
【県南エリア】
店舗名 住所 電話番号 主な提供品目

「蔵王の森」がつくる美と健康の温泉宿 ゆと森倶楽部 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字上ノ原128 0570-05-2311 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設、フィットネス（スポーツジム等）

AOKI 岩沼店 藤波1-4-28 0223-23-7088 小売（お土産等）

AOKI 名取店 名取市上余田字千刈田 464-1 022-384-0488 小売（お土産等）

Book&Cafeこ・らっしぇ 刈田郡七ヶ宿町字町裏81 0224-26-6681 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、体験アクティビティ

GUESTHOUSE66 角田市角田字泉町66 0224-61-0234 宿泊業・温泉施設

Ｎ白木屋 名取店 名取市飯野坂土城堀57-1  セッツウイングス 1階 022-383-3988 飲食店（酒類提供あり）

N白木屋 名取店 名取市飯野坂土城堀57-1  セッツウイングス 1階 022-383-3988 飲食店（酒類提供あり）

ORIHICA イオンモール名取 名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取 3F 022-383-2988 小売（お土産等）

Togatta Onsen 湯旅屋 蔵王堂 & 蔵王湯けむりプリン 刈田郡蔵王町遠刈田温泉寿町8 080-4043-6057 小売（お土産等）、その他

tohoku trattoria TREGION GALLEY 名取市下増田南原 仙台空港 旅客ターミナル3F 022-393-8039 飲食店（酒類提供なし）

WIZ フォルテ店 柴田郡大河原町字小島2-1 フォルテ内1F 0224-51-1239 小売（お土産等）

Wood＆Spa や・すまっしぇ 刈田郡七ヶ宿町字諏訪原11-15 0224-26-6775 観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）、その他

ZAO BOO 刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町9-1 0224-34-3953 飲食店（酒類提供あり）

アクティブリゾーツ宮城蔵王　ショッピングプラザ 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1 0224-34-3600 小売（お土産等）

アクティブリゾーツ宮城蔵王　ティーラウンジ チェリー 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1 0224-34-3600 飲食店（酒類提供あり）

アクティブリゾーツ宮城蔵王　味のれん 炉端焼き 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1 0224-34-3600 飲食店（酒類提供あり）

アクティブリゾーツ宮城蔵王　フロント 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1 0224-34-3600 宿泊業・温泉施設、スポーツ、その他

アクティブリゾーツ宮城蔵王　森とそよ風 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1 0224-34-3600 飲食店（酒類提供あり）

アクティブリゾーツ宮城蔵王　室内プール 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1 0224-34-3600 スポーツ

あじわい亭大河原店 柴田郡大河原町東新町7-8 080-7534-7122 飲食店（酒類提供なし）

あぶくま荘 伊具郡丸森町字不動50-5 0224-72-2105 宿泊業・温泉施設

イオンエクスプレス名取駅前店 名取市増田4丁目7番20号 022-796-1516 コンビニ・スーパー

イオンスタイル名取 名取市杜せきのした5丁目3番地の1 022-784-2021 コンビニ・スーパー

イオンモール名取（取扱可能テナントは公式HPでご案内） 名取市杜せきのした五丁目3番地の1 022-381-1515

イオン船岡店 柴田郡柴田町西船迫2－1－15 0224-55-5581 コンビニ・スーパー

ウエルシア岩沼中央店 岩沼市 中央4-11-13 0223-25-6270 小売（お土産等）

ウエルシア船岡中央店 柴田郡柴田町船岡中央 3-18-10 0224-54-2347 小売（お土産等）

ウエルシア大河原高砂店  柴田郡 大河原町高砂町2-7 0224-53-0061 小売（お土産等）

ウエルシア名取大手町店 名取市大手町5-3-2 022-383-2633 小売（お土産等）

みやぎ宿泊割キャンペーン「宿泊割引＆クーポン　取扱店舗一覧」
　

                                              「みやぎ宿泊割キャンペーン」取扱店舗の一覧です。

  　　                        　         最新の情報及び詳細は特設サイトをご覧ください。

                                                                         https://miyagi-syukuhakuwari.com/second/
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うどん屋 伝七 亘理郡亘理町吉田字下大畑19-4 0223-34-1498 飲食店（酒類提供あり）

エディー・バウアー イオンモール名取店 名取市杜せきのした五丁目3番の1 022-382-9781 小売（お土産等）

おてんとさん 角田市角田字緑町14-5 0224-63-0321 小売（お土産等）

おてんとさん船岡店 柴田町船岡東原町132-1 0224-57-1007 小売（お土産等）

オリックスレンタカー仙台空港店 岩沼市下野郷新拓241 0223-29-4163 レンタカー

オリックスレンタカー名取市役所前店 名取市増田字北谷274 022-383-3993 レンタカー

かっぱの宿 旅館三治郎 刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町3 0224-34-2216 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

カフェ・レストラン ドルフィン 白石市沢目8-7 0224-25-4892 飲食店（酒類提供なし）

(株)グリーン・グリーン　菅生パーキングエリア（上り線） 柴田郡村田町大字菅生字新堀28 0224-83-2918 飲食店（酒類提供なし）

カレーハウスCoCo壱番屋 名取植松店 名取市植松字入生378-1 022-383-8658 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋宮城大河原店 柴田郡大河原町字広表28-32 0224-51-5275 飲食店（酒類提供あり）

