
ケムリノアブサン 藤寿し

魚介料理 銀鱗 丸源ラーメン 多賀城店 梅月堂菓子本舗

岡崎洋服店 珈琲館 多賀城店 消費者マート ささはら

小畑時計店 焼肉ふるさと ㈱ミラックマツヤ

くすりのポニー ささき寝装店

MURATA 理容まこと

時計.宝石コンノ 石垣精肉店 あとりえFuji(理容店)

和酒処 はなつる とんちん館 ヘアーサロン ちば 

美容室 癒心 今野商店

うなぎ山ざき 多賀城交通㈱ 和食の小島

とんかつ一代 はちみつ屋

串揚げ 串まろ 祐文堂

こむかい

すしの貴伸 食道苑

ハッピーランチ カサン

食事処むつごろう  ちんりゅう  つつみ屋 レインボー

ヨイトマケ真 つぼ八 多賀城店

スポーツショップイトウ 一歩

焼肉 吉田屋 ぐりーんてぃと器 和

どんぶりや 白寿殿 多賀城

よしつね

いわい食堂

史跡の灯り 鳥善

スナック ＥTSUKO  洋服の⻘山 多賀城店

かつ庄 多賀城店 ダスキンアズミ

時遊館 多賀城店 プチ・トリアノン

寧々家 多賀城店 えぷろんハウス

カルビ大将 多賀城店 炭焼処 多幸

和風ダイニング桜木 多賀城やきとり タカ櫻

（八幡） 和食 遊膳 縁楽

呑み喰い処 呑喜

美容室あっぷる アミーゴ 多賀城

栄太楼 多賀城店

だいご寿司

㈱小野屋酒店

ミートショップさくらい

ぱれっとはうす

大代飯店

とりふじ弁当

スナック あんず

美容室アミティ

フローリスト 一玄 大代店

小料理 初

スナック来
ら

ん

㈱松島蒲鉾本舗 多賀城工場

アンティーズ コレクション

つがるの味っこ な・ど・わ 

ホテルキャッスルプラザ多賀城

とろり天使のわらびもち多賀城駅前店

白洋舎八幡チェーン店アンツーク荒川

（大代）

ふぁみりーらーめん げんこつや

炭火旬菜 いちゃりば

［多賀城・地元取扱店］

※地元取扱店限定券（赤い色の券）と全取扱店共通券（緑色の券）のどちらでも使えます。

うまい鮨勘 ゆとろぎ多賀城店

スーパー銭湯極楽湯 多賀城店

ちょっと寄り道 ”ほほえみ”

