
■登録店舗の情報は8月28日(金)時点のものです。

■お問い合わせ
商品券コールセンター（購入関係）

電話番号 0120−512-789 盛岡商工会議所

・受付時間 9時から17時（平日のみ） ・電話番号 019-624-5880

・開設期間 R2/7/30～9/30まで ・受付時間 9時から17時（平日のみ）

店名は、登録店の申請に基づき掲載しております。（店名50音順）

店舗名 町名 店舗名 町名

R＆Bホテル盛岡駅前 盛岡駅前通 あんしんパソコン教室盛岡本宮校 本宮

(株)愛真館 繋字塗沢 イーハトーヴ釣具店 青山

アイラッシュサロンEYELASH Amitie 開運橋通 イエローハット 盛岡インター店 前潟

aura 菜園 イエローハット 盛岡北店 月ヶ丘

ＡＯＫＩ 盛岡盛南店 北飯岡 イエローハット 盛岡バイパス店 茶畑

ＡＯＫＩ 盛岡バイパス店 東仙北 イエローハット 盛岡南店 永井

AOKI盛岡上堂店 上堂 イオンスーパーセンター 盛岡渋民店 渋民字鶴飼

青胡椒 大通 イオンモール盛岡 前潟

あおやま履物店  中央通 イオンモール盛岡南 本宮

(有)アカシヤ 肴町 イオン盛岡 前潟

あきもと接骨院 北飯岡 イオン盛岡南 本宮

あげ福 盛岡駅前通 イオンリカーショップ 盛岡渋民店 渋民字鶴飼

アザレ化粧品 津志田サロン 津志田南 イオンリテール(株) イオン盛岡店 前潟

味勢 大通 イオンリテール(株) イオン盛岡南店 本宮

味の玄達 南大通 伊吉書院 盛岡サンサ店 津志田西

東家 駅前店 盛岡駅前通 居酒屋たけよし 南大通

東家 大手先店 内丸 いしかわ 渋民字駅

東家 別館 中ノ橋通 イタリア料理ドゥエマーニ 紺屋町

東家 本店 中ノ橋通 イタリアンバル グラーノドォーロ 開運橋通

あたご薬局 愛宕町 一風亭 高松店 高松

アップガレージ 盛岡インター店 前潟 井上楽器 ⾧田町

アネックスカワトク 緑が丘 いろはにほへと 盛岡駅前店 盛岡駅前通

(有)アベモーターボデー・インプレス 三本柳 岩鋳鉄器館 南仙北

アポロ石油(株) 営業本店 津志田 ｉｗａｔｅ ｔｅｔｏｔｅｔｏ 盛岡駅前通

アポロ石油(株) 上盛岡給油所 名須川町 岩手トヨペット(株) 本宮支店 向中野

アポロ石油(株) 月が丘給油所 月が丘 岩手トヨペット(株) 盛岡北支店 厨川

アポロ石油(株) みたけ給油所 みたけ 岩手トヨペット(株) 盛岡支店 上田

網玄 菜園 岩手トヨペット(株) 盛岡南支店 津志田中央

アルセーヌルパン 大通 岩手日産自動車(株) ア・エール23 西見前

アンクルウッディー 津志田 岩手日産自動車(株) 日産ギャラリー 大沢川原

2020もりおかプレミアム付商品券は下記の掲載店舗（予定）でご利用頂けます

登録店に関しては下記になります。

登録店舗一覧
（登録予定分・審査中）

登録店は、ポスターが目印です。店舗によってはご利用いただけない商品・

サービスがございます。



店舗名 町名 店舗名 町名

岩手日産自動車(株) 盛岡青山店 月が丘 うるみ工芸 ショールーム 中央通

岩手日産自動車(株) 盛岡松園店 西松園 うんめのす 盛岡駅前通

岩手日産自動車(株) 盛岡南インター店 北飯岡 (株)エイチ・アイ・エス 盛岡フェザン営業所 盛岡駅前通

(株)岩手日報こずかたセンター 大通 ８ｂｉｔ 八幡町

岩手の居酒屋 うま舎 盛岡駅前通 ＡＶライフササキ みたけ

岩手の居酒屋 じょ居 盛岡駅前通 Ａコープ飯岡駅前店 永井

いわてのお弁当 盛岡駅前通 Ａコープゆざわ店 湯沢東

岩手の酒屋KiKiZAKEYA 駅前通 ＡＢＣショップ 運動公園前店 月が丘

岩手リオン補聴器センター 盛岡本店 盛岡駅前通 ＡＢＣショップ 厨川店 厨川

いわぶち薬品 南大通 ＡＢＣショップ 津志田横丁店 津志田南

(株)インターワークス 本社 門 エキチカバル 駅前通

いんべクリーニング アネックスカワトク店 緑が丘 駅前酒場 開運とん 盛岡駅前通

いんべクリーニング 大通店 大通 駅前炭串屋 とりぼん 盛岡駅前通

いんべクリーニング 川徳店 菜園 ＳＲサービス 西見前

いんべクリーニング 京都屋いんべ 中央通 エステアンドシェービングサロン碧いしずく 月が丘