キーズカフェ白石蔵王店 白石市旭町1-2-1 0224-25-3111 飲食店（酒類提供あり）

クスリのアオキ船迫店 柴田郡柴田町西船迫二丁目8番地7 080-4875-1697 小売（お土産等）

クスリのアオキ藤浪店 岩沼市藤浪一丁目4番10号 0223-23-0617 小売（お土産等）

クスリのアオキ二木店 岩沼市二木二丁目1番1号 080-3592-4599 小売（お土産等）

クスリのアオキ美田園店 名取市美田園七丁目1番地の1 090-6541-8730 小売（お土産等）

グリーンホテル角田 角田市角田字大町37-1 0224-63-4848 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

グレースリッジカントリークラブ 仙台市太白区坪沼字赤石山1-1 022-281-6555 スポーツ

コジマ×ビックカメライオンモール名取店 名取市杜せきのした5－3－1イオンモール名取内2F 022-784-1220 小売（お土産等）

ザ・ビッグ柴田店 柴田郡柴田町大字上名生字新大原194-1 0224-58-1222 コンビニ・スーパー

ザ・ビッグ名取店 名取市飯野坂3丁目5番10号 022-381-5655 コンビニ・スーパー

サッポロビール仙台ビール園 名取市手倉田字八幡310-1 サッポロビール仙台工場内 022-384-9301 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

シチノカフェ アタラタ店 名取市杜せきのした5－31－1 022-796-5214 飲食店（酒類提供あり）

シチノカフェ イオンモール名取店 名取市杜せきのした5－3－1イオンモール名取2F 022-797-3579 飲食店（酒類提供あり）

しんしん亭 白石市字堂場前 0224-22-1455 飲食店（酒類提供あり）

スーパーホテル美田園・仙台エアポート 名取市美田園2丁目1番地の11 022-208-9020 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

すゞきや旅館（すずきや） 白石市福岡蔵本字鎌先1-38 0224-26-3111 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

ずんだ茶寮 仙台国際空港店 名取市下増田字南原 仙台国際空港2階 022-381-6031 小売（お土産等）

ダイユーエイト大河原店 柴田郡大河原町字東94-1 0224-52-0282 小売（お土産等）

ダイユーエイト白石店 白石市福岡深谷字青木72 0224-29-3761 小売（お土産等）

ドラッグヤマザワ角田店 角田市角田字中島下566-1 0224-87-8033 小売（お土産等）

ドラッグヤマザワ白石北店 白石市福岡長袋字高畑1 0224-25-3911 小売（お土産等）

ニッポンレンタカー東北（株）仙台空港営業所 名取市下増田字小沼33-1 022-382-0971 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）白石蔵王駅前営業所 白石市旭町1-5-4 0224-24-5911 レンタカー

バーデン家 壮鳳 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地東裏山43-1 0224-34-3161 宿泊業・温泉施設

パシフィックホテル白石 白石市字堂場前45-7 0224-25-3000 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

春駒交通(株)　菅生パーキングエリア（下り線） 柴田郡村田町大字菅生字大舘15-2 0224-83-2915 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

ベネシアンホテル白石蔵王 白石市旭町1-2-1 0224-25-3111 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

ペンション ウッドチャック 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七日原1-236 0224-34-3627 飲食店（酒類提供あり）、体験アクティビティ、宿泊業・温泉施設

ペンションそらまめ 刈田郡蔵王町遠刈田温泉上ノ原168－83 0224-34-2299 宿泊業・温泉施設

ホームセンタームサシ名取店 名取市愛島郷1丁目1番地1 022-381-0634 その他

ホテルいづみや 白石市小原字湯元9 0224-29-2221 宿泊業・温泉施設

ホテルルートイン名取 名取市増田字関下37番地 022-784-4450 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

https://eddiebauer.jp/
https://car.orix.co.jp/
https://car.orix.co.jp/
http://www.sanjirou.co.jp/
https://www.venezian.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
http://www.greenhotel-kakuda.jp/
https://www.pacificgolf.co.jp/graceridge/
https://www.kojima.net/shop/shoplist/natori.html
https://www.mv-minamitohoku.co.jp/stores/shibata
https://www.mv-minamitohoku.co.jp/stores/natori
https://www.ginzalion.jp/shop/brand/brewery/shop121.html
https://www.toutenkaku.co.jp/page0111.html
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/mitazono/
http://www.suzukiya.net/
https://www.sanzen.co.jp/
https://www.daiyu8.co.jp/tenpo/120.html
https://www.daiyu8.co.jp/tenpo/182.html
file:///C:/Users/LD91178/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/nipponrentacar.co.jp/tohoku/
file:///C:/Users/LD91178/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/nipponrentacar.co.jp/tohoku/
https://www.barden.co.jp/
https://www.pacific-hotel-shiroishi.com/
https://www.harukoma.co.jp/
https://www.venezian.jp/
http://woodchuck.jp/
https://www.soramameo.com/
https://hc-musashi.jp/natori/
http://www.hotelizumiya.com/


