼き・チュロス・チーズキャンドル
●フラワーショップさとう 生花販売業・切花・鉢花・雑貨等
●ふらわ～しょっぷ花友 生花小売業・切花・鉢物・ガーデン・インテリア雑貨・キャンドル
●ぶんぶん＆中華杜華 飲食業・やきとりと中華料理
●㈲報武工務店 住宅リフォーム・耐震診断・耐震改修・手すり取付などの住宅改修
●㈲芳文堂 事務用品・雑誌
●ほていや商店 小売業・酒類・食品
●本のさかい 本屋さん
●まぐろ屋明神丸 飲食業・海鮮丼
●マザーポートコーヒー女川店 飲食業
●㈲マルキチ阿部商店 水産加工品の製造・販売
●丸五商事㈱本店 LP ガス・灯油・産業医療用ガス
●丸五商事㈱マリノおながわ SS ガソリン・灯油・軽油・自動車用品・洗車・コーティング作業一式
● MARUSAN 衣類・雑貨
●㈲三重商会 船具塗料・配管材料工具販売
●みなとまちセラミカ工房 スペインタイル雑貨販売・制作体験
●八百東商店 精肉・惣菜
●焼肉幸楽 飲食業・焼肉
●ヤナギ理容室 理容業・頭髪の刈込・女性の方の顔そり等お気軽にお出で下さい。
●㈲山裕設備工業 管工事・土木工事等
●洋食レストランりぼん パスタ・ピザ・海鮮ミックスフライ・鹿肉ハンバーグ
●横井米店 米・石巻日日新聞（夕刊）取扱
●ラーメン荘 ヤマロク 飲食業・ラーメン店
● RIVERSON サーフィン用ウェットスーツ製造・販売
●理容ヨコヤマ 理容業
● Room 美容室
●㈱和田商店 水産加工業・寒風ほや・さくらの舞等

共通券のみ使用可能
●ツルハドラッグ宮城女川店 医薬品・化粧品・食品・雑貨販売

地　元　券　・　共　通　券


