
【全エリア】
店舗名 住所 エリア 電話番号 主な提供品目

（株）仙台三越 仙台市青葉区一番町4-8-15 仙台エリア 022-225-7111 小売（お土産等）

38kitchen エスパル店 仙台市青葉区中央1丁目1－1エスパル仙台東館2階 青の葉デイリーマーケット内 仙台エリア 022-385-7030 小売（お土産等）

38mitsubachi kitchen 勾当台店 仙台市青葉区二日町2－1キムラオフィスビル1階 仙台エリア 022-302-6938 飲食店（酒類提供あり）

38mitsubachi パルコ2店 仙台市青葉区中央3丁目7－5 PARCO2 1階（外） 仙台エリア 0222-738-7138 飲食店（酒類提供なし）

AKITA DINING なまはげ仙台店 仙台市青葉区一番町四丁目5－6江陽パルサービル6F 仙台エリア 022-217-7077 飲食店（酒類提供あり）

AOKI 宮城の萩大通り店 仙台市若林区大和町1-5-10 仙台エリア 022-788-1488 小売（お土産等）

AOKI 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町3-5-3 仙台エリア 022-722-7288 小売（お土産等）

AOKI 仙台吉成店 仙台市青葉区吉成台2-2-10 仙台エリア 022-303-6788 小売（お土産等）

AOKI 仙台幸町 仙台市宮城野区幸町5-1-10 仙台エリア 022-791-8288 小売（お土産等）

AOKI 仙台新港店 仙台市宮城野区中野3-2-17 仙台エリア 022-388-9788 小売（お土産等）

AOKI仙台泉店 仙台市泉区泉中央3－1－5 仙台エリア 022-374-6788 小売（お土産等）

AOYA 仙台市青葉区中央1－1－5 仙台エリア 022-724-7803 小売（お土産等）

B・SPORTS仙台松森店 仙台市泉区松森字関場17-1 仙台エリア 022-772-2614 小売（お土産等）

BACARO風見鶏 仙台市青葉区一番町1-8-32 T&Rビル1F 仙台エリア 022-738-7548 飲食店（酒類提供あり）

BAKE CHEESE TART 仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅2階在来線改札内 仙台エリア 022-261-1790 小売（お土産等）

BEEFY'S仙台バイパス中田店 仙台市太白区中田町後河原37-4 仙台エリア 022-241-1137 飲食店（酒類提供あり）

BIGBOSS仙台店 仙台市青葉区一番町3-1-17レゼル百反ビル2F 仙台エリア 022-267-0495 小売（お土産等）

BOOKOFF PLUS 286号仙台鈎取店 仙台市太白区鈎取本町1-21-1 仙台エリア 022-307-5105 小売（お土産等）

BOOKOFF仙台松森店 仙台市泉区松森字関場13-1 仙台エリア 022-375-4443 小売（お土産等）

Cabana（飲食） 仙台市宮城野区中野4-6 仙台うみの杜水族館内 仙台エリア 022-355-6215 飲食店（酒類提供あり）

Cabana（物販） 仙台市宮城野区中野4-6 仙台うみの杜水族館内 仙台エリア 022-355-6215 小売（お土産等）

Cafe&Dogs BOWEYES 仙台市泉区松森後田45-1 仙台エリア 022-341-6940 飲食店（酒類提供なし）

cafe-restaurant マートル 若林区沖野2丁目6-13 仙台エリア 022-355-6820 飲食店（酒類提供あり）

COLLECTORS仙台パルコ店 仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ 7F 仙台エリア 022-774-8275 小売（お土産等）

CUCINA 仙台市青葉区中央1丁目1番1号 エスパル仙台 東館3階 仙台エリア 022-352-4430 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

DaTe cafe Order 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅2階 仙台エリア 022-261-1790 飲食店（酒類提供なし）