ホテルルートイン名取岩沼インター 名取市堀内字北竹345-1 050-5847-7601 宿泊業・温泉施設

マクドナルド 4号線岩沼店 名取市堀内字北竹85－5 0223-24-2530 飲食店（酒類提供なし）

マクドナルド 4号線白石店 白石市八幡町469 0224-22-1159 飲食店（酒類提供なし）

マクドナルド 4号線名取店 名取市飯野坂土城堀82－1 022-382-2449 飲食店（酒類提供なし）

マクドナルド イオンモール名取店 名取市杜せきのした5－3－1 022-382-3451 飲食店（酒類提供なし）

マクドナルド 大河原店 柴田郡大河原町字新東27－14 0224-51-1162 飲食店（酒類提供なし）

みやぎ蔵王えぼしリゾート 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字倉石岳国有林311林班ホ小班内 0224-34-4001 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、スポーツ

やきとり大吉槻木店 柴田郡柴田町槻木下町2-2-20 0224-56-5069 飲食店（酒類提供あり）

やまなか家 大河原店 柴田郡大河原町字広表48番4 0224-51-9629 飲食店（酒類提供あり）

やまなか家 名取店 名取市上余田字千刈田246-2 022-381-5885 飲食店（酒類提供あり）

ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原 柴田郡大河原町字小島2-1 シーズンズウォーク フォルテたのし館 内 0570-027-673 劇場、観覧場、映画館、演劇場

るぽぽの森 柴田郡川崎町大字今宿字小屋沢山39 0224-84-6611 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

レストラン ドゥラパン 岩沼市桜4ー8ー17 0223-23-5408 飲食店（酒類提供あり）

わたり温泉 鳥の海 亘理郡亘理町荒浜字築港通り41-2 0223-35-2744 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設、観光施設

阿部蒲鉾店大河原店 柴田郡大河原町新東20 0224-53-2002 小売（お土産等）

稲荷タクシー有限会社 岩沼市末広1丁目4番32号 0223-24-1121 ハイヤー・タクシー

温泉山荘 だいこんの花 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山21-7 0570-04-1155 宿泊業・温泉施設

菓匠三全 栄町店 柴田郡大河原町字町192 0224-52-6201 小売（お土産等）

菓匠三全 岩沼ヨークベニマル店 岩沼市藤波2-4-10 岩沼ヨークベニマル店 0223-24-3001 小売（お土産等）

菓匠三全 仙台南インター店 名取市高舘熊野堂字余方中東17-1 022-386-3011 小売（お土産等）

菓匠三全 船岡駅前店 柴田郡柴田町船岡中央1-9-1 0224-55-5731 小売（お土産等）

菓匠三全 大河原バイパス店 柴田郡大河原町新東20-11 0224-53-1221 小売（お土産等）

菓匠三全 白石本町店 白石市本町105 0224-25-5811 小売（お土産等）

街道HOSTELおたて 刈田郡七ヶ宿町字町裏81 0224-26-8877 体験アクティビティ、宿泊業・温泉施設

株式会社 白松がモナカ本舗　仙台南店 名取市高舘熊野堂字余方中東28 022-386-2346 小売（お土産等）

株式会社タケヤ交通 柴田郡川崎町前川字中道南3-4 0224-85-2060 その他

株式会社トヨタレンタリース仙台岩沼店 岩沼市末広1丁目3－10 0223-22-6611 レンタカー

株式会社トヨタレンタリース仙台名取店 名取市田高字沢目63－1 022-384-0100 レンタカー

鎌倉温泉 宮城県刈田郡蔵王町大字平沢字鎌倉沢102 0224-33-2533 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

甘仙堂 名取工場直営店 名取市下余田字鹿島132 022-381-6561 小売（お土産等）

牛たん炭焼 利久 岩沼市梶橋1番5号 0223-29-3448 小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 岩沼店 名取市堀内字北竹85-7 0223-25-3277 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 名取店 名取市田高字南9-1 022-381-1035 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

漁亭浜や かわまちてらす閖上店 名取市閖上中央1丁目6番地 022-398-5547 飲食店（酒類提供あり）

魚民 名取店 名取市飯野坂土城堀82-1  セッツウイングス 1階 022-382-6788 飲食店（酒類提供あり）

元祖白石うーめん処なかじま 白石市沢目8-23 0224-25-6670 飲食店（酒類提供あり）

最上屋旅館 白石市福岡蔵本字鎌先1-35 0224-26-2131 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

三越大河原店 柴田郡大河原町字新南61-20 0224-53-3351 小売（お土産等）

山形そばと串揚げのお店 焔蔵 名取市杜せきのした5－31－1 022-796-4127 飲食店（酒類提供あり）

山景の宿 流辿 観山聴月 お宿 はなぶさ 柴田郡川崎町青根温泉17-2 0224-87-2611 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

産直市場 みんな野 刈田郡蔵王町平沢字田中188 0224-33-3915 小売（お土産等）

産直市場みんな野 刈田郡蔵王町平沢字田中188 0224-33-3915 小売（お土産等）

四季の宿みちのく庵 白石市福岡蔵本字狐峯3-4-5 0224-26-2111 宿泊業・温泉施設
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時音の宿 湯主一條 白石市福岡蔵本字鎌先1-48 0224-26-2151 宿泊業・温泉施設

柴田稲荷タクシー有限会社 柴田郡柴田町中名生字佐野14-1 0224-55-1161 ハイヤー・タクシー

若草寿司 名取市閖上中央1丁目6番地 022-385-0818 飲食店（酒類提供あり）

旬菜湯宿 大忠 刈田郡蔵王町遠刈田温泉旭町1番地 0224-34-2306 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

旬樹庵さんさ亭 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字東裏30番地 0224-34-2211 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

