
【県北エリア】
店舗名 住所 電話番号 主な提供品目

a.v.v 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0920 小売（お土産等）

ABCマート 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-1303 小売（お土産等）

anyFAM  anySIS 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-0352 小売（お土産等）

domart古川南店 大崎市古川北稲葉2丁目1-5 0229-25-7452 小売（お土産等）

HANAGOROMO 富谷市大清水1-33-1  イオンモール富谷 022-779-1522 小売（お土産等）

ikka/LBC 富谷市大清水1-33-1  イオンモール富谷 022-779-1553 小売（お土産等）

il mio campo 富谷市成田4丁目 19-3 アスールコート101 022-725-2465 飲食店（酒類提供あり）

JINS 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-5723 小売（お土産等）

KAMU 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 070-1344-4007 小売（お土産等）

KISEI 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0881 美容・理容業

L.O.H2 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-8828 小売（お土産等）

SHOO・LA・RUE 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-341-2084 小売（お土産等）

SPEEDY幸楽苑 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-341-1603 飲食店（酒類提供なし）

SUNCRUISE 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-341-1966 小売（お土産等）

TAKA-Q 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0853 小売（お土産等）

THE CLOCK HOUSE 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-5770 小売（お土産等）

THE SHOP T.K 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-1630 小売（お土産等）

Zephyr 黒川郡大和町吉田字旦ノ原36－15 022-725-2106 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

あじわい亭道の駅おおさき店 大崎市古川千手寺町2丁目5-50 080-3497-1346 飲食店（酒類提供なし）

イオン古川店 大崎市古川旭2丁目2番1号 0229-91-0600 コンビニ・スーパー

イオン富谷店 富谷市大清水1丁目33－1 022-779-0808 コンビニ・スーパー

いづみや 大崎市鳴子温泉字湯元1-9 0229-83-3115 小売（お土産等）

ウエルシア古川中里店 大崎市古川中里2-7-1 0229-21-7225 小売（お土産等）

ウジエスーパー岩出山店 大崎市岩出山下野目字山ノ辺3 0229-72-3939 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー吉岡店 黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目5-8 022-344-5070 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー栗駒店 栗原市栗駒中野田町西213 0228-45-3060 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー古川バイパス店 大崎市古川大宮3丁目8-30 0229-23-1678 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー佐沼本店 登米市迫町佐沼字八幡3-2-5 0220-22-2044 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー若柳店 栗原市若柳字川北古川128-7 0228-32-7071 コンビニ・スーパー

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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https://stores.welcia.co.jp/1333D
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ウジエスーパー小野田店 加美郡加美町字町屋敷1-42-1 0229-67-3211 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー築館店 栗原市築館源光14-64 0228-22-6211 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー中新田店 加美郡加美町字町裏104-1 0229-63-5566 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー中津山店 登米市米山町中津山字新田畑40 0220-55-2266 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー中田店 登米市中田町宝江黒沼字十文字218-1 0220-34-5522 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー中里店 大崎市古川中里2-34-2 0229-23-2102 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー田尻店 大崎市田尻字町尻23 0229-39-7898 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー登米店 登米市登米町寺池桜小路24 0220-52-2104 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー南佐沼店 登米市迫町佐沼字南佐沼1-3-3 0220-22-3143 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー南方店 登米市南方町西山成前101 0220-58-3797 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー美里店 遠田郡美里町牛飼字八反93 0229-33-3533 コンビニ・スーパー

うなぎ割烹 清川 登米市登米町寺池中町66番地 0220-52-2516 飲食店（酒類提供あり）

エステール 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0856 小売（お土産等）

エムアイプラザ古川 大崎市古川台町9-20 リオーネふるかわ1階 0229-25-4090 小売（お土産等）

オートアールズ 古川バイパス店 大崎市古川穂波3丁目3番7号 0229-22-7555 小売（お土産等）

おてんとさん古川店 大崎市古川福浦字道ノ上188 0226-25-7566 小売（お土産等）

オニコウベスキー場 売店 大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9-55 0229-86-2111 小売（お土産等）

おみやげの店なるみ 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣87-2 0229-83-2362 小売（お土産等）

おみやげ処おおさき 大崎市古川駅前大通1-7-35 0229-22-8550 小売（お土産等）

おみやげ処くりこま 栗原市志波姫新熊谷284 0229-22-8550 小売（お土産等）

おみやげ処ふるかわ 大崎市古川駅前大通1-7-35 0229-22-8550 小売（お土産等）

オリックスレンタカー古川駅東口店 大崎市古川駅東2-1-16 0229-25-3743 レンタカー

お茶の井ケ田 喜久水庵 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0873 小売（お土産等）

カインズオート仙台富谷店 富谷市上桜木1丁目1-3 022-346-1177 小売（お土産等）

ガスト―ネ 栗原市築館宮野1-4-8ソフトバンクビル1階 0228-22-2315 小売（お土産等）、美容・理容業、その他

(株)グリーン・グリーン　長者原サービスエリア(上り線) 大崎市古川川熊字長者原24－61 0229-28-3717 飲食店（酒類提供なし）

カメラのキタムラ 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-1810 小売（お土産等）

カレーハウスCoCo壱番屋 古川青塚店 大崎市古川字青塚93番4 0229-21-3988 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋 富谷あけの平店 富谷市あけの平一丁目2-1 022-779-1558 飲食店（酒類提供あり）

キタノイチバ 古川駅前店 大崎市古川駅前大通2-3-30  名鉄サンプラザ古川 1階 0229-24-0188 飲食店（酒類提供あり）

クイックセンター 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-358-3638 その他

クスリのアオキ加美店 加美郡加美町字矢越37番地1 090-8486-5366 小売（お土産等）

クスリのアオキ古川稲葉店 大崎市古川稲葉三丁目7番6号 070-1415-5598 小売（お土産等）

クスリのアオキ古川駅東店 大崎市古川駅東二丁目4番35号 090-8507-5953 小売（お土産等）

クスリのアオキ古川江合店 大崎市古川江合錦町二丁目5番5号 080-3394-9707 小売（お土産等）

クスリのアオキ大和吉岡店 黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目1番地の3 070-3106-0652 小売（お土産等）