Dearパティズ イオンスタイル仙台卸町 仙台市若林区卸町1丁目1-1 イオンスタイル仙台卸町3F 仙台エリア 022-355-9268 小売（お土産等）

Deli＆WIZ 泉パークタウンタピオ店 仙台市泉区寺岡6-5-1 TAPIO内2F 仙台エリア 022-342-7041 小売（お土産等）

Desporter Caf?＆Bar Haru～8615～ 仙台市宮城野区出花2丁目70-6-101 仙台エリア 022-765-3096 飲食店（酒類提供あり）

DiCE仙台店 仙台市青葉区中央1-8-20 ドン・キホーテ仙台駅西口ビル6F-7F 仙台エリア 022-395-7496 遊興施設（ネットカフェ、漫画喫茶等）

DoCLASSEエスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル本館1階 仙台エリア 022-302-4854 その他

DUMBO PIZZA FACTORY 仙台 仙台市青葉区中央1－1－1 エスパル東館1F 仙台エリア 022-290-5355 飲食店（酒類提供あり）

Espalmador 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館3階 仙台エリア 022-794-7162 飲食店（酒類提供あり）

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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Euro-29 仙台市青葉区国分町2-2-22 EX-PLAZAビル1F 仙台エリア 022-268-8606 飲食店（酒類提供あり）

Euro-29 SPIRAL 仙台市青葉区中央1-8-8 千代梅ビル1F 仙台エリア 022-395-7329 飲食店（酒類提供あり）

Fi.n.t S-PAL仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1番1号S-PAL仙台本館3F 仙台エリア 022-302-6785 小売（お土産等）

fishてーぶる 仙台市宮城野区高砂1-154-2 2階 仙台エリア 022-387-8558 飲食店（酒類提供あり）

FUMO14番地 仙台市青葉区本町2-14-9 イトービル1階 仙台エリア 022-714-5720 飲食店（酒類提供あり）

GLADIO 仙台市青葉区国分町2-11-11 PSCビルディング 1階 仙台エリア 022-265-3007 飲食店（酒類提供あり）

GocchoSun 仙台市青葉区中央3-7-5 仙台ハ?ルコ2 1F 仙台エリア 022-796-7246 飲食店（酒類提供あり）

GOLFCLUB国分町 仙台市青葉区国分町2丁目11-11 PSCビル1階 仙台エリア 022-395-5215 スポーツ、遊興施設（ネットカフェ、漫画喫茶等）

Graal 仙台市青葉区中央1丁目8-22サンスクエア庄司ビルB1F 仙台エリア 022-796-7898 飲食店（酒類提供あり）

Hacoaダイレクトストア 仙台パルコ店 仙台市青葉区中央1丁目2－3 仙台パルコ本館 B1F 仙台エリア 022-774-8191 小売（お土産等）

HANABUSA 仙台市青葉区国分町2丁目14-25  山国ビル2階 仙台エリア 022-721-8723 飲食店（酒類提供あり）

HIGHBALL BAR 杜の都1923 仙台市青葉区国分町2-15-1 彩華ビル1F 仙台エリア 022-721-5161 飲食店（酒類提供あり）

HONA仙台 お好み焼き・鉄板焼き 仙台市青葉区一番町4－5－26 1が4ビル地下一階 仙台エリア 022-722-8637 飲食店（酒類提供あり）

HUF仙台 仙台市青葉区中央2-7-11仙台ストックマンビル1F 仙台エリア 022-393-4577 小売（お土産等）

HUMMING MEAL MARKET 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台東館2F 仙台エリア 022-766-8382 飲食店（酒類提供あり）

ILS エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル東館 3F 仙台エリア 022-352-4815 その他

JUMP SHOP仙台店 仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ 本館8F 仙台エリア 022-393-9088 小売（お土産等）

kawaraCAFE&DINING仙台店 仙台市青葉区一番町3-11-14 丸和ビル2階 仙台エリア 022-266-3533 飲食店（酒類提供あり）

KYOU BAR LOUNGE & INN 仙台市太白区秋保町湯元字鹿乙4 仙台エリア 022-397-3261 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

LACOSTE 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8007 小売（お土産等）

LAZY SUZAN 仙台アエル店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8034 小売（お土産等）