鐘崎 仙台南店 名取市高舘熊野堂字余方中東28 022-386-2424 小売（お土産等）

森の芽ぶきたまご舎ファームファクトリー 柴田町村田町大字村田字迫91-15 0224-82-1811 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

森の芽ぶきたまご舎愛島本店 名取市愛島笠島字上平88-3 022-381-0095 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

森の芽ぶきたまご舎蔵王本店 刈田郡蔵王町大字円田字弁天10-8 0224-22-7711 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

森の芽ぶきたまご舎道の駅かくだ店 角田市枝野字北島81-1 0224-63-2030 小売（お土産等）

蔵王山頂レストラン 刈田郡七ヶ宿町 0224-34-4007 飲食店（酒類提供あり）

蔵王町観光案内所 刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町33 0224-34-2725 小売（お土産等）、観光施設

蔵王町伝統産業会館（みやぎ蔵王こけし館） 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地西裏山36の135 0224-34-2385 小売（お土産等）、文化施設（美術館､博物館等）

村さ来 名取駅前店 名取市増田二丁目4-461 022-382-8095 飲食店（酒類提供あり）

大河原ばる E-to 柴田郡大河原町字広表52-15 ラヴィッサンモールA 0224-87-6904 飲食店（酒類提供あり）

大沼旅館 刈田郡蔵王町遠刈田温泉旭町2 0224-34-2206 宿泊業・温泉施設

炭火焼ブルスタ大河原店 柴田郡大河原町新南59-4 0224-51-5155 飲食店（酒類提供あり）

炭火焼肉処 高村屋 亘理郡亘理町吉田字中原55-593 0223-34-3168 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

地酒や華の蔵仙台空港店 名取市増田字南原仙台空港ビル2階 022-382-2223 小売（お土産等）

竹泉荘 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字上ノ原88-11 0224-34-1188 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

中正旅館 亘理郡亘理町中町東53番地 0223-34-1224 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

天花 白石市字柳町45-2 0224-29-3113 飲食店（酒類提供あり）

東京うどん 亘理郡亘理町字中町東208-1 0223-36-9511 飲食店（酒類提供なし）

東天閣 白石市字柳町29 0224-25-1109 飲食店（酒類提供あり）

東北トラットリア トレジオンギャレー(仙台空港) 名取市下増田南原 仙台空港 旅客ターミナル3F 022-393-8039 飲食店（酒類提供あり）

東北自動車道 菅生パーキングエリア上り線 柴田郡村田町大字菅生字新堀28 0224-83-2918 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

湯元 不忘閣 柴田郡川崎町青根温泉1-1 0224-87-2011 宿泊業・温泉施設

藤崎 船岡店 柴田郡柴田町西船迫二丁目8-5 0224-54-2585 その他

藤崎 白石店 白石市長町35-1 0224-25-2881 その他

道の駅 七ヶ宿 刈田郡七ヶ宿町上野8番地1 0224-37-2721 小売（お土産等）

道の駅かくだ 角田市枝野字北島81-1 0224-61-2850 小売（お土産等）

道の駅村田 レストラン城山 柴田郡村田町大字村田字北塩内41 0224-83-5660 飲食店（酒類提供あり）

南蔵王やまびこの森 刈田郡七ヶ宿町字上ノ平29 0224-37-2134 飲食店（酒類提供あり）、体験アクティビティ、宿泊業・温泉施設

日本料理この花 白石市旭町1-2-1 0224-25-3111 飲食店（酒類提供あり）

白謙かまぼこ店 仙台空港店 名取市下増田南原 022-382-5225 小売（お土産等）

白石湯沢温泉旅館やくせん 白石市小原字八幡前19-1 0224-29-2620 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

浜や食堂 かわまちてらす閖上店 名取市閖上中央1丁目6番地 022-200-2641 飲食店（酒類提供あり）

浜や食堂ゆりあげ店 名取市閖上中央1丁目6番地 022-200-2641 飲食店（酒類提供あり）

葡萄の杜まるた 亘理郡山元町山寺字高地7 0223-37-0439 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）、観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

別邸 山風木 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂21-70 0224-34-2711 宿泊業・温泉施設

味噌乃屋田所商店 岩沼店 岩沼市桜3丁目12-32 0223-23-0501 飲食店（酒類提供あり）

味亭 すけろく 角田市角田字泉町42-1 0224-62-2512 飲食店（酒類提供あり）

名取市サイクルスポーツセンター/輪りんの宿 サイクルショップ・閖上港食堂HACHI 名取市閖上字東須賀2-20 022-385-8027 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設、観光施設、スポーツ

https://www.ichijoh.co.jp/
http://www.inaritaxi.co.jp/
https://www.daicyu.com/
http://www.zao-sansatei.co.jp/
https://www.kanezaki.co.jp/
http://www.tamagoya.gr.jp/
http://www.tamagoya.gr.jp/
http://www.tamagoya.gr.jp/
http://www.tamagoya.gr.jp/
http://www.eboshi.co.jp/green/okama/
http://www.zao-machi.com/
http://www.kokeshizao.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ000281074/amp/
http://www.oonuma-ryokan.com/
https://www.blusta.com/shop/5/
http://www.mtzaoresort.com/
https://nakashou-inn.com/
https://www.toutenkaku.co.jp/page0114.html
https://www.facebook.com/udon.tokyo
https://www.toutenkaku.co.jp/
https://tregion-bal.com/galley/
https://www.fubokaku.com/
https://www.fujisaki.co.jp/
https://www.fujisaki.co.jp/
https://kakudanotakara.jp/
https://7kashuku.jp/yamabikonomori/
https://www.venezian.jp/
https://www.shiraken.co.jp/
http://www.yakusen.jp/
https://yuriage.co.jp/shokudo-yuriage/
https://yuriage.co.jp/shokudo-yuriage/
https://tadokoro-shokuhin.com/
https://www.bettei-yamabuki.com/
https://misoya.net/
http://kakuda-sukeroku.com/
https://www.natori-cycle.com/