グリ－ンパークス トピック 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-341-2210 小売（お土産等）

げんき堂整骨院 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0871 その他

https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sendai.html
http://www.auto-rs.jp/
http://otentosun.co.jp/
http://www.onikoube.com/
http://www.livit.jregroup.ne.jp/
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https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/


コジマNEW大崎店 大崎市古川大宮3-3-30 0229-22-7000 その他

ザ・ビッグ金成店 栗原市金成小迫荒崎22 0228-57-3211 コンビニ・スーパー

ザ・ビッグ古川店 大崎市古川沢田字筒場浦15 0229-27-1888

ザ・ビッグ鹿島台店 大崎市鹿島台木間塚小谷地295-1 0229-56-7711 コンビニ・スーパー

サーティワンアイスクリーム 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0844 飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム イオンタウン佐沼店 登米市新島前46-1 0220-21-0631 飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム イオン古川店 大崎市古川旭2-2-1 0229-91-0667

サイゼリヤ 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-1601 飲食店（酒類提供あり）

サンキューメガネ 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-8028 小売（お土産等）

スターバックス コーヒー 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0861 飲食店（酒類提供なし）

スタミナホルモン食堂 食樂 古川駅前大通店 大崎市古川駅前大通1-3-1 0229-21-0877 飲食店（酒類提供あり）

そば処竹庵 登米市米山町字桜岡大又37-1 0220-55-5677 飲食店（酒類提供あり）

ダイユーエイト登米中田店 登米市中田町石森字駒牽400 0220-23-9433 その他

タリーズコーヒー 古川駅店 大崎市古川駅前大通1-7-35 0229-22-8550 飲食店（酒類提供なし）

タリーズコーヒー古川駅店 大崎市古川駅前大通1-7-35 古川駅ショッピングセンター「古川駅食品館ピボット」 0229-25-8471 飲食店（酒類提供なし）

だんまや水産 リオーネ古川 大崎市古川台町9－20 リオーネふるかわ1階 0229-23-4622 飲食店（酒類提供あり）

だんまや水産 リオーネ古川店 大崎市古川台町9－20 リオーネふるかわ1階 0229-23-4622 飲食店（酒類提供あり）

ちどり荘 黒川郡大和町宮床字高山18-13 022-346-2565 宿泊業・温泉施設

とよま観光物産センター遠山之里 登米市登米町寺池桜小路2-1 0220-52-5566 小売（お土産等）

ドラッグヤマザワ吉岡店 黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目6番地の25 022-344-1381 小売（お土産等）

ドラッグヤマザワ古川バイパス店 大崎市古川字竹ノ内279-1 0229-87-4022 小売（お土産等）

ドラッグヤマザワ古川北店 大崎市古川江合寿町三丁目6-2 0229-87-4188 小売（お土産等）

ドラッグヤマザワ杜のまち店 黒川郡大和町杜の丘1丁目16番 022-348-8858 小売（お土産等）

ドラッグヤマザワ富谷成田店 富谷市成田1丁目6-8 022-348-3361 小売（お土産等）

鳴子観光ホテル　長者原サービスエリア下り線 大崎市古川宮沢金堀場26 0229-28-3737 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

ニッポンレンタカー東北（株）くりこま高原駅東口営業所 栗原市志波姫南郷清水坂60 0228-22-0919 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）古川駅前営業所 大崎市古川駅前大通1-5-8 0229-23-8651 レンタカー

ハイルザーム栗駒 栗原市栗駒沼倉耕英東50-1 0228-43-4100 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

バックステージ 富谷市大清水1-33-1  イオンモール富谷 022-341-1990 小売（お土産等）

パティズ 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-342-4963 小売（お土産等）

パティズ 古川店 大崎市古川旭2-2-1 イオン古川店2F 022-925-7064 小売（お土産等）

パティズ 佐沼店 登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼店1F 022-023-8260 小売（お土産等）

はなまるうどん 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-0187 飲食店（酒類提供なし）

ハニーズ 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0876 小売（お土産等）

ハンズオン 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0883 その他

バンダレコード 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-1752 小売（お土産等）

ビジネスホテル築館 栗原市築館薬師4-11-21 0228-22-8888 宿泊業・温泉施設

ブロッサム 古川宮沢字金堀場47-2 0229-91-8021 小売（お土産等）、美容・理容業、その他

ペンション レストラン KAMIFUJI 加美郡加美町字味ヶ袋薬来原1-349 0229-25-8332 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

ペンションアネックス 大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9-36 0229-86-3015 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

ペンション森りんこ 大崎市鳴子温泉鬼首小向原9-8 0229-86-2124 宿泊業・温泉施設

ホテルグランドプラザ浦島 栗原市築館字下宮野町下18 0228-22-4155 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

ホテルルートイン古川駅前 大崎市古川駅前大通一丁目4－18 0229-22-0095 宿泊業・温泉施設
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ホテルルートイン仙台大和インター 黒川郡大和町吉岡字東下蔵27-1 022-344-5711 飲食店（酒類提供あり）

ホテルルートイン登米 登米市迫町佐沼字中江5-11-1 0220-21-0711 宿泊業・温泉施設

ホテル亀屋 大崎市鳴子温泉車湯54-6 0229-83-2211 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

ホルモンセンターあかしろ 大崎市古川台町6-11山城ビル2階 0229-24-6667 飲食店（酒類提供あり）

まるぜん 大崎市鳴子温泉字湯元109-1 0229-83-2202 小売（お土産等）

ミアスカーラ 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-341-6293 小売（お土産等）

ミスタードーナツ 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-6747 飲食店（酒類提供なし）

モンマートもがみ 遠田郡涌谷町新町36-2 0229-43-5000 コンビニ・スーパー

やくらいウォーターパーク 加美郡加美町字味ケ袋薬莱原1-333 0229-68-1133 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、観光施設、スポーツ