いんべクリーニング 県庁生協店 内丸 STモータースクール南校 津志田

いんべクリーニング 肴町店 南大通 戎屋 本店 材木町

いんべクリーニング 西仙北店 西仙北 Epicerie Citron 肴町

いんべクリーニング ファル上田店 本町通 エムズエクスポ盛岡店 みたけ

いんべクリーニング フェザン店 盛岡駅前通 エレクトリック 大通

いんべクリーニング ベルフ松園店 松園 えんの蔵 大通

いんべクリーニング ベルフ山岸店 山岸 扇屋旅館 盛岡駅前通

いんべクリーニング マイヤ青山店 青山 大阪王将 イオンモール盛岡南店 本宮

いんべクリーニング マイヤグラン店 西仙北 大阪王将 上堂店 上堂
いんべクリーニング ユニバースサンタウン松園店 北松園 大阪王将 フェザン店 盛岡駅前通

いんべクリーニング ユニバース中野店 中野 大阪王将 盛岡駅前店 盛岡駅前通

いんべクリーニング ユニバース鉈屋町店 鉈屋町 (株)太田タクシー 下太田沢田

いんべクリーニング ユニバースみたけ店 みたけ オートバックス 盛岡北店 みたけ

いんべクリーニング ユニバース盛岡南店 津志田西 オートバックス 盛岡西バイパス店 向中野

いんべクリーニング 本店 中央通 大戸屋 盛岡みたけ店 みたけ
いんべクリーニング マックスバリュ盛岡駅前北通店 盛岡駅前北通 おしゃれの店ちすが 永井
(株)ヴィクトリアネクサスカンパニー ネクサス仙北店 東仙北 オフィスのん 上厨川字横⾧根
(株)ヴィクトリアネクサスカンパニー ネクサス盛岡みたけ店 みたけ おみやげ処もりおか 盛岡駅前通

(株)ウエダ 大通 オリーブの実 菜園

ウエルシア 盛岡前九年店 前九年 オリーブ南店 永井

ウエルシア 盛岡西松園店 西松園 会席居酒屋扇や 盛岡駅前通

ウエルシア 盛岡本宮店 本宮 海鮮.鮨.和食 鈴徳 南大通

ウォーキングシューズえびすや 大通 回転寿司函太郎 アクロスプラザ盛岡みたけ店 みたけ

魚きんた 盛岡駅前通 回転鮨清次郎 フェザン店 盛岡駅前通

魚Ｋｅｎ 大通 回転鮨清次郎 盛岡津志田本店 津志田町

魚民 盛岡駅前開運橋店 駅前通 花王堂本店 肴町

魚民 盛岡南店 津志田南 (有)柿沢電器 上田

ウサギボタニカ 中ノ橋通 かつ壱 上堂店 上堂

(株)ウッディプラン盛岡 三ツ割字櫃石 カットハウス ささき 下田字陣場

旨いもの居酒屋 串え 中央通 かっぱ寿司・盛岡北山店 北山



店舗名 町名 店舗名 町名

かっぱ寿司・盛岡南店 向中野 グットタイムスカフェ 盛岡駅前通

割烹 惣門 松尾町 (株)工藤技建 上田字岩脇

(有)かなや 好摩字夏間木 工藤薬局 山岸

かに正宗 盛岡店 北飯岡 (有)九戸屋肉店 月が丘

Caféおーでんせ 津志田西 (有)久保田工務店 月が丘

Cafe three...＋ 本町通 (有)くまがい 三ツ割

CAFE RESTAURANT JARAN JARAN 盛岡駅前通 (有)くらし建築工房 山岸

鎌田輪店 南青山町 グリーンハウス多田 本町通

髪工房 小鳥沢 ぐるっと遊 盛岡駅店 盛岡駅前通

髪細工タンタ 上田 クロステラス盛岡内 アンブロシア近江亭 大通

上米内漆工房 上米内中居 クロステラス盛岡内 イタップ 大通

(株)亀半呉服店 肴町 クロステラス盛岡内 いんべクリーニング大通店 大通

(有)カメラのキクヤ 本町通 クロステラス盛岡内 ウィータコレクション 大通

カメラのフジタヤ 中ノ橋通 クロステラス盛岡内 グストクロステラス 大通

カレーショップ マルパソ 本町通 クロステラス盛岡内 グラウンドテーブル 大通

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 盛岡インター店 前潟 クロステラス盛岡内 源喜屋 盛岡店 大通

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 盛岡大通店 大通 クロステラス盛岡内 賢治の大地館 大通

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 盛岡津志田店 三本柳 クロステラス盛岡内 食彩工房 大通