有限会社 増田タクシー 名取市高舘吉田字前沖75-2 022-382-3036 ハイヤー・タクシー

旅館 源兵衛 刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町5-1 0224-34-2124 宿泊業・温泉施設

旅館しんゆ 白石市小原字新湯5－3 0224-29-2321

和風れすとらん正六 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地西裏山36-104 0224-34-2433 飲食店（酒類提供あり）

壽三色最中本舗 大河原店 柴田郡大河原町新東20－11 0224-53-4323 小売（お土産等）

壽三色最中本舗 名取店 名取市増田字柳田254－3 022-384-4939 小売（お土産等）

峩々温泉館内SHOP -暫SHIBARAKU- 柴田郡川崎町前川字峩々1番地 0224-87-2021 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

拉麺 翠鶏 柴田郡大河原町字広表52-15 ラヴィッサンモールB 0224-87-6904 飲食店（酒類提供あり）

梵天食堂 名取店 名取市手倉田字諏訪532-1 ラスティーコート1F 022-382-7050 飲食店（酒類提供あり）

小料理はなまろ 岩沼市朝日2－1－6 0223-22-4107 飲食店（酒類提供あり）

居酒屋WAI-WAI 角田市角田字南82-16 0224-63-3988 飲食店（酒類提供あり）

ときわ亭 角田店 角田字扇町9ー11 0224-61-0741 飲食店（酒類提供あり）

おくに寿司 岩沼市中央2-5-27 0223-22-2864 飲食店（酒類提供あり）

イーレ！はせくら王国 柴田郡川崎町支倉塩沢9 0224-51-9131 小売（お土産等）

支倉庭 柴田郡川崎町支倉塩沢9 0224-51-9131 飲食店（酒類提供あり）

デイリーヤマザキ古関PA（上り）店 柴田郡川崎町大字今宿字大森1番地 022-85-2322 コンビニ・スーパー

デイリーヤマザキ古関PA（下り）店 柴田郡川崎町大字今宿字大森1番地 0224-85-1880 コンビニ・スーパー

とんかつ わらく 柴田郡大河原町字新南63-22 0224-53-0071 飲食店（酒類提供あり）

和風 大ひょう 柴田郡大河原町新南44-4 0224-53-8703 飲食店（酒類提供あり）

甘味堂 くさかもちや 白石市清水小路487番地4 0224-26-2508 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

ココス白石店 白石市大平森合字森合沖43-1 0224-22-6577 飲食店（酒類提供あり）

やすらぎの味処 ゆっぽ亭 白石市大平森合字森合沖86（やすらぎの湯 ゆっぽ内） 0224-22-5526 飲食店（酒類提供あり）、美容・理容業、その他

カフエ・オラータ 亘理郡山元町小平字舘63-7 0223-37-2851 飲食店（酒類提供あり）

すえひろ 亘理郡亘理町吉田字大谷地72-651 0223-36-4550 飲食店（酒類提供あり）

中町カフェー 亘理郡亘理町字中町22 0223-35-7341 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

pizzeria e trattoria il elianto 岩沼市桜5-6-23 0223-36-9351 飲食店（酒類提供あり）

デイリーヤマザキ村田インター店 柴田郡村田町大字村田字小池163-1 0224-83-5208 コンビニ・スーパー

隠れ庵 忍家 名取店 名取市手倉田八幡37-1 050-1705-3250 飲食店（酒類提供あり）

仙南シンケンファクトリー 角田市角田字流197-4 0224-61-1150 飲食店（酒類提供あり）

ファミリーレストラン美よし家 角田市角田字田町116 0224-63-2170 飲食店（酒類提供なし）

和風レストランまるまつ 角田店 角田市角田字緑町1-6他 0224-63-5911 飲食店（酒類提供あり）

産直広場あぐりっと 角田市毛萱字舘下11－4 0224-65-3887 その他

和風レストランまるまつ 岩沼店 岩沼市藤浪2丁目156-1 0223-23-6830 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 大河原店 柴田郡大河原町字新南57－3 0224-51-3666 飲食店（酒類提供あり）

中華そばはっとり 大河原店 柴田郡大河原町新東26－24 0224-51-8199 飲食店（酒類提供あり）

蔵八ラーメン亭 大河原店 柴田郡大河原町新南57－8 0224-51-5210 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 白石店 白石市福岡長袋字高畑1 0224-26-6044 飲食店（酒類提供あり）

寿松庵 空港店 名取市下増田字南原 仙台空港 新ターミナルビル3F 022-382-9222 飲食店（酒類提供あり）

そば処丸松 空港店 名取市下増田字南原 仙台空港 新ターミナルビル3F 307号 022-383-6166 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 美田園店 名取市美田園5-5-7 022-395-6616 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 亘理店 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100 0223-32-8055 飲食店（酒類提供あり）