La楽リゾートホテルグリーングリーン 仙台市青葉区作並字二橋5-12 仙台エリア 022-395-2011 宿泊業・温泉施設

le.coeur blanc S-PAL仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台2階 仙台エリア 022-716-9830 小売（お土産等）

MAGO HACHI KITCHEN 仙台市青葉区一番町4-2-12 変なホテル仙台国分町1F 仙台エリア 022-748-4588 飲食店（酒類提供あり）

MAJESTIC LEGON S-PAL仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台3階 仙台エリア 022-721-3630 小売（お土産等）

MEGAドン・キホーテ仙台台原店 仙台青葉区台原1-7-40 仙台エリア 022-728-7533 小売（お土産等）、コンビニ・スーパー

Mia Angela 一番町店 仙台市青葉区一番町3丁目8－23戸津ビル1、2F 仙台エリア 022-722-3316 飲食店（酒類提供あり）

Mia Angela 仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡1丁目7-9 榴岡セイワビル 1・2F 仙台エリア 022-353-7242 飲食店（酒類提供あり）

Mia Angela 長町南店 仙台市太白区長町7丁目24-26 仙台エリア 022-304-5567 飲食店（酒類提供あり）

Mitsumine 三井アウトレットパーク仙台港店 仙台市宮城野区中野3丁目7-2 三井アウトレットパーク 仙台エリア 03-3380-8809 小売（お土産等）

nano・universe 仙台アエル店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8041 小売（お土産等）

napoca仙台S-PAL店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 エスパル仙台 本館1F 仙台エリア 022-395-8781 小売（お土産等）

NATURAL BEAUTY BASIC 仙台市青葉区中央1丁目1-1 エスパル2F 仙台エリア 022-264-3091 小売（お土産等）

NOBATTE 仙台市青葉区一番町4-3-11  M-ONEビル 4階 仙台エリア 070-6619-7029 飲食店（酒類提供あり）

noi LAVORO エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル本館 1F 仙台エリア 022-267-4328 その他

N白木屋 仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-8-26  ラ・サーミビル 5階 仙台エリア 022-225-6388 飲食店（酒類提供あり）

N白木屋 仙台東口駅前店 仙台市宮城野区榴岡1-2-1  イーストンビル 2階 仙台エリア 022-256-7888 飲食店（酒類提供あり）

Oceanfatare 仙台市青葉区国分町2-15-2 グランパレビル1階 仙台エリア 022-263-6440 飲食店（酒類提供あり）

ORIHICA ララガーデン長町 仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町 2F 区画 02011 仙台エリア 022-308-2888 小売（お土産等）

ORIHICA 三井アウトレットパーク仙台港店 仙台市宮城野区中野3-7-2 三井アウトレットパーク仙台港 仙台エリア 022-387-2688 小売（お土産等）

ORIHICA 仙台泉パークタウンタピオ店 仙台市泉区寺岡6-5-1 泉パークタウンタピオ 2F 仙台エリア 022-342-7628 小売（お土産等）

ORIHICA 泉中央セルバ 仙台市泉区泉中央1-4-1 セルバ 4F 仙台エリア 022-771-6988 小売（お土産等）

ORIHICA仙台泉パークタウンタピオ店 仙台市泉区寺岡6-5-1 2F 仙台エリア 022-342-7628 小売（お土産等）

pancake&cafe 38mitsubachi 北四番丁店 仙台市青葉区二日町12－25グランディープレステージ1階 仙台エリア 022-302-6938 飲食店（酒類提供なし）

Pizzeria da Brio 仙台市太白区山田上ノ台町1-9 仙台エリア 022-243-2180 飲食店（酒類提供あり）

Pizzeria LAVAROCK仙台 仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー1F 仙台エリア 022-724-7260 飲食店（酒類提供あり）

POKERFACE仙台パルコ店 仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ 7F 仙台エリア 022-774-8170 小売（お土産等）
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POKERFACE仙台路面店 仙台市青葉区国分町1-1-13 Ever-?ビル 仙台エリア 022-266-7621 小売（お土産等）

