
STEP2 対象店舗（岩手県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
クロップマーク 岩手県盛岡市紅葉が丘１２－４８
寺町カフェ 岩手県盛岡市本町通１丁目１４－１７
ｃａｆｅ ｔｈｒｅｅ．．．＋ 岩手県盛岡市本町通３－１４－３１カーサクワトロチェント１階
梅月堂 岩手県盛岡市本町通一丁目９ー４０
すきや 川また 岩手県盛岡市中央通２丁目１－３２
翁本舗 岩手県盛岡市中央通１－５－１６
海ごはんしまか 岩手県盛岡市中央通１－１１－１５マルビル１Ｆ，２Ｆ
Ｄｒｅａｍ－Ｗａｌｌ 盛岡 岩手県盛岡市中央通１－１１－２１マルビル１－２Ｆ
居酒屋 がく 岩手県盛岡市中央通１－７－１６日の出ビル１Ｆ
珈琲・うつわ わたなべ 岩手県盛岡市中央通３－１８－１４
ＧＡＳＴＲＯ ＳＵＫＥＧＯＲＯ 岩手県盛岡市大通１－１０－１５盛岡共同印刷ビル２Ｆ
夢幻 岩手県盛岡市大通１－９－７第三大通りビル２Ｆ
焼肉バル牛庵 岩手県盛岡市大通３丁目２－２
四季味彩 忘々 岩手県盛岡市大通１－６－１６第７大通ビル１Ｆ
Ｓｕｓｈｉの山留 岩手県盛岡市大通１－９－１２第８大通ビル１Ｆ
クロスヒート 岩手県盛岡市大通２－５－１０ＪＪビル２Ｆ
Ａｍｂｒｏｓｉａ近江亭 岩手県盛岡市大通３－４－１クロステラス２Ｆ
日本料理和創専心くう雅 岩手県盛岡市大通り１－６－１６
やみつきホルモン 利久 盛岡大通店 盛岡市大通１丁目１０－２１ＰＩＶＯＴ盛岡大通りビル２－１０１
源喜屋クロステラス盛岡店 盛岡市大通３丁目４－１クロステラス盛岡
きのえね 本店 岩手県盛岡市大通１丁目９―２
福福屋盛岡大通り店 岩手県盛岡市大通２－６－１３琥珀ビル２階
蕎麦ブラザーズ 岩手県盛岡市大通２丁目３－７ＣＴ３３ビル１Ｆ
びっくりドンキーベル大通店 岩手県盛岡市大通り１丁目４－７
大衆酒場 丸富士 岩手県盛岡市大通１ー９ー１チスガビル１Ｆー１
お花坊 岩手県盛岡市大通１－４－２
ＴＡＷＡＲＡ（たわら） 岩手県盛岡市大通１－５－１８クレッセントビル２階
ｍｕｒａｍａｔｓｕｒｉ 岩手県盛岡市大通１－５－３中村ビル１Ｆ
萬 ＹＯＲＯＺＵ 岩手県盛岡市大通１－７－１３シグナスビル１Ｆ
ビストロ ノアキ 岩手県盛岡市大通１－７－１５バーセル大通１Ｆ
にわとりのすけ盛岡大通り本店 岩手県盛岡市大通１－９－２３平凡盛岡ビル２Ｆ－Ｂ
串揚酒場 栖（ＳＵＭＩＫＡ） 岩手県盛岡市大通１丁目１０－２１ピボット盛岡大通ビル１Ｆ
大衆酒場 八兵衛（はちべえ） 岩手県盛岡市大通１丁目１１－２０第３丸十ビル
煮こみ屋 チョウチン 岩手県盛岡市大通１丁目７－１２浪岡ビル１Ｆ
孫家 岩手県盛岡市大通２－１－４サイセリアビル１ＦＥゴウシツ
しだれ 盛岡大通店 岩手県盛岡市大通２－３－７ＣＴ３３ビル５Ｆ
炉端・釜飯・焼うに 又八（またはち） 岩手県盛岡市大通２－７－１８地下１階
原価市場 岩手県盛岡市大通２－７－１９白崎二番館２Ｆ
ＣｏｄａΦごっち 岩手県盛岡市大通２－７－２０ウエダビル１Ｆ
ｇｅｒｍａｎｓｕｐｌｅｘ 岩手県盛岡市大通２－８－１４ＭＯＳＳビル２Ｆ
イタリアンレストラン ｏｔｔｏ 岩手県盛岡市大通２－８－３５
盛岡居酒屋 遊食屋ＦＵＪＩ 岩手県盛岡市大通２丁目４－１６盛岡藤原ビル２階
焼肉せんか 岩手県盛岡市大通２丁目４－４プレイビル
上海倶楽部 岩手県盛岡市大通２丁目６－６京藤ビル２Ｆ
ＳＬＯＷ 岩手県盛岡市大通３－１－３０ｅｃｏ柳新道１－Ｃ