サロン ド カフェ アン 名取市相互台1-10-1 022-386-6189 飲食店（酒類提供あり）

元窯・花＊花 蔵王町遠刈田温泉逆川9-3 0224-26-9530 小売（お土産等）、体験アクティビティ
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陶アトリエ花＊花 蔵王町遠刈田温泉旭町22 080-5564-1016 小売（お土産等）、体験アクティビティ

チーズキャビン 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七日原251-4 0224-34-3311 小売（お土産等）

ハートランド体験館 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七日原251-4 0224-34-3769 小売（お土産等）、体験アクティビティ

デイリーヤマザキ鳥屋店 伊具郡丸森町字鳥屋8 0224-72-1721 コンビニ・スーパー

ヤマザキデイリーストア山元町店 亘理郡山元町高瀬字合戦原51-23 0223-37-0464 コンビニ・スーパー

宅配寿司宝島 岩沼市たけくま1－6－2 0223-25-5123 飲食店（酒類提供あり）

宝島 スーパーホテル仙台空港インター店 名取市植松字田野部91－1 090-1649-9246 飲食店（酒類提供あり）

木村商店 刈田郡蔵王町遠刈田温泉旭町7 0224-34-3800 小売（お土産等）

和食味処 宮寿司 刈田郡蔵王町宮一本松西68－5 0224-32-2504 飲食店（酒類提供あり）

かわまちてらす閖上 名取市閖上中央1丁目6番地 022-399-6848 飲食店（酒類提供なし）、飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、美容・理容業、その他

馬上かまぼこ店 本店 亘理郡亘理町逢隈鹿島字西鹿島62 0223-34-1258 小売（お土産等）

馬上かまぼこ店 名取店 名取市増田4丁目1-12 022-384-4266 小売（お土産等）

馬上かまぼこ店 岩沼店 岩沼市たけくま2丁目5-15 0223-22-3101 小売（お土産等）

馬上かまぼこ店 船岡店 柴田郡柴田町船岡中央1丁目9-5-2 0224-55-5781 小売（お土産等）

馬上かまぼこ店 大河原店 柴田郡大河原町字新南18-2 0224-53-4073 小売（お土産等）

馬上かまぼこ店 白石店 白石市字沢目8-3 0224-25-1410 小売（お土産等）

馬上かまぼこ店 角田柳町店 角田市角田字柳町11 0224-63-4687 小売（お土産等）

馬上かまぼこ店 さざんか通り店 亘理郡亘理町字中町東208-1 0223-34-3254 小売（お土産等）

薬王堂 宮城村田店 柴田郡村田町大字村田字反町94-1 0224-83-5105 小売（お土産等）、その他

薬王堂角田店 角田市角田字緑町2-4 0224-63-1887 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城柴田店 柴田郡柴田町大字船岡字東原前235-1 0224-54-2025 小売（お土産等）、その他

薬王堂丸森舘矢間店 伊具郡丸森町舘矢間館山字東玉川111番地1 0224-87-8085 小売（お土産等）、その他

薬王堂亘理祝田店 亘理郡亘理町字祝田25番地1 0223-29-4771 小売（お土産等）、その他

薬王堂山元SC店 亘理郡山元町つばめの杜一丁目6番地 0223-36-7901 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城丸森店 伊具郡丸森町字花田3 0224-72-2882 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城亘理店 亘理郡亘理町東郷199-1 0223-34-8909 小売（お土産等）、その他

薬王堂柴田槻木店 柴田郡柴田町大字槻木字焼壇18番地1 0224-51-8195 小売（お土産等）、その他

菅井商店 刈田郡蔵王町遠刈田温泉寿町1 0224-34-2640 小売（お土産等）

薬王堂宮城川崎店 柴田郡川崎町大字川内字北川原山238-57 0224-84-6301 小売（お土産等）、その他

薬王堂岩沼SC店 岩沼市あさひ野一丁目8番地の7 0223-22-2660 小売（お土産等）、その他

薬王堂名取愛島店 名取市愛島郷2丁目1-1 022-395-4426 小売（お土産等）、その他

ドラックストアヘイセイ名取店 名取市大手町4丁目8番10号 022-382-5655 その他

薬王堂白石店 白石市大平森合字森合沖66-1 0244-26-6083 小売（お土産等）、その他

薬王堂名取杜せきのした店 名取市杜せきのした1丁目2-5 022-399-8091 小売（お土産等）、その他

きちみ製麺 白石市本町46 0224-26-2484 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

株式会社ひらつかフェザント仙台工場 柴田郡川崎町大字川内字七曲山176-9 0224-85-1489 小売（お土産等）、体験アクティビティ

青根温泉 一棟温泉宿 柴田郡川崎町青根温泉2-1 090-6009-0762 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

やまや白石北店 福岡長袋字高畑11 0224-26-9822 小売（お土産等）

焼肉きんぐ 名取店 名取市田高字原335-2 022-382-9923 飲食店（酒類提供あり）

ゆず庵 名取店 名取市増田3-10-43 022-397-7306 飲食店（酒類提供あり）

やまや槻木店 柴田郡柴田町槻木下町1-4-38 0224-58-7022 小売（お土産等）

やまや船岡店 柴田郡柴田町船岡中央3-6-13 0224-57-2255 小売（お土産等）

やまや手倉田店 名取市手倉田字諏訪561 022-797-1831 小売（お土産等）
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やまや大河原店 柴田郡大河原町字新南57-5 0224-86-3981 小売（お土産等）