川上塗装工業(株) 三ツ割 クロステラス盛岡内 すずのき 盛岡店 大通

(株)カワチ薬品 盛岡みたけ店 みたけ クロステラス盛岡内 スペイス 大通

(有)川鉄商店 鉈屋町 クロステラス盛岡内 タニタフィッツミー 大通

かわとく壱番館 内丸店 内丸 クロステラス盛岡内 チェルシー 大通

韓式食彩ヤマト 繋字山根 クロステラス盛岡内 チョコレートローズ 大通

KAN薬舗 大館町 クロステラス盛岡内 東山堂楽器店 大通

KIDANA 鉈屋町 クロステラス盛岡内 トレンタ 大通

喫茶喫酒 六花 紺屋町 クロステラス盛岡内 ファミリーマート 大通

KITCHEN PUB DO！ 中央通 クロステラス盛岡内 プランタンアヴェダ 大通

きづや 西林堂 材木町 クロステラス盛岡内 マツモトキヨシ 大通

着道楽 盛岡店 茶畑 クロステラス盛岡内 やすらぎ館 大通

きのえね本店 大通 クロステラス盛岡内 ４番目の珈琲店 大通

きものと帯 ふじ美苑 肴町 ケーズデンキ盛岡北店 青山

きもの処ことぶき 内丸 ケーズデンキ盛岡西店 前潟

牛角盛岡北店 月が丘 ケーズデンキ盛岡南店 三本柳

牛たん炭火焼 仁 盛岡分店 中ノ橋通 原価市場 大通

業務スーパー 飯岡店 永井 県都交通(有) 南仙北

業務スーパー 館向店 館向町 鯉よし 繋字舘市

業務スーパー みたけ店 みたけ 虹画堂 本町通

(有)玉花堂 好摩字夏間木 甲山屋 盛岡店 南大通

キョロキョロ 青山 (同)こうほう 橋本屋支店 大通

キリンシティ盛岡 盛岡駅前通 (有)好摩石油商会 好摩字夏間木

Ｇｉｎ蔵 中央通 こうや呉服店 本町通

金の鳥 大通 コープ介護・福祉センター ⾧橋町

銀鱗山留 緑が丘 コープ高松 上田

串焼きダイニング えびすけ 菜園 菜園 コクピットモリオカ 高松

くすりのメイトサンタウン松園店 北松園 ござ九 森九商店 紺屋町



店舗名 町名 店舗名 町名

コシニ―ル イオンモール盛岡店 前潟 さわや書店 松園店 北松園

コシニ―ル 上堂店 上堂 SUNDANCE 大通

コシニ―ル ブックカフェ 本宮 産直はなまる市場 上盛岡店 北山

コシニ―ル ベーカリカフェ 本宮 (株)サンデー 盛岡店 月が丘

(株)コジマ コジマビックカメラ 盛岡店 盛岡駅西通 (株)サンデー 盛岡前潟店 前潟

コスメ＆エステ ウィール 内丸 (株)サンデー 盛岡みたけ店 みたけ

コスメティック エレーヌ 本宮 (株)サンデー 盛岡本宮店 本宮

コバコン 中野 サンドラッグ 青山店 青山

(有)駒井商店 好摩字夏間木 サンドラッグ 盛南店 向中野

こまくさ薬局 加賀野 サンドラッグ 鉈屋町店 鉈屋町

米徳米穀店 仙北 サンドラッグ 盛岡南サンサ店 津志田西

小料理福ろう 南大通 三福ラーメン 盛岡駅前通

ゴルフファイブ 盛岡南店 向中野 サン・フレッシュ都南店 下飯岡

コレットヘアー 大通 大通 (株)サンメディカル 肴町

コレットヘアー BEKKAN 本宮 三陸和酒 磯乃 盛岡駅前通

コレットヘアー 本宮 本宮 ジェームズ盛岡南店 津志田中央

菜園マイクロブルワリー with Kitchen 菜園 四季徒然 茶々 開運橋通

酒居家 夢の蔵 青山 地酒屋 芳本酒店 内丸

才川理容院 北飯岡 ジゼル 大通

サイクルショップタニフジ 上田店 上田 四川料理 火鍋 八幡町

サイクルショップタニフジ みたけ店 みたけ じゃじゃ麺あきを 大通

(有)斎藤商店 好摩字夏間木 シャトン 内丸

さいぶん 上厨川字幅 シャルム ヘアー みたけ

(株)サイミ電気 大館町 シャルル中儀 菜園

ザ・ウイングス 盛岡駅前通 じゃんまる 津志田店 津志田南

サエキ商店 上太田中関 時遊館 盛岡駅前店 盛岡駅前通

酒蔵あさ開 地酒物産館 大慈寺町 時遊館 盛岡バイパス店 上堂

肴町酒場 中ノ橋通 シュープラザ アクロスプラザ盛岡みたけ店 みたけ

さかなや田清 フェザン店 盛岡駅前通 シュープラザ 盛岡南ショッピングセンターサンサ店 津志田西

左近 中央通 シュープラザ 盛岡本宮店 本宮

座・座 大通 十割そば丸松 フェザン盛岡店 盛岡駅前通

ササエイゼムズ 茶畑 ジュエリーステーション 大通

(有)佐々川商店 乙部 手芸のイズミヤ 中ノ橋通

佐々木⾧生院 天昌寺町 ジュンク堂書店 盛岡店 大通

(株)佐々木米穀店 上田 旬香彩 和久 大通

(株)佐々⾧商店 仙北 旬菜食健 ひな野 津志田店 津志田西

(有)佐々常商店 夕顔瀬町 純情ショップ 大通

さと 内丸 ジョイス 球場前店 三ツ割

佐藤畳店 南仙北 ジョイス ⾧橋台店 ⾧橋町

佐藤電機工業(株) 南仙北 ジョイス 本町店 本町通

(有)佐藤模型店 本町通 ジョイス 見前店 西見前

(株)サトー商会 盛岡店 津志田中央 ジョイス 盛岡月が丘店 みたけ

さわや書店 ＯＲＩＯＲＩ 盛岡駅前通 ジョイス 盛岡西バイパス店 向中野

さわや書店 フェザン店 盛岡駅前通 ジョイス 盛岡東安庭店 東安庭

さわや書店 本店 大通 ジョイス 盛岡緑が丘店 緑が丘



店舗名 町名 店舗名 町名

松栄商事(株) 天神町 スナックじょーく 八幡町

(株)上州屋 新盛岡店 津志田 スナック 白鳥 大通

(株)上州屋 盛岡上堂店 上堂 すノ家 黒石野店 黒石野

城東交通(有) 本宮 すノ家 南大通店 南大通

食事処 浅つき 浅岸 SPA銭湯 ゆっこ盛岡 上堂

ショッピングプラザたますえ 好摩字夏間木 スポーツデポ 盛岡南店 向中野

自雷也 中ノ橋通 Threebread 本町通

紳士服のコナカ 盛岡店 三本柳 セザンヌ南インター店 永井

紳士服のコナカ 盛岡月が丘店 月が丘 瀬田燃料店 みたけ

紳士服のコナカ 盛岡西バイパス店 向中野 ゼックス 大通

(有)親和自動車整備工場 神子田町 セブン‐イレブン 岩手県立中央病院前店 上田

Sweets+Café しゅくる 本町通 セブン‐イレブン 岩手大学前店 上田

すし清次郎 イオンモール盛岡南店 本宮 セブン‐イレブン 盛岡青山１丁目店 青山

スーパーオートバックス 盛岡南 三本柳 セブン‐イレブン 盛岡飯岡新田店 北飯岡

スーパースポーツゼビオ 盛岡盛南店 本宮 セブン‐イレブン 盛岡加賀野４丁目店 加賀野
スーパーセンタートライアル 盛岡西バイパス店 向中野 セブン‐イレブン 盛岡厨川３丁目店 厨川

