
令和4年11月18日 現在

　▼七戸地区 　▼天間林地区

イオン七戸十和田駅前店 食品・衣料・暮らしの品 和風レストラン　まるまつ 飲食店 あぐりサービス㈱　Ａコープ天間林店 スーパーマーケット

マエダストア七戸店 スーパーマーケット ㈱トヨタレンタリース青森　七戸十和田駅北口店 レンタカー あぐりサービス㈱　天間林給油所 ガソリンスタンド

㈱スーパーカケモ七戸店 スーパーマーケット コメリ　ハード＆グリーン七戸店 ホームセンター ㈱薬王堂　青森天間林店 ドラッグストア

㈱薬王堂　青森七戸店 医薬品・化粧品・日用品・食品 ㈱サンデーホームマート天間林店 ホームセンター

ホームセンターかんぶん七戸店 ホームセンター・日用品・ＤＩＹ他 トヨタ小野グループサービス㈱天間林給油所 ガソリンスタンド

　▼七戸地区

一戸印章造花店 印鑑・仏具 牧場ごはんNARABI 牛肉を使用の牧場ランチ・お弁当

㈲トダイ 衣料・寝具・手芸用品等 居酒屋まこちゃん 居酒屋 ㈱縦貫タクシー タクシー

㈱インテリアユニオン石源 家具・内装工事 ダイニングらぱん 飲食店 京工房 和小物製造販売

ビューティースペース　みどりや 化粧品・レディース洋服 スナックCoCo 飲食店 食事処　大吉 飲食店

㈲石橋輪業 自転車・ｵｰﾄﾊﾞｲ・除雪機・カギ スナック響 飲食店 スカイブルー 整体

㈱お菓子のみやきん　本店 和菓子・洋菓子 すなっくさくら 飲食店 写真のオクヤマ七戸十和田駅前店 写真・証明写真・デジカメプリント

久保商店 こうじ・みそ スナックDOMIKO 飲食店 （一社）しちのへ観光協会 旅行商品・その他物販

メガネ・宝石・時計　フクダ メガネ・宝石・時計 そば茶房　といち 飲食店

杉屋敷　奥山㈱ 飲食業 太陽石油㈲ ガソリンスタンド 歩み観光タクシー タクシー

カフェ・レストラン・ジュノン ピザ・パスタ・バーガー 大昌園 味付け肉テイクアウト つつじ代行 運転代行

太田電化サービス 電化製品 上北オート 自動車整備 林崎新聞店 読売・デーリー東北ほか

SHOUT 飲食店 丸美屋商店 文具・事務用品・教材 PETSPA & TRIMMIG CHOUCHOU ペット美容室

スナック　クエッション 飲食店 熱海 飲食店・カラオケ タイ料理チェンマイ 飲食店

スナック　幸子 飲食店 西洋料理　ビストロらあく 料理・弁当・オードブル 美容室 ア・ボンド 美容室

AZUL 飲食店 佐藤精肉店 食肉販売 マッサージ三浦治療所 あんま・マッサージ

スナックRei 飲食店 レストランタベルナ 飲食業

かいづか美容室 美容室

㈲松本燃料店 燃料・ガス器具・暖房器具 スナック　ニューラブ 飲食店 　▼天間林地区

Ｎ’ｓ　ｈａｉｒなかがわ 理容 スナック　すみれ 飲食店・カラオケ

㈱タイヤガーデンタケシン タイヤ販売・交換 リコ美容室 美容室 照井石油 ガソリンスタンド

山谷商店 燃料・器具 セブン代行 運転代行 ㈲東北自動車商会 自動車整備

小原書店 図書・文房具 スナック Ayako 飲食業 天間林ドライブイン 飲食店

アサヒ燃料店 灯油 歌音 飲食店 居酒屋　凪や 飲食店

美容室caLore 美容室 中畑鉄工所 機械修理 食事処　天楽 飲食店

てっちゃんの店 飲食業 Nakahata.Lab ゴルフ練習場、用品他 食事処　とん喜 飲食店