恩返し居酒屋 南部の子だぬき 岩手県盛岡市大通３－２－６ＫＣビル２Ｆ
賢治の大地館 岩手県盛岡市大通３－４－１クロステラス盛岡１Ｆ
favorite Cafe 岩手県盛岡市大通３－６－２２伊藤ビル１ｆ
アルセーヌルパン 岩手県盛岡市大通一丁目７番１３号シグナスビル４階
白龍本店 盛岡市内丸５－１５
カイルアキッチン 岩手県盛岡市内丸１７－４２
８０８盛岡桜山（ハチマルハチ） 岩手県盛岡市内丸４－１４
浜焼酒場!海王内丸店 岩手県盛岡市内丸４－１９
フラッグコーヒー 岩手県盛岡市内丸４－２
ｃｅｃｉｌｅ ｄｅｓｉｇｎ 岩手県盛岡市内丸４ー２
櫻山チャンチキ酒場 岩手県盛岡市内丸５－１
肉のせがれ 岩手県盛岡市内丸５ー２
えん 岩手県盛岡市内丸６－１
酒飯堂 さらさら 岩手県盛岡市内丸６－１４ｅｓｔ２１２Ｆ
沖縄泡盛天国 月桃 岩手県盛岡市内丸６－１４ｅｓｔ２１ビル３Ｆ
鶏ダイニング惣吉 岩手県盛岡市菜園１－１１－１５菜園１－１１－１５佐々木ビル１Ｆ
洋食りんご屋 岩手県盛岡市菜園１－１１－６Ｂ１Ｆ
スパニッシュライツ 岩手県盛岡市菜園１－３－６
九州酒場  ○九 岩手県盛岡市菜園１－４－１菜園総合ビルＢ１Ｆ
三陸居酒屋 きりや 菜園本店 岩手県盛岡市菜園１－５－２５リデル盛岡１０２
Ｆｉｖｅ Ｐｅｎｎｉｅｓ 岩手県盛岡市菜園１丁目１１－１９Ｂ－０１
かかし屋 分店 岩手県盛岡市菜園１丁目１２－６アーヴァーズビルＢ１Ｆ
海鮮処 五十集屋 岩手県盛岡市菜園１丁目５－１０グリムハウス３Ｆ
Ｌａ Ｒｏｓｅｔｔａ 岩手県盛岡市菜園２－４－２１千鳥ビルＢ１
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和風居酒屋 わいや 岩手県盛岡市菜園２丁目２－１９十九番館ビル３階
ＧＩＡＲＤＩＮＯ 岩手県盛岡市菜園２丁目６－６三栄ビル１Ｆ
Ｇｒａｎｏ ｄʼｏｒｏ 岩手県盛岡市開運橋通１－３３プレッティビル１Ｆ
ハラペコダイニング グリル 岩手県盛岡市開運橋通１－３４
炭焼きホルモン専門店 べこぶた 岩手県盛岡市開運橋通３－４９
ねぎぼーず 盛岡市盛岡駅前北通５－９菅原ビル
開運橋ジェラートスタンド ディジ 岩手県盛岡市盛岡駅前通１１－１１
東家 駅前店 岩手県盛岡市盛岡駅前通８-１１
やきとり道場 こだわりやま 盛岡駅前店 盛岡市盛岡駅前通８－１１盛岡駅前ビル１Ｆ
やきとり とみふく 盛岡市盛岡駅前通１０－２ＭＯＲＩＢＬＤＧ．１Ｆ
じょ居 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０―６
魚民盛岡駅前開運橋店 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０－２ＭＯＲＩＢＬＤＧ．３
遠野食肉センター盛岡店 岩手県盛岡市盛岡駅前通１１－１１
うま舎 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５―６
焼肉・冷麺 盛楼閣 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－５ゲンプラザ２Ｆ
ミライザカ 盛岡駅前店 岩手県盛岡市盛岡駅前通９－８－１・２・３Ｆ
駅前酒場 開運とん 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０－５
ワインノエビスケ 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０－６マルカンペットビル１Ｆ