やくらい薬師の湯 加美郡加美町字味ケ袋薬莱原1-76 0229-67-3388 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

やまなか家 佐沼店 登米市迫町佐沼字萩洗1－2－1 0220-22-8929 飲食店（酒類提供あり）

ライトオン 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0848 小売（お土産等）

ラグノオみやぎ生協明石台店 富谷市明石台6丁目1-39 022-776-0331 小売（お土産等）

ラグノオヤマザワ吉岡店 黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目6番地の25 022-344-5025 小売（お土産等）

リゾートパーク ホテルオニコウベ 大崎市鳴子温泉鬼首字大清水26-29 0229-86-2011 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

リンガーハット 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-346-0855 飲食店（酒類提供なし）

レストランぶな林 加美郡加美町字味が袋薬来原1-81 0229-67-5211 飲食店（酒類提供あり）

ワンズテラス 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0231 小売（お土産等）

ゑがほ食堂 大崎市鳴子温泉湯元2-4 0229-83-3074

阿部蒲鉾店 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-1048 小売（お土産等）

阿部蒲鉾店古川台町店 大崎市古川台町9-8 0229-91-0315 小売（お土産等）

伊達の牛たん本舗 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0885 小売（お土産等）

一ノ蔵ロビー売店 大崎市松山千石字大欅14 0229-55-3322 小売（お土産等）、観光施設

越後屋旅館 大崎市鳴子温泉字川渡24-9 0229-84-7005 宿泊業・温泉施設

岡崎斉の店 大崎市鳴子温泉字湯元96 0229-83-3154 小売（お土産等）

加護坊温泉さくらの湯 大崎市田尻小塩八ツ沢37-1 0229-39-3388 宿泊業・温泉施設

花山温泉 温湯山荘 栗原市花山字本沢温湯15-1 0228-56-2040 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

菓匠三全 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0886 小売（お土産等）

菓匠三全 古川台町店 大崎市古川台町9-8 0229-23-3601 小売（お土産等）

株式会社 白松がモナカ本舗　古川店 大崎市古川十日町4-21 0229-22-4448 小売（お土産等）

株式会社トヨタレンタリース仙台新古川店 大崎市古川中里2丁目9－68 0229-24-0100 レンタカー

岩下こけし資料館 大崎市鳴子温泉古戸前80 0229-83-3725 小売（お土産等）

鬼首かんけつ泉 大崎市鳴子温泉鬼首字吹上12 0229-86-2233 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）

義経ゆかりの湯 姥乃湯 大崎市鳴子温泉字河原湯65 0229-83-2314 宿泊業・温泉施設

久田旅館 大崎市鳴子温泉久田67 0229-84-7639 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

牛たん炭焼利久 富谷あけの平店 黒川郡富谷町あけの平1-2-1 022-348-0910 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

居酒屋丸尚 登米市迫町佐沼字中江4-14-1 0220-22-7388 飲食店（酒類提供あり）

居酒屋五エ門佐沼店 登米市迫町佐沼字下田中町44-2 0220-22-7770 飲食店（酒類提供あり）

居酒屋五エ門中田店 登米市中田町石森字駒牽84-7 0220-34-7737 飲食店（酒類提供あり）

魚民 古川駅前店 大崎市古川駅前大通2-2-37  森ビル 1階 0229-91-5188 飲食店（酒類提供あり）

魚民 佐沼店 登米市迫町佐沼字中江2-2-11  1階 0220-22-9488 飲食店（酒類提供あり）

源蔵の湯 鳴子観光ホテル 大崎市鳴子温泉字湯元41 0229-83-2333 宿泊業・温泉施設

古川駅食品館Pivot 大崎市古川駅前大通1-7-35 0229-22-8550 コンビニ・スーパー
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四六時中 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-779-0864 飲食店（酒類提供あり）

旬味酒菜 中鉢 大崎市古川東町3－46 0229-22-3102 飲食店（酒類提供あり）

松山酒ミュージアム・地酒や華の蔵 大崎市松山千石字松山242-1 0229-55-2700 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）、文化施設（美術館､博物館等）

松島チサンカントリークラブ大郷コース 黒川郡大郷町川内字中埣山84-1 022-359-3311 スポーツ

鐘崎 鹿島台店 大崎市鹿島台木間塚字小谷地261-1 0229-56-7730 小売（お土産等）

新宿とんかつ さぼてん 古川駅店 大崎市古川駅前大通1-7-35 0229-22-8550 飲食店（酒類提供あり）

新湯温泉くりこま荘 栗原市栗駒沼倉耕英東95ー2 0228-46-2036 宿泊業・温泉施設

綜合衣料 秋田屋 大崎市鳴子温泉字新屋敷80－2 0229-83-2332

大江戸温泉物語ますや 大崎市鳴子温泉湯元82 0229-83-2213 宿泊業・温泉施設

大江戸温泉物語鳴子温泉幸雲閣 大崎市鳴子温泉車湯17 0570-030268 宿泊業・温泉施設

大崎市観光物産センター土蔵 大崎市古川七日町3－10 0229-25-9621 小売（お土産等）

炭火いちば じゅう 栗原市築館薬師4-1-45 0228-23-8272 飲食店（酒類提供あり）

築地銀だこ 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-0483 飲食店（酒類提供なし）

竹亭大和別邸 黒川郡大和町小野釜ケ入63 022-346-2626 飲食店（酒類提供あり）

中勇分店 加美郡加美町字赤塚1 0229-63-2235 小売（お土産等）

杜屋文化堂商店 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 050-3639-8713 小売（お土産等）

東多賀の湯 大崎市鳴子温泉新屋敷160 0229-83-3133 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

東北自動車道 長者原サービスエリア（上り線） 大崎市古川川熊字長者原24-61 0229-28-3717 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

