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衣料 

店舗名 店舗住所 電話番号 

レディース・カマタ 石巻市伊原津２－１０－５０ 0225-93-8990 
チャールス 石巻市宜山町４－１３ 0225-93-1236 
ＬｅｓＣｏｕｒｓ ｐａｒ ＹＵＲＩＡＮＡ 石巻市恵み野５－４－１２ 0225-23-5070 
シャロン 石巻市穀町１２－２４ 0225-96-2789 
ＳＡＩＴＯ 石巻市鹿妻南１－３－１２ 0225-96-3202 
フジヤ 河北店 石巻市成田字一本杉４１－１ 0225-62-3695 
フジヤ あゆみ野本店 石巻市あゆみ野５－１－１０ 0225-95-3511 
ジョナローザ 石巻市中央１－６－２ 0225-93-4702 
トップモード とも 石巻市中央２－７－５ 0225-93-7504 

大町品川や 石巻市中央２－９－５ 0225-93-6711 
えりこう 石巻市鋳銭場１－６ 0225-22-4766 
ファッション エレガンス 石巻市渡波町１－７－２ 0225-97-4688 
ＢＡＢＹ ＦＡＣＥ 石巻市桃生町中津山字下四軒５１－１ 0225-76-3330 
カールスバッド 石巻市恵み野４－１５－１３ 0225-96-1705 
ＢＡＲＲＥＬ 石巻市立町１－７－１ 0225-22-1249 
クリーク・フォー・レディス 石巻市立町２－５－５ 0225-24-6882 
レイダース 石巻市立町２－６－２６ 0225-93-9663 
ＢＯＵＴＩＱＵＥ ＢＡＫＵ 石巻市立町２－７－２０ 0225-95-4890 
富久屋 石巻市立町２－７－８ 0225-23-1022 
孫太屋 石巻市和渕字和渕町８８ 0225-72-3067 
はいからや 石巻市山下町１－５－２０ 0225-25-7080 
モードキックス 石巻市中里３－３－１８ 0225-96-9639 
メンズファッションツルタ 石巻市中里４－１１－１９ 0225-22-3721 

 

カー用品 

店舗名 店舗住所 電話番号 

タイヤランド石巻北 石巻市鹿又字伊勢前１０４－３ 0225-74-2835 
アップガレージ石巻店 石巻市大街道西３－３－３９ 0225-92-5580 
イエローハット石巻大街道店 石巻市大街道西３－３－４３ 0225-92-1680 
イエローハット石巻店 石巻市南中里３－１６－２２ 0225-93-7841 
丸道タイヤ商会 石巻市門脇字捨喰６－１４ 0225-96-3035 
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金物店 

店舗名 店舗住所 電話番号 

金直金物店 石巻市中央２－９－３ 0225-22-3371 
ハンズサトウ 石巻市前谷地字高張２１ 0225-72-2030 

 
呉服 

店舗名 店舗住所 電話番号 

亀七呉服店 石巻市中央２－４－１８ 0225-22-0506 
京屋 石巻市中央２－７－１０ 0225-22-0727 

 

スポーツ・アウトドア用品 

店舗名 店舗住所 電話番号 

佐々木体育 石巻市丸井戸３－１－６ 0225-94-1378 
早川運動具店 石巻市前谷地字横須賀１０４－３ 0225-72-3778 
Ｓｅｃｒｅｔ． 石巻市あゆみ野４－７－１１ 0225-23-7314 
スポーツショップマツムラ 石巻市中央３－６－６ 0225-95-2923 
Ｂ・Ｂ スポーツ 石巻市南中里３－１６－２７ 0225-98-3766 
コバルトーレサポーターズパーク  牡鹿郡女川町女川浜字大原１－４２ 0225-54-3251 
リバーソン 牡鹿郡女川町黄金５－１１ 080-6022-8781 
フリーサイドサーフ 東松島市赤井字有明２５－７ 0225-83-5611 

 

ギフト・土産 

店舗名 店舗住所 電話番号 

石巻観光協会 石巻市穀町１４－１ 0225-93-6448 
墨汁一滴 石巻市中瀬２－７ 0225-23-2238 
いしのまき元気市場 石巻市中央２ー１１ー１１ 0225-98-5539 
三政商店 いしのまき元気市場直売店 石巻市中央２ー１１ー１１ 0225-25-6255 
サン ファンショップ 石巻市渡波町字大森３０－２ 0225-24-2210 
石巻観光協会協会駅前案内所 石巻市穀町１４－１ 0225-24-6228 
あがいんステーション 牡鹿郡女川町女川２－１６－４ 0225-98-7839 
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食品 

店舗名 店舗住所 電話番号 

さかな屋 魚福 石巻市南中里２－６－３－８ 0225-94-3017 
ｆｅｅｌ 石巻市中央２－１１－１１ 0225-25-5544 
石巻うまいものマルシェ 石巻市魚町２－１２－３－１Ｆ 石巻水産総

合振興センター 
0225-25-4363 

 

メガネ 

店舗名 店舗住所 電話番号 

めがね補聴器のセガワ 石巻市あけぼの１－６－１ 0225-94-3132 
大街道コンタクトレンズセンター 石巻市大街道西２－１－２９ 0225-23-4333 
メガネハッピー 石巻市大街道北１－１－１６ 0225-96-0522 