PORTTAVOLA 仙台市泉区紫山2－32－10 仙台エリア 022-208-2538 飲食店（酒類提供あり）

REGAL FACTORY STORE仙台泉店 仙台市泉区寺岡6-1 仙台泉プレミアムアウトレット1135 仙台エリア 022-377-6650 小売（お土産等）

REGAL SHOES ララガーデン長町店 仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町2F 仙台エリア 022-304-0277 小売（お土産等）

REGAL SHOES 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町3丁目10-1 仙台エリア 022-261-3875 小売（お土産等）

REGALSHOESララガーデン長町店 仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町2F 仙台エリア 022-304-0277 小売（お土産等）

retro BackPage 仙台市青葉区国分町3-3-1 仙台エリア 022-264-1084 飲食店（酒類提供あり）

RINGO仙台駅店 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅2階 仙台エリア 022-261-1790 小売（お土産等）

ROSE BUD 仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台2階 区画2101 仙台エリア 022-752-6019 小売（お土産等）

ROSEMARY仙台パルコ店 仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ 本館B1F 仙台エリア 022-774-8121 小売（お土産等）

Route227s'cafe TOHOKU 仙台市青葉区国分町3-1-1勾当台公園内 仙台エリア 022-796-9770 飲食店（酒類提供あり）

SALVATORE CUOMO & BAR 仙台 仙台市青葉区中央3-7-5 仙台パルコ2 1F 仙台エリア 022-212-8265 飲食店（酒類提供あり）

Season  花蔵 仙台市青葉区中央2-11-26 ホテルドーミーイン仙台アネックス1階 仙台エリア 022-224-6123 飲食店（酒類提供あり）

SK7仙台東口店 仙台市宮城野区榴岡1丁目2－37ダイワロイネットホテル1F 仙台エリア 022-292-5088 飲食店（酒類提供あり）

Sohbi 仙台アエル店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-264-3426 小売（お土産等）

S-PAL仙台ロペ 仙台市青葉区中央1－1－1 S-PAL本館2階h 仙台エリア 022-224-0862 その他

Stola. 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8022 小売（お土産等）

STUSSY仙台Chapter 仙台市青葉区一番町3-8-2静芳ビル1F 仙台エリア 022-716-8666 小売（お土産等）

surba-surbi 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8061 小売（お土産等）

Sweet Spice Asano 仙台市青葉区花京院2-1-40 仙台エリア 022-263-1157 飲食店（酒類提供あり）

Tabio仙台パルコ本館 仙台市青葉区中央1丁目2-3 仙台パルコ本館3階 仙台エリア 022-797-3845 小売（お土産等）

tekuteせんだい 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅1階 仙台エリア 022-261-1790 飲食店（酒類提供なし）、飲食店（酒類提供あり）、美容・理容業

tekuteながまち 本館 仙台市太白区長町5-1-30 仙台エリア 022-796-7107 飲食店（酒類提供なし）、飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