Ｃａｆｅ ＬＡｕｂｅ ３号店 岩手県盛岡市盛岡駅前通１１－１１木伏緑地内
ＢｒｅｗＢｅａｓｔ 岩手県盛岡市盛岡駅前通１１－１１木伏緑地内
すしげん 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－１４
三陸旬菜 すノ家 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－２３
駅前炭串屋とりぼん 盛岡店 岩手県盛岡市盛岡駅前通８－１４盛岡シティホテル１Ｆ
岩手の居酒屋 ゑん 岩手県盛岡市盛岡駅前通９－２第一甚ビル地下１Ｆ
竹の家ａｉｉｎａ店 盛岡市盛岡駅西通１丁目７－１ａｉｉｎａ１Ｆ－Ｂ竹の家
ナガハマコーヒー盛岡駅西口店 盛岡市盛岡駅西通２丁目１０－２５ユニゾインエクスプレス盛岡２Ｆ
千秋堂 盛岡つなぎ工房 岩手県盛岡市繋字尾入野６４－１０２
ホームスパンハウスモリオカテン 盛岡市材木町３－１３Ｂ１
ＢＯＵＮＤ ＣＯＦＦＥＥ 岩手県盛岡市材木町５－３ヴィラ芙蓉１Ｆ
中国料理八仙閣 岩手県盛岡市上田４丁目２１－１
ＮＡＧＡＳＡＷＡ ＣＯＦＦＥＥ 岩手県盛岡市上田１丁目１１－２３
千倍 岩手県盛岡市高松２丁目１２－１５
自遊空間 盛岡高松店 岩手県盛岡市高松２丁目１８番６号
居酒屋えん 岩手県盛岡市緑が丘一丁目１９－１
うまい一丸鮨 盛岡店 盛岡市月が丘１丁目５－２０
養老乃瀧 盛岡月ヶ丘店 岩手県盛岡市月が丘３ー２９ー１
函太郎 アクロスプラザ盛岡みたけ店 盛岡市みたけ２丁目９－４５アクロスプラザ盛岡みたけＡゾーン
ふらりむらさき 盛岡みたけ店 岩手県盛岡市みたけ３－３５－２０
リュクノス 岩手県盛岡市みたけ２丁目２３－２６
緑のもみの木 岩手県盛岡市みたけ２丁目３－３５
びっくりドンキー上堂店 岩手県盛岡市上堂１丁目１９－６７
丸亀製麺 盛岡 盛岡市青山２丁目５－６０
はなまるＤｉｎｉｎｇ 岩手県盛岡市青山３－１７－１０
酒居家 夢の蔵 岩手県盛岡市青山３－２３－１０青中ビル２階
刺し身居酒屋 将 岩手県盛岡市青山３－２９－２
南部マルシェぞっこん広場 岩手県盛岡市上厨川野子１０７
ちきゅうや大館店 岩手県盛岡市大館町２０－６３
Ｊａｙʼｓ  Ｐｉｚｚａ 岩手県盛岡市大館町２４－７５
びっくりドンキー盛岡インター店 岩手県盛岡市前潟２丁目１番１０号
麺屋八代盛岡インター本店 岩手県盛岡市前潟二丁目３番６号
Ｄｉｎｉｎｎｇ Ｓｔａｇｅ Ｃａｆｅ 月の座店 盛岡市乙部２６地割字⾧根７７－１５
青湖苑 岩手県岩手郡雫石町源大堂８０－２
雫石ソウルキッチン 岩手県岩手郡雫石町柿木５４－６
十割そば しんざん 岩手県岩手郡雫石町⾧山極楽野１５５－６
そば処久保田 岩手県岩手郡雫石町⾧山小鉢森１４－３
山ぶどう農園 カフェ野の香 岩手県岩手郡雫石町⾧山堀切野８－５２
コーヒー焙煎 風光舎 岩手県岩手郡雫石町⾧山堀切野８-７
焼肉ハウスＯＫ牧場 滝沢市後２６８－１８２４
小岩井駅前焼処いっく 岩手県滝沢市大釜風林１９－３
すし松 岩手県滝沢市大釜大畑７７－４
炭火焼肉アサヒ 岩手県盛岡市浅岸１－２－１６
びっくりドンキー盛岡南店 岩手県盛岡市三本柳五地割２番地２
遠野屋 都南店 岩手県盛岡市三本柳１０地割５３－１
養老乃瀧都南店 岩手県盛岡市永井２２地割字久保３－７０
ロビンズスター盛岡店 岩手県盛岡市永井２３地割１８－７
ＴａｋｏｙａｋｉＢａｓｅ ＹＯＩＣＨＩ 岩手県盛岡市津志田町２丁目２３－６