末廣ラーメン本舗 盛岡分店 大通 セブン‐イレブン 盛岡菜園１丁目店 菜園

スカイラウンジ ベルヴュー 愛宕下 セブン‐イレブン 盛岡津志田西２丁目店 津志田西

(有)菅原靴店 大通 セブン‐イレブン 盛岡中ノ橋通１丁目店 中ノ橋通

(有)菅原靴店 Ｐｉａｃｅ？ 大通 セブン‐イレブン 盛岡東黒石野２丁目店 東黒石野

(有)菅原靴店 Ｐｅｒｎｏｉ 大通 セブン‐イレブン 盛岡松尾町店 松尾町

鮨 又三郎 松園 セブン‐イレブン 盛岡みたけ３丁目店 みたけ

寿し一 渋民字駅 セブン‐イレブン 盛岡三ツ割店 三ツ割字鉢ノ皮

鮨 一力 ⾧田町 セブン‐イレブン 盛岡緑が丘４丁目店 緑が丘

すしげん 盛岡駅前通 セブン‐イレブン 盛岡南大通１丁目店 南大通

すし処 こみや 中ノ橋通 セブン‐イレブン 盛岡南仙北１丁目店 南仙北

すしの山留 大通 セブン‐イレブン 盛岡流通センター北店 流通センター北

寿し廣 西青山 セブン‐イレブン 盛岡月が丘1丁目店 月が丘

スズエ印房 肴町 セレンブライダル 大通

スズキ酒店 下飯岡 全印社 材木町

(株)スズキ自販岩手 アリーナ上堂 厨川 泉金物産(株) 盛岡支店 厨川

(株)スズキ自販岩手 アリーナ盛岡 南仙北 戦国焼鳥秀吉 大通店 大通

(株)スズキ自販岩手 アリーナ 盛岡西 中屋敷町 戦国焼鳥秀吉 本町店 本町通

(株)スズキ自販岩手 ユーズ本宮 本宮 総合食品たかむら 好摩字中塚

すゞ禅 中央通 創菜酒家 藤吉郎 永井

スタイル薬局 青山 (有)大善ストア 東仙北

スタジオフォトプラス 本町通 大地館 盛岡駅前通

すっぱい林檎の専門店 上田 大同苑 盛岡総本店 菜園

steak＆grill  MARU3 肴町 ダイニングカフェ マップス 本宮

ステーキ宮 盛岡南店 向中野 大丸屋 本町通

ストロベリーコーンズ・ナポリの窯 盛岡北店 青山 タイヤ館 盛岡北 厨川
ストロベリーコーンズ・ナポリの窯 盛岡中央店 開運橋通 タイヤ館 盛岡中央店 中野

ストロベリーコーンズ・ナポリの窯 盛岡南店 津志田町 タイヤ館 盛岡西バイパス店 向中野

(株)砂田屋 三本柳 タイヤワールド館ベスト盛岡店 上堂

(株)砂田屋 もりのかおり店 本宮 匠の 大通



店舗名 町名 店舗名 町名

田清魚店 肴町店 中ノ橋通 ＤＣＭホーマック 上堂店 上堂

田清魚店 清水町本店 清水町 ＤＣＭホーマック 黒石野店 黒石野

田清魚店 フェザン店 盛岡駅前通 ＤＣＭホーマック 盛南店 向中野

脱力カイオウ 大通 ＤＣＭホーマック 都南店 三本柳

玉山 夢一ラーメン 芋田字芋田 デイリーヤマザキ 盛岡南インター店 永井

玉山石油商会 好摩字夏間木 手打ちそば 極楽乃 中央公民館店 愛宕町

(有)田村工務店 高松 デギュステヴァン 肴町

(有)田村工務店パソコンライフサポート 高松 手作り味工房 彩彩 肴町

たもり 乙部店 黒川 TEC ONE タカハシムセン 夕顔瀬町

タリーズコーヒー 盛岡駅前通 defi 青山店 月が丘

タルトタタン 八幡町本店 八幡町 defi 開運橋店 開運橋通

だる魔王 大通 defi 菜園店 菜園

チャリ松 松園店 松園 defi 都南店 津志田南

チャリ松 盛岡南店 津志田西 てらどのかまど 青山

中央自動車学校 西青山 田楽茶屋 盛岡店 内丸

中華そば 正太郎 青山 トイザらス・ベビーザらス 盛岡南店 本宮

中華そば 甚七 みたけ (株)東京インテリア家具 盛岡店 青山

中華そば 二代目正太郎 上厨川字横⾧根 東京靴流通センター 盛岡厨川店 厨川

中国家庭料理 りんりん 八幡町 東京靴流通センター 盛岡三ツ割店 三ツ割

腸もみサロンCREA 山岸 東京靴流通センター 盛岡南アクロス店 津志田南

(有)直利庵 中ノ橋通 ｔｕｋーｔｕｋ 青山

千代寿し 八幡町 東山堂 クロステラスセンター／楽器 大通

九十九草 中ノ橋通 東山堂 肴町本店 中ノ橋通

蔦屋 緑が丘店 緑が丘 東山堂 都南店・北日本医学書センター 三本柳

角掛畳店 中央通 東山堂 三ツ割店＋GEO 三ツ割

ツルハドラッグ 上田店 上田 ドクターズレストラン グリーングリーン 松園