湯浜温泉三浦旅館 栗原市花山本沢岳山1-11 090-8925-0204 小売（お土産等）

藤崎 古川店 大崎市古川旭二丁目3-6 0229-22-5127 その他

藤崎 佐沼店 登米市迫町佐沼字中江一丁目10-1 0220-22-9005 その他

藤島旅館 大崎市鳴子温泉川渡84 0229-84-7412 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

陶芸の里 ゆ～らんど 加美郡加美町宮崎字切込2-70 0229-69-6600 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

道の駅 三滝堂 登米市東和町米谷字福平191-1 0220-23-7891 小売（お土産等）

道の駅 林林館 登米市東和町米川字六反33-1 0220-45-1218 小売（お土産等）

南部家敷 加賀野店 登米市中田町石森字加賀野三丁目3-6 0220-34-7280 飲食店（酒類提供あり）

南部家敷 加美町店 加美郡加美町283 0229-64-4888 飲食店（酒類提供あり）

南部家敷 古川インター店 大崎市古川字本鹿島163 0229-21-3777 飲食店（酒類提供あり）

南部家敷 小牛田店 遠田郡美里町北浦字川戸浦88-1 0229-31-1717 飲食店（酒類提供あり）

南部家敷 築館店 栗原市築館四丁目6-42 0228-22-4326 飲食店（酒類提供あり）

福福屋 古川駅前店 大崎市古川駅前大通2-2-27  1階 0229-22-9288 飲食店（酒類提供あり）

本格手打そば処 せいじん庵 大崎市岩出山上野目字中川原52-35 0229-72-4190 飲食店（酒類提供あり）

未来屋書店 富谷市大清水1-33-1 イオンモール富谷 022-348-1387 小売（お土産等）

名湯秘湯うなぎ湯の宿 旬樹庵 琢ひで 大崎市鳴子温泉字星沼20-9 0229-87-2216 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

鳴子の鯉料理 氏家鯉店 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣96ー1 0229-83-2538 小売（お土産等）

鳴子ホテル 大崎市鳴子温泉字湯元36番地 0229-83-2001 宿泊業・温泉施設

鳴子峡レストハウス 大崎市鳴子温泉星沼13-5 0229-87-2050 小売（お土産等）

鳴子旅館 大崎市鳴子温泉字車湯54-11 0229-83-3820 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

木の屋石巻水産 美里町工場 直売所 遠田郡美里町二郷字南八丁2‐2 0229-29-9429 小売（お土産等）

旅館なんぶ屋 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣90－18 0229-83-3437 宿泊業・温泉施設

料理旅館三浦屋  お食事みうら 登米市津山町柳津字本町81 0225-68-2003 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

会席料理 丸勝 栗原市一迫真坂字町東182番地2 0228-52-2028 飲食店（酒類提供あり）

山の駅くりこま 栗原市栗駒岩ケ崎上小路150―7 0228-24-8161 小売（お土産等）、コンビニ・スーパー、ハイヤー・タクシー、物流（宅配等）
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養老乃瀧 築館店 栗原市築館伊豆1-12-48シャルマンビル1階 0228-25-4641 飲食店（酒類提供あり）

串道楽 黒川郡大和町吉岡字車東11-2 022-345-4565 飲食店（酒類提供あり）

大釜もつ煮 五右衛門古川駅前店 大崎市古川駅前大通3－1－1 0229-23-2222 飲食店（酒類提供あり）

旬菜ゆるり 大崎市古川新堀字城野22-3 0229-26-2655 飲食店（酒類提供あり）

ココス古川店 大崎市古川諏訪3丁目8－5 0229-21-1284 飲食店（酒類提供あり）

オートアールズ古川バイパス店 大崎市古川穂波3-3-7 0229-22-7555 その他

蕎麦カフェ田伝 大崎市鳴子温泉字月山13番地2 0229-25-3353 飲食店（酒類提供あり）

西條菓子舗 大崎市鳴子温泉字元湯2-3 0229-83-2139 小売（お土産等）

尾形商店 大崎市鳴子温泉字赤湯16-2 0229-82-2258 小売（お土産等）

ココス登米佐沼店 登米市南方町新島前36-3 0220-21-6172 飲食店（酒類提供あり）

うまい登米っこ 欒や！ 登米市迫町佐沼字中江4丁目14-5 0220-22-0788 飲食店（酒類提供あり）

ビストロ・ヴァンダンジュ 登米市迫町佐沼字内町63-4 0220-22-5028 飲食店（酒類提供あり）

もみほぐしアンジュ 富谷市上桜木1－37－4 022-725-5534 美容・理容業

ココス仙台富谷町店 富谷市上桜木1丁目1-1 022-779-1450 飲食店（酒類提供あり）

ゆっぽ亭 富谷 富谷市大清水1-32-3 （ゆっぽとみや大清水内） 022-348-0526 飲食店（酒類提供あり）、美容・理容業、その他

牛屋たん兵衛 富谷市明石台5－1－12 022-351-2273 飲食店（酒類提供あり）

天下一品 明石台店 富谷市明石台6-1 Coop敷地内 022-346-0639 飲食店（酒類提供あり）

石焼ステーキ 贅 明石台店 富谷市明石台6-1-20 022-371-0131 飲食店（酒類提供あり）

温湯温泉佐藤旅館 栗原市花山字本沢温湯8-1 0228-56-2251 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

鉄板屋じゅうじゅう 迫町佐沼字中江4-12-3 0220-22-9787 飲食店（酒類提供あり）

老舗髙亀 大崎市鳴子温泉字湯元88 0229-83-3431 小売（お土産等）

和風レストランまるまつ 小牛田店 遠田郡美里町牛飼八反103 アップルタウン美里 0229-25-3222 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 中新田店 加美郡加美町字矢越282-1 0229-63-8611 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 若柳店 栗原市若柳字川南堤通13-1 0228-32-5011 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 築館店 栗原市築館宮野中央1-5-6 0228-22-3322 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 吉岡店 黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目6番地の1 022-345-7444 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 古川駅前店 大崎市古川駅前大通5-2-40 0229-23-9955 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 古川店 大崎市古川沢田字筒場浦15 イオンタウン古川 0229-28-5255 飲食店（酒類提供あり）