ファミリーマート　七戸ざるた店 コンビニエンスストア スナックはなぶさ スナック 昭和電気㈱Ａコープ天間林電化センター 家電・業務用無線

㈱米万商店 米・雑穀 天間屋 洋菓子

ラストーレ 美容室 野田食品㈲ 食品スーパー ファミリーマート　七戸中野店 コンビニエンスストア

あすなろ温泉 公衆浴場 シモフク洋品店 婦人衣料 ラーメン　はる 飲食店

とり忠 惣菜業 ㈲中村旅館 旅館・宿泊・宴会・仕出 ㈲町屋新聞店 新聞店

大久保冷菓 牛乳・アイスクリーム 岡田接骨院 柔道整復・整体 カツラ美容室 美容室

㈲花ひさ生花店 生花・供花・花束 居酒屋ういち 飲食店 天間林仕出しセンター 弁当・折詰

amor coffee 飲食店・coffee そうや 飲食店

㈲大貞 青果・生花・お菓子 木田理容所 理容業

ファッションプラザ田忠 靴・バック・婦人服 古田電機七戸店 家電販売・修理 ㈲ミュー　八甲田石油　天間林給油所 ガソリンスタンド

盛田時計店 時計・メガネ 御食事処　馬里 食事処・酒 ㈲ミュー　八甲田石油　天間林南給油所 ガソリンスタンド

㈲向中野自転車商会 除雪機・オートバイ・自転車 柏文社印刷㈱ 印刷業 アカシア 飲食店

きむら洋品店 婦人洋品・学校ウエア 赤牛食堂 飲食店 カラオケスナックじゅん 飲食店

坂谷米穀店 米販売・クリーニング取次 カクテルBar未完成 飲食店 来夢来人 飲食店

かわさく酒店 酒類

米藤商店 食品・雑貨・金物ほか 小山酒店 酒・たばこ・食品 ㈲坪石油 ガソリンスタンド

愛生堂（田重菓子舗） 和菓子・洋菓子 道の駅しちのへ 野菜・特産品 ファミリーマート　みちのく天間林店 コンビニエンスストア

銘書堂 書籍・文具 ㈱お菓子のみやきん　イオン七戸店 和菓子・洋菓子 みちのく天間林給油所 ガソリンスタンド

山一商店 やきとり・雑貨 県南環境保全センター㈱七戸支店 浄化槽管理・清掃

東北燃料㈲ 灯油・ガス器具・ストーブ ㈲西武モータース 自動車整備・販売 酒井商店 食料品

ヘアーサロンにしの 理容業 昭和電気㈱ 家電・業務用無線 神山商店 食料品・酒

居酒屋　絵里 居酒屋 松雪庵 そば・うどん ヤマザキショップつくきち店 食品・酒・タバコ

佐々木燃料店 ガス・灯油 附友酒店 酒類

㈲新谷電器 家電販売・テレビ他 ㈱七戸小笠原新聞店 東奥日報ほか

ジンバ時計店 時計・宝石・メガネ 七戸富士電気 家電販売・修理 スーパーふくだ 食品・雑貨・酒

福村酒店 酒類・飲料水 東八甲田ローズカントリーばらの店 バラ切り花・アレンジメント ㈲ほっとプラザ杉の子温泉 公衆浴場

㈲まきば 日本料理・弁当・オードブル hair & make hideout 美容室 ㈱鳥谷部ライスセンター 米・雑穀

居酒屋ふじと 居酒屋 ジェラートNAMIKI ジェラート 大伸代行 運転代行

１月31日（火）
有効期限を過ぎた場合は無効となり使用できません。

令和４年度　七戸町

プレミアム商品・飲食券取扱店

舟場・天間・榎林地区

その他地区

四ケ村地区

袋町地区

下町地区

共通券のみ使えるお店

「共通券」「専用券」どちらも使えるお店

新町・上町・東大町地区

小川町地区

川向・笊田・蒼前地区

商品券のご使用にあたっては商品券裏面の注意事項をご確認の上、期限内にご使用ください。

横町地区

坪地区

森ノ上・道ノ上地区

南浦地区

有効期限

令和５年