ツルハドラッグ 大通２丁目店 大通 ドトールコーヒーショップ 盛岡駅店 盛岡駅前通

ツルハドラッグ かど店 門 ととと ー盛岡の泊まれるたまり場ー 鉈屋町

ツルハドラッグ 黒石野店 黒石野 トヨタカローラ岩手(株) かみどう店 上堂

ツルハドラッグ 三本柳店 三本柳 トヨタカローラ岩手(株) 上堂マイカーセンター 上堂

ツルハドラッグ マリオス店 盛岡駅西通 トヨタカローラ岩手(株) 盛南店 本宮

ツルハドラッグ みたけ店 みたけ トヨタカローラ岩手(株) 西バイパス店 北飯岡

ツルハドラッグ 三ツ割店 三ツ割 トヨタカローラ岩手(株) 南大橋店 東仙北

ツルハドラッグ 盛岡青山店 月が丘 トヨタカローラ岩手(株) 盛岡インター店 前潟

ツルハドラッグ 盛岡大館町店 大館町 トヨタカローラ岩手(株) 盛岡西マイカーセンター 本宮

ツルハドラッグ 盛岡上堂店 上堂 鳥秀 盛岡駅前北通

ツルハドラッグ 盛岡菜園店 菜園 とりとん 大通

ツルハドラッグ 盛岡盛南店 向中野字細谷地 (株)ドン・キホーテ 盛岡上堂店 上堂

ツルハドラッグ 盛岡津志田店 津志田中央 ながう 肴町

ツルハドラッグ 盛岡津志田西店 津志田西 中儀化粧品 南大通

ツルハドラッグ 盛岡西見前店 西見前 (株)中重 夕顔瀬町

ツルハドラッグ 盛岡八幡店 八幡町 中田全快薬局 津志田西

ツルハドラッグ 盛岡みたけ北店 みたけ ナガハマコーヒー 盛岡駅西口店 盛岡駅西通

ツルハドラッグ 盛岡南仙北店 南仙北 (株)中村電化センター 好摩字夏間木

ツルハドラッグ 盛岡向中野店 向中野 なんだり館 南大通



店舗名 町名 店舗名 町名

南部いろり庵 盛岡駅店 盛岡駅前通 浜焼酒場！海王 内丸

なんぶの郷 南仙北 浜焼酒場！海王 別館 内丸

南部藩⾧屋酒場 大通 播磨設計 館向町

西村商店 津志田町 パルクアウトレット 菜園
日産プリンス岩手販売(株) 本社中古車センター 津志田町 パルクアベニュー・カワトク 菜園

日産プリンス岩手販売(株) 本店 津志田町 パルクアベニュー・カワトク キューブⅡ 菜園

日産プリンス岩手販売(株) みたけ店 みたけ バレンザ・ポー盛岡店 大沢川原

日産プリンス岩手販売(株) 南大橋店 東仙北 パロマ ピカソ 菜園

(株)ニトリ 盛岡店 上堂 (株)はんこスーパー都南店 三本柳

日本酒バル 晴ル 菜園 (株)繁田園茶舗 中ノ橋通

(株)日本旅行リテイリング 岩手県庁内支店 内丸 パンプルムウス 盛岡店 大通

弐萬圓堂 緑が丘店 緑が丘 ビアバーベアレン中ノ橋 中ノ橋通

弐萬圓堂 盛岡西バイパス店 本宮 ビアパブベアレン材木町 材木町

ニューデイズ 盛岡北口23号 盛岡駅前通 ビアベースベアレン盛岡駅前 盛岡駅前通

ニューデイズ 盛岡22号 盛岡駅前通 ヒーリンサロン栗の木 西見前

ニューデイズ 盛岡南口24号 盛岡駅前通 ピエス シャルマン 盛岡駅前通
ニューヤマザキデイリーストア 盛岡好摩駅前店 好摩字夏間木 東日本三愛石油(株) オブリステーション盛岡南インター 永井

布あそび 着道楽 みたけ ピカソ コーラス 永井

(有)沼清商店 渋民字駅 ピザ＆パスタ ラ・ロゼッタ 菜園

ネッツトヨタ岩手㈱本社中央店 東仙北 Beside（びさいど） 八幡町

ネッツトヨタ岩手㈱みたけ店 みたけ びすとろ麦家 大通

寧々屋 盛岡北大橋店 高松 ビッグエコー 盛岡大通２号店 大通

(株)農協観光 岩手支店 菜園 ビッグエコー 盛岡大通店 大通

飲み喰処ばんから屋 駅前北通 ビッグエコー 盛岡バイパス店 館向町

白龍 本店 内丸 ビッグハウス アイスアリーナ前店 本宮

博扇堂クリーニングセンター 旧本町店 本町通 ビッグハウス 青山店 月が丘

博扇堂クリーニングセンター 肴町店 中ノ橋 ビッグハウス 上盛岡店 北山
博扇堂クリーニングセンター ジョイス球場前店 三ツ割 ビッグハウス 川久保店 津志田町
博扇堂クリーニングセンター ジョイス月が丘店 みたけ ビッグプロ 羽場
博扇堂クリーニングセンター ジョイス⾧橋台店 ⾧橋町 ピッツェリア ジャルディーノ 菜園
博扇堂クリーニングセンター ジョイス東安庭店 東安庭 (株)ヒノヤタクシー 中央通