蔵八ラーメン亭 古川バイパス店 大崎市古川福浦字土手内70 0229-22-6654 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 鹿島台店 大崎市鹿島台木間塚字小谷地304-1 イオンタウン鹿島台 0229-56-7717 飲食店（酒類提供あり）

蔵八ラーメン亭 佐沼本店 登米市迫町佐沼江合1丁目9－3 0220-23-0234 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 佐沼店 登米市迫町佐沼字江合3-1-6 0220-23-1555 飲食店（酒類提供あり）

蔵八ラーメン 東佐沼店 登米市迫町佐沼字梅ノ木5丁目9－5 0220-21-5667 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 成田店 富谷市成田3-32-1 022-351-8188 飲食店（酒類提供あり）

寿松庵 本店 富谷市成田9-2-9 022-351-5585 飲食店（酒類提供あり）

蔵八ラーメン 富谷大清水店 富谷市大清水2丁目22－1 エスコート大清水SC内 022-348-8770 飲食店（酒類提供あり）

八福狩野食品株式会社 大崎市鳴子温泉湯元24番地 0229-83-3123 小売（お土産等）

マルマツ商店 鳴子温泉字湯元105 0229-83-3364 小売（お土産等）

あじわいの朝 富谷店 富谷市成田1-6-9 022-343-7101 小売（お土産等）、コンビニ・スーパー

公立学校共済組合鳴子保養所 玉造荘 大崎市鳴子温泉字川渡62 0229-84-7330 宿泊業・温泉施設

直利庵 三浦屋 登米市迫町佐沼字錦8番地 0220-22-3109 飲食店（酒類提供あり）

大やす村 本店 登米市迫町佐沼字中江4丁目14ー4 0220-22-4912 飲食店（酒類提供あり）

うたげ座 栗原市築館宮野中央1丁目4-10 0228-21-2688 飲食店（酒類提供あり）

https://www.yoronotaki.co.jp/
https://www.cocos-jpn.co.jp/
https://sobacafedenden75.com/
https://www.cocos-jpn.co.jp/
http://g.co/kgs/RSxJ7
http://riraku-anju.com/
https://www.cocos-jpn.co.jp/
https://goodnews-21.com/
http://ishiyaki-zei.com/
https://nuruyu-sato.com/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.kura-8.com/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.kura-8.com/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.kura-8.com/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.kura-8.com/
https://www.8-fuku.com/
https://www.ajiwai.otentosun.co.jp/
https://www.kourituyasuragi.jp/naruko/


なかやま山荘 大崎市鳴子温泉字星沼19-24 0229-87-2101 小売（お土産等）

株式会社おてんとさん中新田店 加美郡加美町城生字金成70 0229-63-8885 小売（お土産等）

味の蔵 どんつく 大崎市古川台町3-33 0229-23-9154 飲食店（酒類提供あり）

セブン‐イレブン古川西館3丁目 大崎市古川西館3-7-85 0229-24-8202 コンビニ・スーパー

ホテルニューあらお 大崎市鳴子温泉字赤湯40 0229-83-3062 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

かねげん 大崎市鳴子温泉湯元87 0229-83-3162 小売（お土産等）

佐々木漆器店 大崎市鳴子温泉字湯元27-1 0229-83-3316 小売（お土産等）

薬王堂大崎鳴子店 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣54-1 0229-82-3811 小売（お土産等）、その他

薬王堂登米米山店 登米市米山町中津山字筒場埣313番1 0220-55-5035 小売（お土産等）、その他

薬王堂登米中田店 登米市中田町石森字蓬田187番 0220-34-3306 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城金成店 栗原市金成沢辺町沖153 0228-42-2252 小売（お土産等）、その他

薬王堂古川福浦店 大崎市古川福浦一丁目21-3 0229-25-7616 小売（お土産等）、その他

薬王堂栗原若柳店 栗原市若柳字川元町裏14-1 0228-32-5021 小売（お土産等）、その他

薬王堂古川稲葉店 大崎市古川北稲葉1丁目1-60 0229-22-3211 小売（お土産等）、その他

セブン‐イレブン古川穂波7丁目 大崎市古川穂波7丁目14-26 0229-23-1850 コンビニ・スーパー

セブン‐イレブン加美下野目 加美群加美町下野目雷北10‐1 0229-67-2339 コンビニ・スーパー

おてんとさん大和 黒川郡大和町吉岡まほろば2丁目22-14 022-345-8017 小売（お土産等）

おじまや 大崎市鳴子温泉字湯元110-1 0229-83-3040 小売（お土産等）、コンビニ・スーパー

薬王堂大崎田尻店 大崎市田尻北牧目字新堀78 0229-39-2377 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城中新田店 加美郡加美町字赤塚223-1 0229-63-2323 小売（お土産等）、その他

薬王堂富谷西沢店 富谷市富谷西沢84番地1 022-347-4451 小売（お土産等）、その他

薬王堂 加美小野田店 加美郡加美町字南野口15 0229-67-7580 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城岩出山店 大崎市岩出山下野目字新雨沼21 0229-72-5611 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城大和店 黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目3番地の7 022-345-8891 小売（お土産等）、その他

餅処 深瀬 大崎市鳴子温泉湯元24-2 0229-83-2146 小売（お土産等）

薬王堂古川城西店 大崎市古川城西一丁目7-15 0229-22-2623 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城佐沼店 登米市迫町佐沼萩洗2丁目12-7 0220-23-1141 小売（お土産等）、その他

薬王堂古川休塚店 大崎市古川休塚字南田40-1 0229-28-5671 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城涌谷店 遠田郡涌谷町字六軒町裏68-2 0229-43-5332 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城大富店 黒川郡大和町もみじヶ丘2丁目34-1 022-348-7077 小売（お土産等）、その他