回転鮨清次郎 津志田店 岩手県盛岡市津志田町２丁目１―６０
いわて三陸水産組合 岩手県盛岡市津志田南１丁目１－１５
丸亀製麺 盛岡南 盛岡市津志田南１丁目１－５
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ふらりむらさき 盛岡津志田店 岩手県盛岡市津志田南３－１３－３
焼肉ダイニング 雀（じゃん） 岩手県盛岡市津志田南３－６－６５
すし江戸 盛岡南店 岩手県盛岡市向中野７ー１５－３５
ぺえっこな産直駅 ホーマックスーパーデポ盛南店 岩手県盛岡市向中野７丁目１６－７７
盛香苑 岩手県盛岡市本宮１丁目３１番１０号
養老乃瀧盛岡中ノ橋通店 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目１１－１７
ビアバー ベアレン 中ノ橋 岩手県盛岡市中ノ橋通１－１－２１
東家 本店 岩手県盛岡市中ノ橋通１-８-３
平金商店パステル館 本店 岩手県盛岡市肴町８－１８（肴町アーケード内）
ウサギボタニカ 岩手県盛岡市中ノ橋通１－３－１５
お茶とてつびん engawa 岩手県盛岡市中ノ橋通１－５－２唐たけし寫場１階
タルトタタン 八幡町本店 盛岡市八幡町１３－３４
割烹 惣門 岩手県盛岡市松尾町５－２
鈴木盛久工房 岩手県盛岡市南大通１－６－７
和のくらし小袖 岩手県盛岡市南大通１－６－９１Ｆ
北海道レストラン盛岡 盛岡市南大通２丁目８－２サウスヒルズＢ－２Ｆ
プランタンブラン 盛岡市南大通２丁目９－２
居酒家里伊 盛岡市南大通１丁目１０－１７
酒すこぶる 黄金の魚 岩手県盛岡市南大通１－１－２０
Ｓｔｅａｋ＆ｇｒｉｌｌ ＭＡＲＵ３ 岩手県盛岡市肴町１０－１０十三日内
匣＿ｈａｃｏ ｗｉｎｅ ｃａｆｅ 岩手県盛岡市肴町１０－２
花月堂 天神町店 盛岡市天神町８－２７
Ｂｒｕｎｃｈ 岩手県盛岡市神明町６－１４－２Ｆ
白沢せんべい店 岩手県盛岡市紺屋町２－１６
有）草紫堂 盛岡市紺屋町２－１５
Ｋｉｔｃｈｅｎ ＣｏＣｏ 盛岡市紺屋町４－２４
ｇｕｓｃｏ 岩手県盛岡市紺屋町７－１４
丸亀製麺 一関中里 岩手県一関市中里字神明２１－２
香音 岩手県一関市青葉１丁目１０ー２４
お食事処 海老徳 岩手県一関市赤荻字堺１０２－１
びっくりドンキー 一関店 岩手県一関市山目中野９２－１
ミートレストラン 格之進 岩手県一関市山目字大槻６７番地１
ｃａｆｅ自休自足 岩手県一関市樋渡２５－１一印一関青果市駐車場内
レストランカフェプチフランセ 岩手県一関市三関仲田３５－１
やきとりセンター一関駅前店 岩手県一関市大町１番６号駅前佐藤ビル２階
魚民一ノ関駅前店 岩手県一関市上大槻街１－４５耕栄第三ビル２階
和風レストラン松竹 岩手県一関市上大槻街２－１
三彩館ふじせい 岩手県一関市上大槻街３－５３
亀の子せんべい本舗大浪上の橋店 岩手県一関市大手町２－１２
大昌園 岩手県一関市大手町５－１０
ｍｏｊｏ 岩手県一関市大手町６－１６
和酒Ｄｉｎｉｎｇ もんど 岩手県一関市大手町７－３６さくらビル２Ｆ
ごいしふぉん 岩手県大船渡市末崎町字泊里９９－３
海の幸ふるまいセンター 岩手県大船渡市大船渡町字笹崎３－６
かもめテラス 岩手県大船渡市大船渡町茶屋前７－３１
カフェ・ド・カレー Ｋｏｊｉｋａ 大船渡市大船渡町野々田２３－１
⿁椿市民雑貨店 大船渡市大船渡町野々田１０－３－５２４０キャッセン大船渡
目利きの銀次キャッセン大船渡店 岩手県大船渡市大船渡町茶屋前３－２