博扇堂クリーニングセンター ジョイス本町店 本町通 火no山 大通
博扇堂クリーニングセンター ジョイス緑が丘店 緑が丘 ひまわり 津志田店 津志田南

博扇堂クリーニングセンター ジョイス見前店 西見前 ひまわり パンプキン店 月が丘

博扇堂クリーニングセンター 津志田店 津志田南 美味山海 盛岡駅店 盛岡駅前通
博扇堂クリーニングセンター ビッグハウス青山店 月が丘 美容室シャトレ 西青山
博扇堂クリーニングセンター ジョイス西バイパス店 向中野 美容室アクセ 盛岡駅前北通

博扇堂クリーニングセンター マルイチ本宮店 本宮 美容室ブルーハワイ 肴町

薄利多賣半兵ヱ盛岡店 大通 美容室フロムハート みたけ

晴多 内丸 美容室ラナイモア 津志田中央

初駒 本店 八幡町 美容室 Amitie by pretty 開運橋通

Hush Puppies 盛岡店 内丸 美容室トップアート みたけ店 みたけ

ばっちょう 菜園 美容室ビーフリー みたけ

バッファロー 大通 美容室ヒラトヤ 青山店 青山

(有)花房商事 本町通 美容室ヒラトヤ 駅前店 盛岡駅前通



店舗名 町名 店舗名 町名

美容室ヒラトヤ 肴町店 肴町 フェザン 盛岡駅前通

美容室ヒラトヤ ジョイス本町店 本町通 福福屋 盛岡大通り店 大通

美容室ヒラトヤ 仙北店 向中野 福来屋酒店 仙北

美容室ヒラトヤ 都南店 津志田西 (株)藤沢体育堂 青山

美容室ヒラトヤ 日影門店 中央通 富士水工業(株) みたけ

美容室ベルコ 明治橋店 南大通 (有)藤善商店  津志田

美容室ロコモコ南大通店 南大通 富士タクシー(有) 名須川町

美容室ロコモコ中ノ橋店 中ノ橋通 藤原養蜂場 若園町

美容鍼とお灸の健康サロン いろはり＠本宮 本宮 ぶちょうほの宿盛岡 八幡町

美容メイプル サンタウン店 北松園 フットパーク戎屋 中ノ橋通

美容メイプル 箱清水店 箱清水 ブティック ジョアンナ 大通

美容メイプル 松園店 松園 ブティック アンジェニィ 肴町

美容メイプル 緑が丘店 緑が丘 ふとんの菅原 西青山

美容メイプル 山岸店 紅葉が丘 ブライダルハウス装美 門

ぴょんぴょん舎 稲荷町本店 稲荷町 ふらりむらさき 盛岡津志田店 津志田南
ぴょんぴょん舎 オンマーキッチン イオン盛岡店 前潟 ふらりむらさき 盛岡みたけ店 みたけ