薬王堂栗原志波姫店 栗原市志波姫南八樟460-1 0228-23-2278 小売（お土産等）、その他

薬王堂築館SC店 栗原市築館源光14-72 0228-24-7139 小売（お土産等）、その他

薬王堂 宮城加美店 加美郡加美町字大門81 0229-63-8551 小売（お土産等）、その他

薬王堂登米迫店 登米市迫町佐沼字南佐沼三丁目4-5 0220-23-8182 小売（お土産等）、その他

薬王堂栗原栗駒店 栗原市栗駒岩ケ崎神南55 0228-45-2622 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城小牛田店 遠田郡美里町北浦字中新田11－1 0229-34-3045 小売（お土産等）、その他

いろはにほへと 古川駅前店 大崎市古川台町7－15 0229-22-6311 飲食店（酒類提供あり）

薬王堂栗原一迫店 栗原市一迫柳目中田1 0228-52-5335 小売（お土産等）、その他

薬王堂登米加賀野店 登米市中田町石森字加賀野二丁目4-1 0220-34-2815 小売（お土産等）、その他

カルビ大将 古川駅前店 大崎市古川駅前大通3丁目20番1号 0229-23-4564 飲食店（酒類提供あり）

薬王堂古川竹ノ内店 大崎市古川字竹ノ内156 0229-22-7752 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城大郷店 黒川郡大郷町中村字屋鋪65-15 022-359-3155 小売（お土産等）

やきとりセンター 古川駅前店 大崎市古川台町8番5号 0229-25-5545 飲食店（酒類提供あり）

http://nakayamasansou.jp/
http://www.newarao.co.jp/
https://www.ojimaya.com/
http://mochidokoro-fukase.jimdofree.com/
http://www.atom-corp.co.jp/brand/brand.php?brand_no=68
https://www.atom-corp.co.jp/brand/brand.php?brand_no=78
https://www.atom-corp.co.jp/brand/brand.php?brand_no=161


寧々家 古川駅前店 大崎市古川駅前大通2-3-8 0229-22-8260 飲食店（酒類提供あり）

新鮮市場 フレッシュマルシェ 富谷市成田9-2-9 022-344-6030 小売（お土産等）

薬王堂登米豊里店 登米市豊里町小口前137 0225-76-1156 小売（お土産等）、その他

薬王堂富谷成田店 富谷市成田3丁目16番2 022-341-5728 小売（お土産等）、その他

薬王堂登米南方店 登米市南方町西山成前111 0220-58-3621 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城築館店 栗原市築館宮野中央三丁目2番地11 0228-22-2190 小売（お土産等）、その他

薬王堂小牛田北浦店 遠田郡美里町北浦字川戸浦60番地 0229-25-5373 小売（お土産等）、その他

薬王堂栗駒SC店 栗原市栗駒中野田町西215番地1 0228-49-3035 小売（お土産等）、その他

薬王堂宮城鹿島台店 大崎市鹿島台木間塚字小谷地344-1 0229-56-5767 小売（お土産等）、その他

薬王堂大崎松山店 大崎市松山金谷向田3番地1 0229-55-5631 小売（お土産等）、その他

おてんとさん涌谷店 遠田郡涌谷町蔵人沖名220-2 0229-44-1320 小売（お土産等）

工藤漆器店 大崎市鳴子温泉湯元1-3 0229-83-2243 小売（お土産等）

やまや 吉岡店 黒川郡大和町吉岡東1-1-11 022-347-1522 小売（お土産等）

やまや佐沼店 登米市迫町佐沼字中江5丁目4-2 0220-21-1254 小売（お土産等）

やまや築館店 栗原市志波姫堀口宮中113-10 0228-21-4071 小売（お土産等）

やまや古川北店 大崎市古川沢田字筒場浦15 0229-28-5047 小売（お土産等）

やまや鹿島台店 大崎市鹿島台木間塚字小谷地333-1 0229-57-1301 小売（お土産等）

やまや小牛田店 遠田郡美里町北浦新高原15 0229-34-3626 小売（お土産等）

やまや明石台店 富谷市明石台6-1-37 022-772-5821 小売（お土産等）

やまや大崎店 大崎市古川駅東2丁目6-40 0229-22-0120 小売（お土産等）

スタミナホルモン食堂食樂古川駅前大通店 大崎市古川駅前大通1-3-1 0229-21-0877 飲食店（酒類提供あり）

やまや涌谷店 遠田郡涌谷町字蔵人沖名38-1 0229-44-1165 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 明石台店 富谷市明石台6-1-38 022-771-5190 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 古川北町店 大崎市古川北町3-11-11 0229-21-8722 小売（お土産等）

ダルマ 中新田店 加美郡加美町字大門52-1 0229-64-1601 小売（お土産等）

ダルマ 築館店 栗原市築館宮野中央2丁目3-30 0228-21-4780 小売（お土産等）

セブンーイレブン古川西館三丁目店 大崎市古川西館三丁目7－85 0229-24-8202 コンビニ・スーパー

薬王堂大崎三本木店 大崎市三本木字善並田113－1 0229-25-6806 コンビニ・スーパー

和風レストランまるまつ 富谷店 富谷市三ノ関字太子堂中62-1 022-779-1755 飲食店（酒類提供あり）

及川漆器店 大崎市鳴子温泉字湯元2-1 0229-82-2136 小売（お土産等）

鳴子風雅 大崎市鳴子温泉湯元55 0570-001-262 宿泊業・温泉施設

デイリーポート新鮮館 佐沼店 登米市迫町佐沼字大網上17 0220-21-5521 コンビニ・スーパー

デイリーポート新鮮館 富谷店 富谷市上桜木2丁目3－3 022-725-5688 コンビニ・スーパー

ラーメン・ホルモン オールスター 大崎市古川駅前大通4丁目4-18 0229-25-5070 飲食店（酒類提供あり）

スーパーセンタートラスト岩出山店 大崎市岩出山上野目字涎池17-1 0229-73-1511 コンビニ・スーパー

株式会社カワチ薬品 古川店 大崎市古川穂波6-1-10 0229-24-2735 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 古川駅東店 大崎市古川駅東2-10-16 0229-23-6320 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 富谷店 富谷市成田8-2-3 022-351-7761 小売（お土産等）