 

化粧品 

店舗名 店舗住所 電話番号 

りらくるーむ・ひなたぼっこ 石巻市向陽町３－２７－１１ 0225-95-3766 
ギャルソン・リエ 東松島市赤井字新川前３４－６ 0225-83-4308 

 

家具・インテリア 

店舗名 店舗住所 電話番号 

ユノメ家具Ｚ 石巻店 石巻市蛇田金津町１０－２ 0225-24-6988 
家具のイトウ 石巻市中里２－１－１１ 0225-95-1100 
木村家具センター 石巻市東中里２－８－１０ 0225-93-7811 

 

家電 

店舗名 店舗住所 電話番号 

白光電機 石巻市新橋１－６５ 0225-22-0758 
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靴・履物 

店舗名 店舗住所 電話番号 

向山靴店 アイトピア店 石巻市中央２－４－１９ 0225-22-0257 
リーガルシューズ 石巻店 石巻市立町２－７－１０ 0225-96-6570 
ドッポ 石巻市立町２－５－５ 0225-22-8383 
靴のシナガワ 石巻市立町２－４－３５ 0225-22-0766 

 

雑貨・手芸 

店舗名 店舗住所 電話番号 

Ａｍｅｉｘａ 石巻市蛇田字新刈場１６３－１ 0225-92-7747 
石巻貿易 石巻市住吉町１－２－２ 0225-94-8254 
トートインテリア 石巻市大街道東１－２－３ 0225-22-9142 
ビジュたかはし 石巻市立町２－５－５ 0225-22-8011 
ｏｎａｇａｗａ ｆａｃｔｏｒｙ 牡鹿郡女川町女川浜字大原１－４ シーパル

ピアＦ－２７ 
0225-24-8612 

 

バイク・自転車 

店舗名 店舗住所 電話番号 

ダイシャリン 石巻店 石巻市蛇田字新谷地前１２６－３ 0225-95-6351 

 

書籍 

店舗名 店舗住所 電話番号 

一坪書店文庫 石巻市鹿妻南１－８－２３ 0225-90-4063 
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整備工場 

店舗名 店舗住所 電話番号 

ガレージ サイドストーン 石巻市蛇田字境塚４７－４ 0225-24-4561 
ピッカピＣＡＲ 石巻市築山１－１－５６ 0225-21-2871 
山内自動車 石巻市門脇字鷲塚１４０－５ 0225-22-3770 
丸幸商会 石巻市中浦１ー２－３４ 0225-95-8856 
アイセイオート 本社整備工場 石巻市鹿又字町浦１００－１ 0225-75-2326 
アイセイオート 石巻営業所 石巻市わかば２－１－１ 0225-92-8377 
協立塗料 石巻営業所 石巻市三ツ股２－５－６４ 0225-23-1116 
菊地モータース 石巻市三和町１１－１１ 0225-97-3535 
ミタカモーター 東松島市赤井高田８６－２ 0225-98-5090 
オートサービス スガ原 東松島市大曲字権右ェ門下９４ 0225-90-4844 

 

生花 

店舗名 店舗住所 電話番号 

グリーンサム 石巻市恵み野６－４－４ 0225-96-5688 

 

陶器 

店舗名 店舗住所 電話番号 

観慶丸本店 石巻市中央２－８－１ 0225-22-0151 
陶芸丸寿 かんけい丸 石巻市中央３－６－１２ 0225-22-0815 

 

葬祭・仏具 

店舗名 店舗住所 電話番号 

ほこだて仏光堂 石巻店 石巻市元倉２－１－９ 0225-25-6119 
石巻葬儀社 石巻市中里２－１－３５ 0225-95-1183 
白寿殿 石巻 石巻市東中里２－９－１８ 0225-96-3232 

 

 

 



 

 

p. 7 
 

医療 

店舗名 店舗住所 電話番号 

坂井おとなこども歯科 石巻市中里３－１－１１ 0225-22-4618 
佐々木小児歯科医院  石巻市蛇田字新西境谷地９９－７ 0225-94-0110 

 

理容・美容 

店舗名 店舗住所 電話番号 

美容室 ルーチェ 石巻市あけぼの１－１－１１－１Ｆ 0225-94-1788 
ＨＡＩＲ ＢｅｌｉｅｖｅＣｈａｒｉｓ 石巻市蛇田字上中埣８２－１１ 0225-98-5720 
スタイル 石巻市中里１－６－８ 0225-94-5537 
メインステージひらつか 石巻市鋳銭場１－２ 0225-95-5658 
ムッシュ太田 矢本店 東松島市矢本字町浦１３５ ヨークベニ

マル矢本店 
0225-83-7511 

 

ホテル・旅館 

店舗名 店舗住所 電話番号 

ＦＵＴＡＢＡ ＩＮＮ 石巻市住吉町１－２－１５ 0225-94-2922 

 

スーパー 

店舗名 店舗住所 電話番号 

みやぎ生協石巻大橋店 石巻市大橋１－８－２ 0225-23-7211 
みやぎ生協蛇田店 石巻市蛇田字新金沼４３０－１ 0225-94-0307 
みやぎ生協石巻渡波店 石巻市後生橋１－３ 0225-97-5155 
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