ぴょんぴょん舎 都南店 津志田南 プランタン ＡＶＥＤＡ 大通

ぴょんぴょん舎 盛岡駅前店 盛岡駅前通 プランタン ａｒ 前潟

(株)平金商店 パステル館 肴町 プランタン ＣＩＥＬ 本宮

(有)平興商店 紺屋町 プランタン ＢIS 内丸

平船精肉店 肴町 プランタン ｆｏｒ ｈａｉｒ 大通

ファミリープラザかとう 盛岡店 津志田西 プランタン ＬＵＸＥ 大通

ファミリーマート 盛岡門二丁目 門 フリーストレッチング岩手盛岡店 夕顔瀬町

ファミリーマート 北厨川店 厨川 Freebird 南大通

ファミリーマート しぶたみ店 下田字船綱 Bleu Terre 本宮

ファミリーマート 盛岡駅西通店 盛岡駅西通 (株)ふるさと交通 手代森

ファミリーマート 盛岡加賀野二丁目店 加賀野 ふれあい純情市場さっこら 仙北

ファミリーマート 盛岡川久保店 津志田 ふれあい整骨院 青山

ファミリーマート 盛岡クロステラス店 大通 プレタわかまつ 肴町

ファミリーマート 盛岡紺屋町店 紺屋町 (有)フローリスト大川 八幡町

ファミリーマート 盛岡肴町 肴町 プロショップホダカ 東仙北店 仙北

ファミリーマート 盛岡下川原店 下太田下川原 ヘアメイク ポルテ 盛岡駅前通

ファミリーマート 盛岡神明町店 神明町 ベアレン醸造所北山工場売店 北山

ファミリーマート 盛岡津志田町2丁目店 津志田町 平和・とりょうタクシー 中央通

ファミリーマート 盛岡繋 繋字猿田 べっか 中央通

ファミリーマート 盛岡天神町店 天神町 ペットセンター上堂店 上堂

ファミリーマート 盛岡永井南店 永井 ヘルシードラッグ まつや 好摩字夏間木

ファミリーマート 盛岡西仙北一丁目店 西仙北 ベルフ青山 青山

ファミリーマート 盛岡日影門店 中央通 ベルフ仙北 仙北

ファミリーマート 盛岡みたけ三丁目店 みたけ ベルフまつぞの 松園

ファミリーマート 盛岡向中野4丁目店 向中野 ベルフ山岸 山岸

ファミリーマート 盛岡本宮店 本宮 ベルプラス 都南プラザ 永井

ファミリーマート 盛岡厨川四丁目店 厨川 ベルプラスワン 大通

ファル上田店 本町通 ボウリング マッハランド 上堂

フィリピーナRuby 八幡町 (株)ホームセンター 肴町



店舗名 町名 店舗名 町名

ホームスパンハウス盛岡店 材木町 丸善 盛岡店 大通

ほぐし処・⾧生院 大通 マルトク靴店 中ノ橋通

保護ねこカフェ もりねこ 菜園 丸満洋品店 青山

(有)星川魚店 本町通 まるみ商店 材木町

保科鍼灸接骨院 青山 まるよし 下田字陣場

ホテルエース盛岡 中央通 みかわや さかな館 肴町

(株)ホテル小田島 中央通 みかわや しょうが館 南大通

ホテル紫苑 繋字湯ノ館 みかわや 緑が丘店 緑が丘

ホテルメトロポリタン盛岡 盛岡駅前通 みかわや みゆき館 肴町

ホテルメトロポリタン盛岡NEW WING 盛岡駅前北通 未完成 中ノ橋通

ホテルロイヤル盛岡 菜園 ミスタータイヤマン 津志田店 津志田町

ホビースクエアにしな みたけ ミスタードーナツ 盛岡大通ショップ 大通

ポルタマジカ 盛岡駅前通 ミスタードーナツ 盛岡肴町ショップ 肴町

porte de～ 永井 ミスタータイヤマン 本宮店 本宮

ボンクラージュ 開運橋通 (有)みたけタクシー みたけ

ホンダカーズ岩手南 盛岡南店 三本柳 みちのりトラベル東北 厨川

マート桜台 桜台 (株)道又時計店 大通

マイヤ 青山店 青山 湊一や 盛岡大通り店 大通

マイヤ 仙北店 西仙北 南ホンダ自動車(株) 上堂店 上堂

前田畳店 天昌寺町 南ホンダ自動車(株) 仙北南店 津志田町
薪・ペレットストーブ専門店 グリーングローブ 肴町 南ホンダ自動車(株) 高松店 高松

又八 大通 宮手薬店 本町通

マックスバリュ 盛岡駅前北通店 盛岡駅前北通 宮脇書店 盛岡渋民店 渋民字鶴飼

マックスバリュ 盛岡津志田店 津志田南 ミルクグラスクローゼット 上堂

マックスバリュ 盛岡中屋敷店 中屋敷町 麦多朗 南大通

マックハウスS.S.F盛岡南SCサンサ店 津志田西 睦建設 津志田中央

マツモトキヨシ アクロスプラザ盛岡みたけ店 みたけ (有)村上米穀店 緑が丘

マツモトキヨシ ドラッグストア上盛岡店 北山 むらげん 県庁店 内丸

マツモトキヨシ マイヤタウングラン店 西仙北 村源薬局 肴町

まつや調剤薬局 好摩字夏間木 (株)村考ツールランド盛岡 三本柳

マトヤ中華 盛岡駅前店 盛岡駅前通 (有)村山畳店 青山店 青山

マルイチ 材木町店 材木町 (有)村山畳店 本店 みたけ

マルイチ 城西店 城西町 (株)メイクホーム 上堂

マルイチ 天昌寺店 北天昌寺町 眼鏡市場 アクロスプラザ盛岡みたけ店 みたけ

マルイチ 中ノ橋通店 中ノ橋通 眼鏡市場 盛岡西バイパス店 本宮

マルイチ 東安庭店 東安庭 メガネクラブ 青山店 青山

マルイチ みたけ店 みたけ メガネクラブ 上田店 上田

マルイチ 緑が丘店 緑が丘 メガネクラブ 都南店 永井

マルイチ 本宮店 本宮 メガネクラブ 本店 大通

マルイチ  浅岸店 浅岸 めがね工房たかはし 三ツ割

マルエー 緑が丘 メガネスーパー 盛岡上堂店 上堂

マルカンペット 津志田店 津志田西 メガネのアイプラザ 盛岡サンサ店 津志田西

マルカンペット みたけ店 みたけ (株)メガネの水晶堂 中ノ橋通

丸基屋 松尾町 メガネのファミリーズ 中ノ橋通

まるせい呉服店 加賀野 メガネのフロントワン 前潟



店舗名 町名 店舗名 町名

メガネの松田 青山店 月が丘 薬王堂 盛岡三ツ割店 三ツ割