桜井こけし店 大崎市鳴子温泉湯元26 0229-87-3575 小売（お土産等）

こけし堂 峡 大崎市鳴子温泉字星沼13-51 0229-87-3575 飲食店（酒類提供なし）

MEGAドン.キホーテ仙台富谷店 富谷市富ケ丘1-27-1 022-348-9411 小売（お土産等）

おかしときっさたまごや 玉子屋本店 大崎市鳴子温泉字湯元102-1 0229-83-3021 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

百年ゆ宿 旅館大沼 大崎市鳴子温泉字赤湯34 0229-83-3052 宿泊業・温泉施設

https://www.d-neneya.com/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.otentosun.co.jp/
https://www.yamaya.jp/
https://www.yamaya.jp/
https://www.yamaya.jp/
http://www.yamaya.co.jp/
https://www.yamaya.jp/
http://www.yamaya.jp/
https://www.yamaya.jp/
https://www.yamaya.jp/
https://www.yakuodo.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.naruko-fuga.com/
http://wp.malnet.co.jp/overview
http://wp.malnet.co.jp/overview
http://nisshiki.com/
https://www.cawachi.co.jp/
https://www.cawachi.co.jp/
https://www.cawachi.co.jp/
https://www.sakuraikokeshiten.com/
http://www.ohnuma.co.jp/


ENEOS川渡SS 鳴子温泉字田中29-2 0229-84-7322 小売（お土産等）、美容・理容業、その他

あ・ら・伊達な道の駅 大崎市岩出山池月字下宮道下4-1 0229-73-2236 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

そば処 本陣 栗原市金成有壁新町24 0228-44-2932 飲食店（酒類提供あり）

健身舎(さとうマッサージ) 大崎市鳴子温泉字川渡43-2 080-1818-4840 体験アクティビティ

健身舎(岩出山出張所) 大崎市岩出山字東川原町10-1グリーンヒルズYS103 080-1818-4840 体験アクティビティ

セブンイレブン宮城志波姫店 栗原市志波姫大門南191-2 0228-22-7102 コンビニ・スーパー

伊豆沼農産 直売マーケット 富谷市迫町新田字前沼149-7 0220-28-2986 小売（お土産等）、その他

みやぎ生活協同組合古川南店 大崎市古川北稲葉2-1-5 022-23-3829 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合大富店 黒川郡大和町もみじヶ丘2-34-2 022-358-3978 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合加賀野店 富谷市中田町石森字加賀野3-6-1 0220-34-7373 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合明石台店 富谷市明石台6-1-39 022-218-6501 コンビニ・スーパー