魚民キャッセン大船渡ショッピングセンター店 岩手県大船渡市大船渡町野々田１１－１０
三陸おさかなファクトリー 岩手県大船渡市大船渡町字野々田１０－３
カレーハウス Ｂｅｅ 大船渡市盛町１０－１１－１Ｆ
高瀬 大船渡市盛町１０－１１－１Ｆ
小麦の丘 大船渡市盛町１０－１１－１Ｆ
えちご家 大船渡市盛町町１０－１１
壷屋田耕 大船渡市猪川町前田１－５
やまや水沢店 岩手県奥州市水沢区佐倉河字石橋１４番地
回転鮨清次郎 水沢店 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳４９－１
Ｎ´ＣＡＦＥ 岩手県奥州市水沢佐倉河字杉の堂７３－２
レストラン エルミタージュ 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田１７－２
ウィッチの森 岩手県奥州市胆沢南都田鶴田３９０
せんや 岩手県奥州市胆沢小山字下笹森５２－１
Ｃａｆｅ温 奥州市水沢谷地明円４６
しっとっと 岩手県奥州市水沢字寺小路２番地キャスルアオバ１Ｆ
菓子処後藤屋 駅前店 岩手県奥州市水沢字東町４
ｃａｆｅ＆ｌｉｖｉｎｇ ＵＣＨＩＤＡ 岩手県奥州市水沢東大通り１丁目５－３５
パリー洋菓子 岩手県奥州市水沢真城北塩加羅１２９－１
Ｈｉｋｏ－Ｖｉ 岩手県奥州市江刺大通り４－８
日本料理 新茶家 岩手県奥州市江刺中町４－１
佐吉 岩手県奥州市江刺六日町２－１０



STEP2 対象店舗（岩手県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
ＪＡ江刺 江刺ふるさと市場 岩手県奥州市江刺愛宕字金谷８３－２
ミズサキノート 岩手県奥州市江刺稲瀬字水先５９５－２
小春日和 岩手県北上市常盤台一丁目２５－１６
焼肉レストラン カンドカン北上店 岩手県北上市里分４－２７－３
味と和香奈 岩手県北上市青柳町２-５-２１
Ｒｅｐｐｉ 岩手県北上市青柳町１－６－２１マックＭ１ビル１階奥
北上酒場とりあえず源 岩手県北上市青柳町２－２－１２スターライトビル２階
ダイニングキッチン侍 岩手県北上市青柳町２－３－９
枕流亭 岩手県北上市川岸３－１５－２０
屋台島 岩手県北上市諏訪町２－４－３４スパットビル１Ｆ
粋揚々 北上市諏訪町２丁目４－３４スパットビル
ギョウザト 北上市諏訪町２丁目５－１６
豊八 岩手県北上市諏訪町１－１－９
キッチンバル コネクト 岩手県北上市諏訪町１丁目２－１９
丸昭商店 岩手県北上市⿁柳町都鳥４８
千年の宴北上駅前店 岩手県北上市大通り１－３－１おでんせプラザぐろーぶ
魚民北上駅前店 岩手県北上市大通り１－３－１北上開発ビル地下１階
隠家北上店 岩手県北上市大通り１－３－１北上開発ビルおでんせプラザぐろーぶＢ１Ｆ
和ʼｓギャラリー雑貨屋 北上市北⿁柳２０－５１－１０
びっくりドンキー 北上店 岩手県北上市北⿁柳１９－１９
栄泉堂 インター店 岩手県北上市北⿁柳１８－３－１
丸亀製麺 北上 北上市柳原町１丁目２－２４
きくすい 北上店 北上市柳原町５丁目１２番３０号
Ａｒｔ ｃａｆｅ桜都 北上市さくら通り２丁目１－１
ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ ＣＨＵＰ 岩手県北上市本通り１－８－６
沖縄料理美童 北上市本通り１－８－４もんじやビル美童
ＣＡＦＥ ＭＯＮＩＣＡ 北上市本通り２丁目２－１
さくら寿司 北上市本通り２丁目２－１
ピノキオ 北上市本通り２丁目２－１