やまや杜せきのした店 名取市杜せきのした5丁目4-1 022-797-6107 小売（お土産等）

やまや 角田店 角田市角田字錦町31-5 0224-51-8075 小売（お土産等）

やまや亘理店 亘理郡亘理町字中町東43-1 0223-34-8851 小売（お土産等）

やまや岩沼店 岩沼市梶橋2-30 0223-23-5003 小売（お土産等）

セブンイレブン蔵王遠刈田店 刈田郡蔵王町大字円田字棚村道上4－6 0224-33-4455 コンビニ・スーパー

セブンイレブン宮城川崎湖畔公園前店 柴田郡川崎町大字小野字町裏45-1 0224-84-5703 コンビニ・スーパー

coffee roastery ＆ cafe fua 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七日原270－7 0224-29-3655 飲食店（酒類提供なし）

セブンイレブン遠刈田温泉店 刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町6番地1 0224-34-2236 コンビニ・スーパー

マツモトキヨシ 岩沼玉浦西店 岩沼市玉浦西4-1-1 0223-25-5788 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 岩沼桜店 岩沼市桜1-6-31 0223-25-5681 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 大河原店 柴田郡大河原町新東20-10 0224-51-3578 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 名取ゆりあげ店 名取市閖上字昭和33番地 022-385-8563 小売（お土産等）

セブン-イレブン 村田広畑店 柴田郡村田町大字村田字広畑36-1 0224-83-1070 コンビニ・スーパー

おてんとさん名取店 名取市本郷観音225-1 022-382-6020 小売（お土産等）

デイリーポート新鮮館 中田店 名取市上余田千刈田2－9 022-398-8432 コンビニ・スーパー

GIutton Cafe & 居ZACK 刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町15 070-2014-1837 飲食店（酒類提供あり）

まほろばの湯 刈田郡蔵王町遠刈田温泉新地東裏山34-208 0224-34-2641 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

炭火焼肉 まほろば 刈田郡蔵王町遠刈田温泉新地東裏山34-258 0224-34-3829 飲食店（酒類提供あり）

ピザハウス 赤い三角屋根 刈田郡蔵王町遠刈田温泉新地東裏山34-195 0224-26-6323 飲食店（酒類提供あり）

おてんとさん大河原店 柴田郡大河原町東新町7-8 0224-51-8561 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 岩沼店 岩沼市たけくま2-3-57 0223-22-1615 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 大河原店 柴田郡大河原町字広表39-18 0224-53-2311 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 美田園店 名取市美田園5-5-6 022-383-7356 小売（お土産等）

Cafe  &  Shop  粋 白石市福岡蔵本字中原6 0224-26-8100 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

ココカラファイン柴田店 柴田郡柴田町船岡新栄4丁目6番地21 0224-58-1255 その他

笹谷温泉 湯元 一乃湯 柴田郡川崎町大字今宿字スド15-3 0224-84-5626 宿泊業・温泉施設

菓子匠たかじん 本店 白石市字沢目15番地 0224-25-0141 小売（お土産等）

菓子匠たかじん 東庵店 白石市東町2丁目8番29号 0224-25-9141 小売（お土産等）

菓子匠たかじん セラビ店 白石市八幡町11番1号 0224-25-1141 小売（お土産等）

みやぎ生活協同組合白石店 白石市八幡町11-1 0224-24-2831 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合岩沼店 岩沼市梶橋2-30 0223-24-6501 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合亘理店 亘理町逢隈高屋字柴北100 0223-33-0670 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合名取西店 名取市手倉田字八幡612 022-382-2089 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合大河原店 大河原町字広表22-3 0224-51-3500 コンビニ・スーパー

ゆりあげ港朝市協同組合 名取市閖上東3丁目5-1 022-395-7211 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

みやぎ生活協同組合角田店 角田市角田字田町100-1 0224-63-4561 コンビニ・スーパー

青根温泉 岡崎旅館 柴田郡川崎町青根温泉8-5 0224-87-2016 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設、観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

ガスト白石店 白石市大平森合字森合沖79ー1 0224-22-1283 飲食店（酒類提供あり）

ガスト仙南大河原店 柴田郡大河原町字新東字新東22-1 0224-51-1015 飲食店（酒類提供あり）

おてんとさん白石蔵王 刈田郡蔵王町宮字一本松西43 0224-32-2055 小売（お土産等）

ビッグボーイ岩沼店 岩沼市末広1丁目2-11 0223-25-1066 飲食店（酒類提供あり）

仙加苑バイパス店 白石市福岡蔵本字西町22 0224-25-4735 小売（お土産等）
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fashion in 津田屋 刈田郡蔵王町宮字町123 0224-32-2525 小売（お土産等）、その他