ビッグボーイ古川店 大崎市古川旭2丁目3-2 0229-91-8241 飲食店（酒類提供あり）

味処 小竹 登米市迫町佐沼字中江三丁目1－5 0220-22-3155 飲食店（酒類提供あり）

しまむら小牛田店 遠田郡美里町北浦字川戸浦36－2 0229-31-1102 小売（お土産等）、その他

しまむら鹿島台店 大崎市鹿島台広長字内ノ浦121－3 0229-57-1117 小売（お土産等）、その他

しまむら中新田店 加美郡加美町字雁原330 0229-64-1282 小売（お土産等）、その他

しまむら古川店 大崎市古川北稲葉3－210－1 0229-21-1224 小売（お土産等）、その他

創作料理 誠 ～makoto～ 大崎市古川東町3-1 ガーデンハウスC 0229-22-0630 飲食店（酒類提供あり）

しまむら若柳店 栗原市若柳字川南堤通22－1 0228-35-1108 小売（お土産等）、その他

おもてなし 佳 ～YOSHI～ 大崎市古川台町6-11 山城ビル1F 0229-25-7309 飲食店（酒類提供あり）

しまむら迫 店 登米市迫町佐沼字内町45－1 0220-21-1143 小売（お土産等）、その他

しまむら築館店 栗原市築館藤木44 0228-21-1139 小売（お土産等）、その他

しまむら大和 店 黒川郡大和町吉岡字西桧木地内64－1 022-344-1241 小売（お土産等）、その他

アベイル古川 店 大崎市古川栄町22－30 0229-21-7423 小売（お土産等）、その他

バースデイ古川店 大崎市古川北稲葉3－211－1 0229-91-8232 小売（お土産等）、その他

バースデイ明石台店 富谷市明石台6－1－38 022-772-3530 小売（お土産等）、その他

シャンブル古川店 大崎市古川栄町22－30 0229-21-3285 小売（お土産等）、その他

Meat  Restaurant  T's 鳴子温泉鬼首字中田野31－4 090-2958-9209 飲食店（酒類提供あり）

おてんとさん 若柳店 栗原市若柳字川南南大通24-1 0228-32-6650 小売（お土産等）

リストランテuemon 大崎市古川七日町8-35 0229-24-0065 飲食店（酒類提供あり）

紳士服のコナカ築館店 栗原市築館留場桜5－3 0228-22-6010 小売（お土産等）

つか勇食堂 登米市登米町寺池桜小路103 0220-52-2073 飲食店（酒類提供あり）

紳士服のコナカ 佐沼店 登米市迫町佐沼字江合1－9－4 0220-22-7090 小売（お土産等）

ボウルサンシャイン富谷店 富谷市ひより台2-37 西友富谷2階 022-358-3113 スポーツ、遊興施設（ネットカフェ、漫画喫茶等）

紳士服のコナカ 古川駅東店 大崎市古川駅東2-10-26 0229-22-1129 その他

ファミリーマート大郷粕川店 黒川郡大郷町粕川字日向10-1 022-359-8031 コンビニ・スーパー

セブンイレブン若柳新堤下店 栗原市若柳川南堤通15-10 0228-32-7055 コンビニ・スーパー

ファミリーマート富谷成田四丁目 富谷市成田4-1-1 022-351-5732 コンビニ・スーパー

ファミリーマート大郷山崎店 黒川郡大郷町山崎麻布堰場56-2 022-359-9101 コンビニ・スーパー

ファミリーマート 古川鶴ヶ埣店 大崎市古川鶴ヶ埣字鶴田164番地1 0229-91-0023 コンビニ・スーパー

ファミリーマート 涌谷東店 遠田郡涌谷町涌谷字千間江81－1 0229-44-2228 コンビニ・スーパー

ファミリーマート 涌谷バイパス店 遠田郡涌谷町涌谷字下新田55 0229-44-2031 コンビニ・スーパー

ファミリーマート 涌谷渋江店 遠田郡涌谷町涌谷字渋江333番地2 0229-44-3830 コンビニ・スーパー

https://suzukistore847115n.wixsite.com/website
https://kenshinsha.info/
https://kenshinsha.info/
http://izunuma.co.jp/
http://www.miyagi.coop/
http://www.miyagi.coop/
http://www.miyagi.coop/
http://www.miyagi.coop/
https://www.bigboyjapan.co.jp/
http://kotake.click/
http://www.uemon.jp/
http://www.konaka.co.jp/
http://bowlsunshine.net/tomiya.html
http://www.konaka.co.jp/


ファミリーマート 小牛田バイパス店 遠田郡美里町北浦字天神南35番地1 0229-35-1667 コンビニ・スーパー

ファミリーマート 古川中央店 大崎市古川駅前大通四丁目4番16号 0229-21-0051 コンビニ・スーパー

喰膳 蔵.ら～ 登米市登米町寺池桜小路2 0220-52-2922 飲食店（酒類提供なし）

石窯ピッツァAKIM 大崎市古川駅前大通2-2-31 ハヤサカビル1F 0229-24-4481 飲食店（酒類提供あり）

ファミリーマート鳴子大口店 大崎市鳴子温泉字馬場74ー6 0229-81-2321 コンビニ・スーパー

松田工房 大崎市鳴子温泉字上鳴子126-10 0229-83-3573 小売（お土産等）

ファミリーマート宮城大衡店 黒川郡大衡村大衡字尾西48－6 022-344-1023 コンビニ・スーパー

澤口漆器本舗 大崎市鳴子温泉湯元 1ー2 0229-83-3011 小売（お土産等）

おみやげの店 まるよし 大崎市鳴子温泉字新屋敷136－1 0229-83-2256 小売（お土産等）

ツルハドラッグ築館店 栗原市築館宮野中央1丁目5-1 0228-21-2682 小売（お土産等）

ツルハドラッグ若柳川北店 栗原市若柳字川北東若柳218-2 0228-35-1268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ登米中田店 登米市中田町浅水字上川面222番地2 0220-23-7397 コンビニ・スーパー

ツルハドラッグ南方店 登米市南方町鴻ノ木76-1 0220-29-6288 小売（お土産等）

ツルハドラッグ富谷上桜木店 富谷市上桜木2丁目3番地4 022-725-8775 小売（お土産等）

ファミリーマート古川穂波店 大崎市古川穂波2-9-20 0229-21-8535 コンビニ・スーパー

ツルハドラッグ古川中里店 大崎市古川中里五丁目15番41号 0229-21-7268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ古川福浦店 大崎市古川福浦三丁目11番40号 0229-21-8268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ宮城岩出山店 大崎市岩出山下野目字山ノ辺1 0229-73-4033 小売（お土産等）

ツルハドラッグ登米米山店 登米市米山町西野字新五反口18-2 0220-55-3668 小売（お土産等）

ツルハドラッグ古川北町店 大崎市古川北町2－88－1 0229-21-2730 小売（お土産等）

ツルハドラッグ大和吉岡店 黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目4－7 022-347-2808 小売（お土産等）

ツルハドラッグ古川南店 大崎市古川穂波七丁目2番14号 0229-91-9071 小売（お土産等）

ツルハドラッグ小牛田北店 遠田郡美里町牛飼字八又反97番 0226-93-1268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ宮城鹿島台店 大崎市鹿島台木間塚字小谷地228-1 0229-57-1228 小売（お土産等）

ツルハドラッグ宮城色麻店 加美郡色麻町四竃字瀧149番1 0229-25-5237 小売（お土産等）

ツルハドラッグ小牛田店 遠田郡美里町北浦1丁目26番 0229-31-1258 小売（お土産等）

ツルハドラッグ涌谷店 遠田郡涌谷町字渋江262 0229-44-3077 小売（お土産等）

ツルハドラッグ佐沼店 登米市迫町佐沼字中江4丁目6番地6 0220-21-0268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ若柳店 栗原市若柳字川南堤23－17 0228-35-1525 小売（お土産等）

ファミリーマート鳴子温泉店 大崎市鳴子温泉字中野62-2 0229-81-2772 コンビニ・スーパー

ツルハドラッグ 古川東店 大崎市古川旭3丁目8－8 0229-21-1231 小売（お土産等）

ツルハドラッグ登米加賀野店 登米市中田町石森字加賀野3丁目3番地14号 0220-34-2668 小売（お土産等）

ツルハドラッグ 宮城登米店 登米市登米町寺池目子待井74-2 0220-53-1268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ田尻店 大崎市田尻字町尻17-1 0229-38-2871 小売（お土産等）

ツルハドラッグ 富谷ひより台店 富谷市ひより台2丁目36－6 022-358-8202 小売（お土産等）

ファミリーマート古川中里 大崎市古川中里2-9-30 0229-21-7081 コンビニ・スーパー

ファミリーマート宮城小野田 加美郡加美町字川原田1-10 0229-68-1213 コンビニ・スーパー

ファミリーマート宮城大郷店 黒川郡大郷町中村字山沢20番地の3 022-359-8588 コンビニ・スーパー

旬彩亭秀 大崎市古川東町2-1 0229-23-0071 飲食店（酒類提供なし）
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