馬酒喝采 ｕｍａｙａ 岩手県北上市本通り１丁目５－１旨屋ビル１階
一口茶屋 北上ツインモールプラザ 岩手県北上市本通り２－２－１北上ツインモールプラザ１階
道奥金婚亭 花巻市西宮野目１１－８８
一口茶屋 花巻パワーコメリ 岩手県花巻市東宮野目第９地割５９パワー花巻店１階
パティスリーアンジュ銀河モール花巻店 花巻市高木１６－６８－６
ソーベーズカフェ 岩手県花巻市山の神５７８－４
ファームプラスカフェ 岩手県花巻市上根子字下田６０－２
ＣａｆｅレストランＢ＆Ｂ無ら里 岩手県花巻市一本杉３５－１９
Ｂｏｕｃｈｅｒｉｅ ｄｅ Ｋｉｍｕｒａ 岩手県花巻市本館３－４－７
丸亀製麺 花巻 花巻市上小舟渡３５１－１
パティスリーアンジュ星が丘店 花巻市星が丘１丁目１－１８
Ｍ＠ｃｈｏｕ 岩手県花巻市星が丘２丁目２１－２２
源喜屋花巻本店 花巻市花城町１２－１４銀河タウン館坂
びっくりドンキー 花巻店 岩手県花巻市城内１６５－１
モダンチャイニーズ蓮ＲＥＮ 岩手県花巻市末広町２－１３－１Ｆ
風童社本店 花巻市桜町４丁目２４０－１
イタリア料理ルマーカ 岩手県花巻市大通り２-３-１５
千年の宴花巻駅前店 岩手県花巻市大通り１－５－３ホワイトウルフビル１階
魚民花巻駅前店 岩手県花巻市大通り１－５－３ホワイトウルフビル２階
ＪＯＥʼＳ ＬＯＵＮＧＥ 岩手県花巻市大通り１丁目４－１４小友ビル１Ｆ
ココ・タベルバ・ラパン 岩手県花巻市若葉町三丁目１４－３０
アンジェリック洋菓子店 釜石市大町２丁目２－２０
なにわや 岩手県釜石市大町１－２－１０タウンポート大町１－Ｃ
小島かふぇ 岩手県釜石市大町１丁目２番１０号大町ポートタウン
かまいし特産店 岩手県釜石市鈴子町２２１
道の駅釜石仙人峠 岩手県釜石市甲子町第７地割１５５－４
ピザハウス１０６ 岩手県宮古市宮町３－１０－５５
太田屋肉店食堂 岩手県宮古市五月町１－１
さとう珈琲豆直売 宮古市向町５－１
焼肉もりもり 岩手県宮古市大通３－１－３１
居酒屋 大将 岩手県宮古市大通４－１－４マルフクビル１Ｆ
善助屋食堂 岩手県宮古市田老２丁目５－１
平禄寿司 岩手久慈店 岩手県久慈市⾧内町第３０地割１２１
Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ Ｐａｓｓｏ 岩手県久慈市⾧内町１７－８９－１１
康海庵 岩手県久慈市⾧内町２８－１０３－８５
割烹小龍 岩手県久慈市巽町１－１２
竹屋製菓 土の館店 岩手県久慈市中町２－５－６
シャトータカマツ 岩手県久慈市中央４－１６
愛寿し 岩手県久慈市中央１－３５
秋田比内や 久慈店 岩手県久慈市中央２－９－２



STEP2 対象店舗（岩手県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
ＫＥＮＳＯＨ 岩手県久慈市中央３丁目３２番地田高ビル１Ｆ
紅屋 岩手県遠野市新穀町２－１５
Ｄｅん～隠れ家～ 岩手県遠野市新穀町７－１３
遠野食肉センター遠野店 岩手県遠野市松崎町白岩２０地割１３番地１
おかめ食堂 岩手県上閉伊郡大槌町本町１－１３
チャリカフェ 岩手県上閉伊郡大槌町末広町１２－１４
千治屋 岩手県下閉伊郡山田町豊間根２０－２２７
居酒屋笑多 岩手県下閉伊郡山田町川向町７－１５
三陸味処 三五十 岩手県下閉伊郡山田町川向町６－４３
グルメハウス シンコー 岩手県下閉伊郡山田町川向町７－５
十割そばたからや 岩手県宮古市茂市第４地割９－１
やきとり 駅前 岩手県花巻市石鳥谷町好地７－９９－３