お仏壇・お墓のごんきや多賀城店

自然派洗濯工房 nature ㈲白石クリーニング商会

ヘアー ファクトリー ハートランド

らーめん専門店 東龍 多賀城店

（桜木・栄・町前・明月）

のんで たべて うたって メロディハウス ハニー

カットｱﾝﾄﾞレディースシェイブ「エカーズ」

カットハウスロード多賀城店

ダスキンヘルスレント多賀城ステーション

令和4年度　多賀城・七ヶ浜町
たがもん・ボーちゃんスーパープレミアム商品券

取扱店リスト一覧

ベーカリーカフェ こうあん

（伝上山・鶴ヶ谷）（八幡）

ブックスなにわ多賀城店

クリーニングランド チヨダ 

中国料理 満州園 多賀城店

㈲平蔵屋石油店 大代給油所



ミウラ薬局 ベストフード はちや

庄子米店 美彩ダイニング湯田

マキ米穀店  中華飯店 峰 ささき接骨院

ベル 多賀城 ⻲喜寿司

ボーヴル SEKICYCLE あずみのクリーニング店

やきとり大吉多賀城店 今野屋 多賀城店 くすりの高橋

城伸寿司 洋菓子の店 ティファニー

クリッツ美容室

シューズキクヤ  多賀城フラワー本店 まぼろし海鮮 陸奥

ハッピー薬局 炭火焼肉 とんちゃん亭

リビングハウスもんま  訪問マッサージうたたね

ミヤデンおおいずみ しまむら 高橋店 米粉パン トゥット
居酒屋 楽 NAIL SALON  jogata さかなの茄子屋

だいにんぐ 和然遊 野本園茶舗

イチューわた・ふとん店 平禄寿司 多賀城⻄店 ヘアーサロン ピュア

喫茶ノンノン ラーメン鶏華 海鮮居酒家 和み家 分店

中華飯店 三島屋 Salon Seeʼｓ Ｈouse

和歌珈琲

一松寿司 ㈱三立 多賀城センター

塩釜東光タクシー

たなばたけ 多賀城店

やきとり大吉多賀城高崎店

イタリア食堂 アッラミア

PUBLIC HOUSE 多賀城

グリーンゲイブル

旬菜家 松平

Antique Cafe OLDTIME

㈱ベルシステム

イオン多賀城店

やまや 多賀城高橋店

㈱ヤマザワ多賀城店 やまや 多賀城店

ヤマザワ 汐見台店

㈱⻄友 汐見台店 薬王堂 多賀城山王店

セブン-イレブン多賀城中央店

DCMホーマック 城南店

マツモトキヨシ多賀城城南店

ツルハドラッグ多賀城町前店

ツルハドラッグ多賀城店

DCMホーマック多賀城東店

ファミリーマート多賀城鶴ヶ谷店

ファミリーマート多賀城駐屯地店

ファミリーマート多賀城留ヶ谷店

㈱カワチ薬品 多賀城店

マツモトキヨシ多賀城八幡店

Cakeの店 ファソン・ドゥ・ドイ

（下馬・笠神）

ファミリーマート多賀城高橋二丁目店

ファミリーマート多賀城山王店

ファミリーマート多賀城育英高校前店

ファミリーマート多賀城大代店

ファミリーマート七ヶ浜境山店

ファミマ‼多賀城図書館店

ミニストップ七ヶ浜汐見台店

ローソン多賀城大代六丁目店

※地元取扱店限定券（赤い色の券）は使えません。全取扱店共通券（緑色の券）のみ使えます。

みやぎ生活協同組合 多賀城店

みやぎ生活協同組合 高砂店

みやぎ生活協同組合 大代店

コジマ×ビックカメラ多賀城店

蔦屋書店 多賀城市立図書館

ドラッグヤマザワ多賀城店

セブンイレブン多賀城高橋店

セブン-イレブン多賀城大代5丁目店

［コンビニエンスストア］

セブンイレブン多賀城八幡４丁目店

セブンイレブン多賀城桜木店

（山王・高橋・新田）

※地元取扱店限定券（赤い色の券）と全取扱店共通券（緑色の券）のどちらでも使えます。

洋菓子店 ピュイダムール

㈱気仙沼商会 多賀城店 

本格遠赤焙煎珈琲 まめ福

エクセルサロン プリーマ

多賀城味噌製造所 みそらの郷 

ツルハドラッグ桜木店

セブン-イレブン多賀城新田店

ドラッグヤマザワ汐見台店

㈱ヤマダデンキ テックランド多賀城店

［大型店］（1,000㎡以上）

㈱ヨークベニマル多賀城店

（中央・浮島）

セブン-イレブン多賀城浮島店

ホルモンゆうちゃん

セブンイレブン多賀城下馬店

セブン−イレブン多賀城笠神４丁目店

セブンイレブン多賀城高崎３丁目店

セブン・イレブン多賀城中央三丁目店

自動車バッテリー出張交換 いてつロードサービス

ファミリーマート多賀城八幡店

ファミリーマート多賀城栄店

ファミリーマート多賀城笠神店

エステ・リラクゼーションおうちサロン-M・R-

インドレストラン ガネーシャ多賀城店

ギフトショップ すずこう

ギフトショップ１年３組

グリーンライフコーヒーロースター多賀城店

㈲サンフラワーショップ花門

コミュニティカフェ タガの柵
ki

 東北コミュニティツーリズム



丸要畜産㈱ ㈱佐藤米穀店 よこざわ釣具店

㈲大成商事 花渕給油所 ミヤデン マルリュウ

軽食ももか うみの駅 七のや 理容室アートヘアー

中華料理 湊飯店 ㈲マルエイ商店

plazaグループほし SHICHI NO CAFE＆PIZZA サコ洋品店

㐂ぜん寿司 レストラン ミア・マードレ

㈲平蔵屋石油店 七ヶ浜給油所 菜菜ｃａｆｅ＊キリカブ 熊ちゃん八百屋

稲妻呉服店 浜しんラーメン  ㈱富士タクシー

そば処 日和 我妻商店 寿司喜

渡辺勝政商店 ㈲かいもん 白寿殿 七ヶ浜

和食家 ＴＡＤＡ ㈲松島屋海苔店 かんの写真店

太宰商店 佐藤魚店 ステージパスマルシェ

㈲鈴市商店 とんかつ すず広

浜の七光り

星のり店 La côte Kohama

せんとや S 405小浜珈琲焙煎所

美容室 Coo

はらから福祉会みお七ヶ浜

  ※大型店については対象地域内にある店舗の総面積での取扱いとなります。

  ※取扱店は２０２２年８月１日現在のものです。

  ※取扱店は追加・変更することがあります。

  ※最新の取扱店は、店舗に貼られるステッカーで確認願います。

SHICHI  NO HOTEL（シチノホテル）

カフェレストランＳＥＡＳＡＷ

エステティク サロンド⻄

※地元取扱店限定券（赤い色の券）と全取扱店共通券（緑色の券）のどちらでも使えます。

㈲斎藤商店 サーフサイドセルフ七ヶ浜給油所

（湊･松ヶ浜･菖蒲田・汐見台）

［七ヶ浜町・地元取扱店］

（遠山･境山）（花渕･吉田･代ヶ崎）

ルアナガーデンプレイス

安住クリーニング遠山店 