tekuteながまち2 仙台市太白区長町5－1－30 仙台エリア 022-796-7107 飲食店（酒類提供なし）、飲食店（酒類提供あり）、美容・理容業

THE MOST COFFEE 仙台市青葉区中央3-7-5 PARCO2 3F 仙台エリア 022-796-9360 飲食店（酒類提供あり）

The1965 仙台市青葉区一番町3丁目8－1 ラベルヴィビル2F 仙台エリア 0120-22-1965 飲食店（酒類提供あり）

TiCTAC仙台パルコ店 仙台市青葉区中央1－2－3 仙台エリア 022-774-8130 小売（お土産等）

TOMiZエスパル仙台店 仙台市青葉区中央1ー1ー1エスパル仙台店 本館1F 仙台エリア 022-224-5131 小売（お土産等）

trattoria銀 仙台市青葉区国分町3丁目8-12-2階 仙台エリア 022-748-7708 飲食店（酒類提供あり）

TREK Bicycle 仙台青葉通一番町 仙台市青葉区一番町3－3－5 仙台青葉通ビル1階 仙台エリア 022-281-9070 小売（お土産等）、スポーツ

TREK Bicycle仙台青葉通一番町 仙台市青葉区一番町3-3-5仙台青葉通ビル1階 仙台エリア 022-281-9070 その他

TREK Bicycle仙台泉中央 仙台市泉区泉中央2-2-2 仙台エリア 022-343-1822 その他

Umimori shop 仙台市宮城野区中野4-6 仙台うみの杜水族館内 仙台エリア 022-355-6215 小売（お土産等）

UNDEFEATED SENDAI 仙台市青葉区中央2丁目10-8 東三番町ビル1F 仙台エリア 022-265-0566 小売（お土産等）

vegeto・LIKO 仙台市青葉区一番町2-6-16 仙台エリア 022-796-7728 飲食店（酒類提供あり）

VIVA！周平101 仙台市宮城野区榴岡2丁目4番5号-1階 仙台エリア 022-353-5949 飲食店（酒類提供あり）

Wakuwaku ocean 仙台市宮城野区中野4-6 仙台うみの杜水族館内 仙台エリア 022-355-6215 飲食店（酒類提供あり）

Welcome to the Moon. 仙台市泉区泉中央1-19-7-2階 仙台エリア 022-771-6755 飲食店（酒類提供あり）

WIZ ザ・モール店 仙台市太白区長町7-20-3 THE MALL仙台長町店内3F 仙台エリア 022-304-1619 小売（お土産等）

WIZ 仙台中山店 仙台市泉区南中山1-35-40 イオン仙台中山店1F 仙台エリア 022-346-7728 小売（お土産等）

アインズ＆トルペtekuteながまち店 仙台市太白区あすと長町1丁目5-5 tekuteながまち2 1F 仙台エリア 022-393-4371 小売（お土産等）

アインズ＆トルペ仙台PARCO2店 仙台市青葉区中央3丁目7-5 PARCO2 3F 仙台エリア 022-797-6506 小売（お土産等）

アインズ＆トルペ仙台駅前店 仙台市青葉区中央3丁目6番1号 仙台TRビル1F 仙台エリア 022-212-5610 小売（お土産等）

アクアスキュータム/アクアスキュータム 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1220区 仙台エリア 022-777-3175 小売（お土産等）

アグリエの森mitte 仙台市青葉区中央1丁目1－1 エスパル東館2階 仙台エリア 022-293-3448 小売（お土産等）

アシックス 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2215区 仙台エリア 022-341-5886 小売（お土産等）

アズ ノゥ アズ仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 3F 仙台エリア 022-217-0063 小売（お土産等）

https://www.pokerface-web.com/
http://porttavola.org/
https://base.regal.co.jp/shop00068/
https://base.regal.co.jp/shop00505/
http://www.retro-backpage.com/
http://www.livit.jregroup.ne.jp/
https://www.rosebud-web.com/
https://www.rosemary-web.com/
http://www.salvatore.jp/restaurant/sendai/
https://sk7-sendai.owst.jp/
https://www.sohbi-company.com/
http://www.stola.jp.net/
https://stussy.jp/
http://www.livit.jregroup.ne.jp/
http://www.livit.jregroup.ne.jp/
http://www.livit.jregroup.ne.jp/
https://tmc.hoshiyama.info/menu
http://www.the1965.com/
https://tictac-web.com/
https://tomiz.com/store/detail/3
https://hitosara.com/0005035365/
https://www.trekstore.jp/shop/aobadoriichibancho
https://www.trekstore.jp/shop/aobadoriichibancho
https://www.trekstore.jp/shop/sendaiizumichuo
https://undefeated.jp/
http://www.shu-hei.com/
https://sanwarc.co.jp/store/welcome_to_the_moon/
https://www.pattys.jp/shop-themall
https://www.pattys.jp/shop-sendainakayama
https://ainz-tulpe.jp/shop
https://ainz-tulpe.jp/shop
https://ainz-tulpe.jp/shop
http://www.ocha-igeta.co.jp/
https://www.asknowas.com/


アズール バイ マウジー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2360区 仙台エリア 022-342-7050 小売（お土産等）