魚民紫波店 岩手県紫波郡紫波町日詰西２－１－４
ポテト デリ マメタ 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前２-３-３オガールプラザ
４８３２ Ｔｈｅ ＳＵＧＡＲ 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前２丁目３－３
鮨清次郎 紫波店 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前２丁目３－４８
大衆食堂 ＧＩＲＡＦＦＥ 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前２丁目３－３オガールプラザ東棟１Ｆ
御食事処わんこいん 岩手県紫波郡紫波町栃内字小畑５８－３
平金商店パステル館アルコ店 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅第７地割４２５－３
三陸旬彩 すノ家 岩手県紫波郡矢巾町駅東１－１－７
Ｐｅｔｉｔ Ｂｏｎｈｅｕｒ 岩手県紫波郡矢巾町駅東１丁目１番２２号矢巾屋台村さんなり横丁
和風創作 葵 岩手県紫波郡矢巾町駅東一丁目１番２２号
つばめ 岩手県盛岡市好摩夏間木１３６
道の駅石神の丘レストラン 岩手県岩手郡岩手町五日市１０－１２１－２０
チョコ南部ＰＲＥＭＩＵＭ本店２ｄｏｏｒ 二戸市石切所荒瀬６５－３
南部せんべい乃巖手屋 本店 二戸市石切所前田４１－１
南部せんべい乃巖手屋 二戸ニコア店 二戸市米沢荒谷２５二戸ショッピングセンターニコア内
フレンドショップ芽吹き屋 岩手県二戸市米沢字荒谷２５
ファミリーレストラン よしの 岩手県二戸市堀野字大川原毛１１１－１３
有限会社 志賀煎餅 岩手県二戸市堀野字⾧瀬５７－１
焼肉 ＦＡＢＩＯ 岩手県八幡平市松尾寄木２８－５２
ａ Ｍａｃｃｈｉｅｔｔａ 岩手県八幡平市松尾第２８地割２８-１４
高原の珈琲工房ＮＥＬＣＡＦＥ 岩手県八幡平市安比高原１６５－１０
Ｎｏｌｌｅｇｒｅｔｔｏ 岩手県八幡平市平舘第１６地割１０７番地
ふうせつ花 岩手県八幡平市保戸坂２３６
てしごと屋 マリンローズパーク店 岩手県九戸郡野田村大字玉川５－１０４－１３
丑舎 格之進 岩手県一関市川崎町薄衣字法道地２１番地１６
居酒屋 膳 陸前高田店 陸前高田市高田町館の沖１アバッセタカタ内
カフェフードバーわいわい 岩手県陸前高田市高田町字大隅９３－１－７
おかし工房 木村屋 岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢２２０－１
カレーとてづくりおやつフライパン 岩手県陸前高田市米崎町字樋の口６３－２
焼肉のろし 岩手県陸前高田市米崎町松峰４９－１
季節料理 寿司 あべ力 岩手県一関市花泉町花泉字深井沢３７－１２
すがや食堂 岩手県一関市花泉町涌津字一ノ町１－２
おやすみ処たばしね 岩手県西磐井郡平泉町平泉字衣関３４－１６
らら・いわて 平泉店 岩手県西磐井郡平泉町平泉字衣関３９
Ｈａｉｒ＆Ｃａｆｅ ｂｒｏｏｃｈ 岩手県奥州市前沢あすか通３－８－１１
Ｂｉｓｔｒｏ Ａｖａｉｌｌａ 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻荒巻横道上２０－１
ゴハンヤｍｅｅｔｓ 岩手県和賀郡西和賀町湯本３０－９５
ネビラキカフェ 岩手県和賀郡西和賀町川尻４０－５７－８