メガネの松田 大通り本店 大通 薬王堂 盛岡緑が丘店 緑が丘

メガネの松田 高松店 高松 薬王堂 盛岡向中野店 向中野

めんくい屋 内丸 薬王堂 盛岡本宮店 本宮

麺屋八代 盛岡インター本店 前潟 山口輪店 材木町店 材木町

モイスチャー美容室 青山店 西青山 ヤマダ電機 家電住まいる館盛岡本店 北飯岡

モイスチャー美容室 上堂店 上堂 ヤマダ電機 テックランドｱﾈｯｸｽｶﾜﾄｸ店 緑が丘

杢創舎 好摩字芋田向 ヤマダ電機 テックランド盛岡北店 青山

瑪蜜黛 フェザン店 盛岡駅前通 山道楽 南大通

桃太郎石材 門 やまなか家 盛南店 向中野

(株）森 本宮字小林 やまなか家 盛岡大通店 開運橋通

盛岡ガス 上田 やまや 月が丘店 月が丘

盛岡ガス燃料㈱上堂給油所 上堂 やまや 都南店 三本柳

盛岡グランドホテルアネックス 宿泊 中央通 やまや 盛岡本宮店 本宮

盛岡グランドホテル 宿泊 愛宕下 ユートランド姫神 下田字生出

盛岡じゃじゃ麺ちーたん 上太田痩野 ユニクロ 盛岡インター店 前潟

盛岡じゃじゃ麺 ＨＯＴ ＪａＪａ 盛岡駅前通 (株)ユニクロ盛岡都南店 三本柳

盛岡せんべい店 大通り店 大通 ユニバース青山店 青山

盛岡せんべい店 手づくり村内 繋字尾入野 ユニバースサンタウン松園店 北松園

盛岡せんべい店 フェザン店 盛岡駅前通 ユニバース中野店 中野

盛岡せんべい店 本店 本町通 ユニバース鉈屋町店 鉈屋町

盛岡タクシー(株) 大沢川原 ユニバース盛岡みたけ店 みたけ

ＭＯＲＩＯＫＡ ＴＳＵＴＡＹＡ 本宮 ユニバース盛岡南店 津志田西

盛岡ハイランドカントリークラブ 猪去釈迦堂 夢や銀兵衛 八幡町

盛岡４号店 盛岡駅前通 洋品のユリヤ 松園

やきとり とみふく 盛岡駅前通 洋服の青山 アクロスプラザ盛岡みたけ店 みたけ

やきとり かつ 青山 洋服の青山 盛岡インター店 前潟

焼肉 まんぷく 下田字仲平 洋服の青山 盛岡盛南店 本宮

焼肉・冷麺 明月館 向中野 養老乃瀧  中ノ橋通店 中ノ橋通

焼肉・冷麺ヤマト 盛岡店 稲荷町 養老乃瀧 盛岡月が丘店 月が丘

焼肉・冷麺ヤマト 盛岡みたけ店 みたけ 養老乃瀧 盛岡都南店 永井

焼肉・冷麺ヤマト 盛岡南店 三本柳 (有)吉義硝子 山岸

焼肉・冷麺ヤマト 盛岡本宮店 本宮 (株)ヨドバシカメラ 石井スポーツ盛岡店 大通

薬王堂 盛岡青山店 青山 米沢らーめん 山形屋 寺林平森

薬王堂 盛岡飯岡店 北飯岡 らーめんおっぺしゃん 盛岡駅前店 盛岡駅前通

薬王堂 盛岡太田店 本宮 ラーメン屋壱番亭 盛岡南インター店 永井

薬王堂 盛岡厨川店 厨川 ラウンジ ルポ 中央通

薬王堂 盛岡山王店 山王町 楽蔵 盛岡大通り店 大通

薬王堂 盛岡渋民店 渋民字渋民 らしさ亭 西青山

薬王堂 盛岡津志田店 津志田中央 ランディア 東山堂 津志田中央

薬王堂 盛岡都南店 永井 利衛門 大通

薬王堂 盛岡中野店 中野 リスブラン 菜園

薬王堂 盛岡名須川店 名須川町 (株)リフォームサービス岩手 盛岡支店 湯沢南

薬王堂 盛岡箱清水店 箱清水 リュネット・ミュゼ 青山

薬王堂 盛岡みたけ店 月が丘 理容ウチマル 内丸



店舗名 町名 店舗名 町名

良酒専門店 吟の酒きぶね 本宮 ワカバ薬局 都南店 三本柳

料亭 京極 大通 和酒バル なはん 盛岡駅前通

理容ビューレックス 都南店 永井 わたしは、街のお洗濯屋さん アイスアリーナ店 本宮

理容ビューレックス 緑が丘店 緑が丘 わたしは、街のお洗濯屋さん 梨木店 梨木町

理容ヒラトヤ 青山店 西青山 わたしは、街のお洗濯屋さん ベルプラス都南店 永井

理容ヒラトヤ 駅前店 盛岡駅前通 わたしは、街のお洗濯屋さん 向中野店 向中野

理容ヒラトヤ 菜園店 菜園 わたしは、街のお洗濯屋さん 若園店 若園町

理容ヒラトヤ 都南店 津志田西 渡辺園茶店 青山

理容ヒラトヤ 山岸店 山岸 和のくらし 小袖 南大通

(有)理容ヨシダ 下ノ橋町 和風レストランまるまつ 盛岡西南店 本宮

理容 ブルーメ 本宮 和味 なかむら 神明町

レクサス盛岡 東仙北 をかしら屋盛岡大通店 大通

レストラン ジーグリート 盛岡駅前通

レストラン ビーハイブ 中央通

レストラン グランヴヌール 愛宕下

レストラン 日本料理かきつばた 愛宕下

レストランユキノヤ 本町通

ローソン 岩手県営体育館前店 青山

ローソン 岩手高校前店 材木町

ローソン 盛岡浅岸店 浅岸

ローソン 盛岡安倍館町店 安倍館町

ローソン 盛岡稲荷町南店 稲荷町

ローソン 盛岡駅前店 盛岡駅前通

ローソン 盛岡大館店 大館町

ローソン 盛岡大通二丁目店 大通

ローソン 盛岡大通店 大通

ローソン 盛岡門店 門

ローソン 盛岡上堂三丁目店 上堂

ローソン 盛岡大学附属高校前店 厨川

ローソン 盛岡津志田西一丁目店 津志田西

ローソン 盛岡西仙北店 本宮

ローソン 盛岡箱清水店 箱清水

ローソン 盛岡羽場店 羽場

ローソン 盛岡南青山町店 南青山町

ローソン 盛岡向中野一丁目店 向中野

ローソン 盛岡向中野道明店 向中野字道明

ローソン 盛岡本宮店 本宮

ローソン 盛岡山岸一丁目店 山岸
ろく屋どん八 イオンスパーセンター盛岡渋民店 渋民字鶴飼

RocheMano 大通

ワールドリカーCAT＆DOGシネマ通り店 大通

ワールドリカーCAT＆DOG本店 開運橋通

ワインノエビスケ 盛岡駅前通

Wine Restaurant TAKU 菜園

ワカバ薬局 材木町店 材木町