アズノゥアズ ドゥバズ 仙台市青葉区中央1丁目1-1 S-PAL2階 仙台エリア 022-217-0063 小売（お土産等）

アズノゥアズ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2325区 仙台エリア 022-377-2090 小売（お土産等）

アダムエロペエスパル仙台 仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台エリア 022-302-5872 その他

あちゃーる カレーと珈琲の店 仙台市泉区高森,5-15-7 仙台エリア 022-777-2663 飲食店（酒類提供あり）

アディダス 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2430区 仙台エリア 022-342-6820 小売（お土産等）

アトランティックスターズ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2375区 仙台エリア 022-725-6887 小売（お土産等）

アパホテル〈TKP仙台駅北〉 仙台市宮城野区名掛丁201‐1 仙台エリア 022-742-3630 宿泊業・温泉施設

アベイルヨークタウン長町FM 店 仙台市太白区あすと長町2－2－10 仙台エリア 022-746-8821 小売（お土産等）、その他

アベイル愛子FM店 仙台市青葉区栗生6－13－2 仙台エリア 022-391-1710 小売（お土産等）、その他

アベイル松森 店 仙台市泉区松森字太子堂41－1 仙台エリア 022-371-1334 小売（お土産等）、その他

アベイル中山FM 店 仙台市泉区実沢字中山南31－6 仙台エリア 022-303-3188 小売（お土産等）、その他

アベイル六丁の目FM店 仙台市若林区六丁の目元町16－1－2 仙台エリア 022-390-1336 小売（お土産等）、その他

あゆ川 仙台市泉区泉中央1-13-2 仙台エリア 022-218-1664 飲食店（酒類提供あり）

アンダーアーマー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2410区 仙台エリア 022-343-8092 小売（お土産等）

アンディコール 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2380区 仙台エリア 022-3426236 小売（お土産等）

アンデミュウ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2300区 仙台エリア 022-377-2260 小売（お土産等）

イオンエクスプレス上杉三丁目店 仙台市青葉区上杉3丁目3－28 仙台エリア 022-302-3980 コンビニ・スーパー

イオンエクスプレス仙台花京院店 仙台市青葉区花京院2―1－14 仙台エリア 022-721-4160 コンビニ・スーパー

イオンエクスプレス仙台古城店 仙台市若林区古城1丁目4番17号 仙台エリア 022-285-8760 コンビニ・スーパー

イオンエクスプレス仙台五橋店 仙台市若林区清水小路6番1号 仙台エリア 022-265-7535 コンビニ・スーパー

イオンエクスプレス仙台上杉店 仙台市青葉区上杉1－6－6 仙台エリア 022-263-8589 コンビニ・スーパー

イオンエクスプレス仙台新田店 仙台市宮城野区新田2－3－6 仙台エリア 022-236-2735 コンビニ・スーパー

イオンエクスプレス仙台八幡店 仙台市青葉区八幡1ー1ー1 仙台エリア 022-302-5228 コンビニ・スーパー

イオンエクスプレス仙台平成店 仙台市宮城野区平成1－21－1 仙台エリア 022-232-5220 コンビニ・スーパー

イオンエクスプレス仙台北目町店 仙台市青葉区北目町4－3 仙台エリア 022-302-5228 コンビニ・スーパー

イオンエクスプレス仙台立町店 仙台市青葉区立町2－7 仙台エリア 022-211-7828 コンビニ・スーパー

イオンスタイル仙台卸町 仙台市若林区卸町1－1－1 仙台エリア 022-782-6030 コンビニ・スーパー

イオン仙台一番町店 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号NSビル1F 仙台エリア 022-217-8761 コンビニ・スーパー