セブンイレブン大河原広表店 柴田郡大河原町字広表40番地17 0224-53-7110 コンビニ・スーパー

松本鮮魚店  どんぶり亭まつもと 亘理郡亘理町字新町36－7 0223-34-1815 飲食店（酒類提供なし）

アトリエ蔦風庵 刈田郡蔵王町遠刈田温泉寿町12 0224-26-9383 小売（お土産等）、体験アクティビティ

しまむら大河原店 柴田郡大河原町字新南55－1 0224-51-1004 小売（お土産等）、その他

しまむら角田店 名取市梶賀字西171－1 0224-61-1008 小売（お土産等）、その他

しまむら白石店 白石市大平森合字森合沖43－2 0224-22-1025 小売（お土産等）、その他

しまむら亘理店 亘理郡亘理町逢隈高屋字堂田200－1 0223-33-1065 小売（お土産等）、その他

しまむら柴田店 柴田郡名取市西船迫1－2－5 0224-58-1521 小売（お土産等）、その他

しまむら岩沼店 岩沼市末広1－3－5 0223-25-1626 小売（お土産等）、その他

しまむら名取店 名取市田高字南47 022-382-9586 小売（お土産等）、その他

しまむら岩沼西 店 岩沼市たけくま 2－3－58 0223-25-5165 小売（お土産等）、その他

アベイル名取 店 名取市飯野坂南沖5－1 022-381-5381 小売（お土産等）、その他

アベイル大河原 店 柴田郡大河原町字広表49－3 0224-51-3650 小売（お土産等）、その他

バースデイ大河原 店 柴田郡大河原町字広表48－6 0224-51-5117 小売（お土産等）、その他

バースデイ名取店 名取市飯野坂南沖5－1 022-381-5421 小売（お土産等）、その他

シャンブル大河原店 柴田郡大河原町字広表49－3 0224-51-5730 小売（お土産等）、その他

マクドナルド 亘理コープ店 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100 0223-32-9525 飲食店（酒類提供なし）

紳士服のコナカ名取店 名取市増田3-9-28 022-384-4429 小売（お土産等）

紳士服のコナカ大河原店 柴田郡大河原町字新東25-14 0224-52-4429 小売（お土産等）

牛角名取店 名取市美田園6-1-1 022-797-7709 飲食店（酒類提供あり）

たまや旅館 刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町21 0224-34-2316 宿泊業・温泉施設

Restaurant&Bar Panch 角田字泉町73－1 0224-63-5939 飲食店（酒類提供あり）

ツルハドラッグ大河原小島店 柴田郡大河原町字小島21-5 0224-87-7658 小売（お土産等）

ツルハドラッグ名取ゆりが丘店 名取市ゆりが丘4丁目2-2 022-381-3025 コンビニ・スーパー、その他

ツルハドラッグ岩沼中央店 岩沼市中央2丁目5-22 0223-25-6268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ名取増田店 名取市増田字北谷264ー1 022-384-2268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ宮城蔵王店 刈田郡蔵王町大字円田字西浦上5番地 0224-22-7760 小売（お土産等）

ツルハドラッグ 亘理店 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100 0223-32-8163 小売（お土産等）

ツルハドラッグ中田七丁目店 名取市上余田字千刈田2-19 022-381-6268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ宮城白石店 白石市大手町1-8 0224-22-4351 小売（お土産等）

ツルハドラッグ柴田船岡店 柴田郡柴田町大字船岡字新田208-3 0224-87-8699 小売（お土産等）

ツルハドラッグ中田7丁目店 名取市上余田字千刈田2-19 022-381-6268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ宮城白石北店 白石市福岡長袋字中河原24-1 0224-22-1268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ宮城村田店 柴田郡村田町大字村田字松崎8－1 0224-82-1268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ名取バイパス店 名取市飯野坂三丁目4-46 022-383-2668 小売（お土産等）

ツルハドラッグ名取店 名取市田高字原367 022-381-5290 その他

ツルハドラッグ 名取手倉田店 名取市手倉田諏訪568 022-382-7541 小売（お土産等）

ツルハドラッグ大河原新南店 柴田郡大河原町字新南40-7 0224-53-9268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ白石東店 宮城編白石市鷹巣東1丁目6-27 0224-22-4620 小売（お土産等）

ツルハドラッグ柴田槻木店 柴田郡柴田町槻木白幡2丁目1番28号 0224-51-8648 小売（お土産等）

ツルハドラッグ柴田店 柴田郡柴田町大字上名生字新大原194－1 0224-58-1328 小売（お土産等）

ツルハドラッグ 大河原店 柴田郡大河原町字広表54番7 0224-51-0268 小売（お土産等）

https://www.facebook.com/tsudaya.zao/
https://www.choufuan.com/
https://map.mcdonalds.co.jp/map/04526
file:///C:/Users/U2017016/Downloads/www.konaka.co.jp
http://www.konaka.co.jp/
https://tamaya-ryokan.com/
https://road-trip-tohoku.com/service/panch/
http://www.tsuruha.co.jp/
https://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1450


ツルハドラッグ角田店 角田市角田字町尻368 0224-61-037 小売（お土産等）

ツルハドラッグ角田中央店 角田市角田字町222-2 0224-63-1268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ亘理逢隈店 亘理郡亘理町逢隈鹿島字西鹿島1 0223-34-4268 小売（お土産等）

万風窯 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字下ノ原8－3 0224-34-4117 小売（お土産等）、体験アクティビティ

おもしろいし市場 白石市福岡長袋字八斗蒔20－1 0224-26-9778 小売（お土産等）

ツルハドラッグ宮城山元店 亘理郡山元町山寺字石田45－1 0223-37-8570 小売（お土産等）

https://manpu.jp/
https://www.sunpark.jp/
https://www.tsuruha.co.jp/