イオン仙台宮町店 仙台市青葉区宮町四丁目7－3 仙台エリア 022-216-5517 コンビニ・スーパー

イオン仙台幸町店 仙台市宮城野区幸町5丁目10－1 仙台エリア 022-292-1001 コンビニ・スーパー

イオン仙台中山店 仙台市泉区南中山1ー35－40 仙台エリア 022-303-1300 コンビニ・スーパー

イオン仙台店 仙台市青葉区中央2－3－6 仙台エリア 022-261-1251 コンビニ・スーパー

イオン仙台晩翠通店 仙台市青葉区二日町9-23-1 仙台エリア 022-797-5027 コンビニ・スーパー

イオン仙台富沢店 仙台市太白区大野田5丁目30－6 仙台エリア 022-308-8370 コンビニ・スーパー

いき粋R 仙台市太白区長町5-2-6森民ビル1階 仙台エリア 022-746-8286 飲食店（酒類提供あり）

いたがき 大学病院店 仙台市青葉区星陵町1-1 東北大学病院内 仙台エリア 022-273-1448 小売（お土産等）

いたがき 朝市店 仙台市青葉区中央4丁目3-23 仙台エリア 022-263-4567 小売（お土産等）

いたがき 東一番町店 仙台市青葉区一番町4-3-19 仙台エリア 022-263-4436 小売（お土産等）

いたがき 本店 仙台市宮城野区二十人町300-1 仙台エリア 022-291-1221 小売（お土産等）

いただきコッコちゃん サンモール店 仙台市青葉区一番町2丁目6－1シティハウス一番町中央2 仙台エリア 022-217-3515 飲食店（酒類提供あり）

いただきコッコちゃん マーブルロード店 仙台市青葉区一番町3丁目5－24仙台測器社テークビル2階 仙台エリア 022-217-5767 飲食店（酒類提供あり）

いただきコッコちゃん 仙台駅西口店 仙台市青葉区中央1丁目8-22 サンスクエア庄司ビル1・2F 仙台エリア 022-748-7616 飲食店（酒類提供あり）

いただきコッコちゃん 仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡4丁目5－2大野第2ビル1階 仙台エリア 022-298-7177 飲食店（酒類提供あり）

いただきコッコちゃん 長町店 仙台市太白区長町5丁目4－14 仙台エリア 022-746-8555 飲食店（酒類提供あり）

いづも 仙台パルコ2店 仙台市青葉区中央3-7-5 仙台パルコ2 1F 仙台エリア 022-393-8223 飲食店（酒類提供あり）

いろり酒場 たら福 広瀬通店 仙台市青葉区中央2-10-1-1階 仙台エリア 022-398-8611 飲食店（酒類提供あり）

http://www.asknowas.com/
https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme/
https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/
https://www.apahotel.com/hotel/hokkaido-tohoku/miyagi/tkp-sendai-ekikita/
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaikamisugisanchome
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaikakyouin
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaifurujiro
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaiitsutsubashiekimae
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaikamisugi
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaishinden
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaihachiman
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaiheisei
https://aeontohoku.co.jp/stores/kitamemachi
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaitachimachi
https://www.aeon.jp/sc/sendai-oroshimachi/
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaiichibancho
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaimiyamachi
https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B9%B8%E7%94%BA%E5%BA%97/
https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E4%BB%99%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%BA%97/
https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%BA%97/
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaibansuidori
https://aeontohoku.co.jp/stores/sendaitomizawa
https://nomu-taberu.co.jp/
http://www.itagaki-jp.com/
http://www.itagaki-jp.com/
http://www.itagaki-jp.com/
http://www.itagaki-jp.com/
https://r.gnavi.co.jp/7b7mgbx60000/
https://r.gnavi.co.jp/g1vfeybm0000/
https://r.gnavi.co.jp/ea3szxxm0000/
https://r.gnavi.co.jp/enn4m5na0000/
https://r.gnavi.co.jp/m7yp123x0000/
https://www.hotpepper.jp/strJ001224629/
https://sanwarc.co.jp/store/tarafuku_hirose/


いろり酒場 たら福 文横店 仙台市青葉区一番町2-3-1 仙台エリア 0222-395-7488 飲食店（酒類提供あり）

いろり焼 炭レちゃん 仙台市太白区長町5-2-6森民ビル1階 仙台エリア 022-797-6303 飲食店（酒類提供あり）

いわま亭 仙台市青葉区八幡3-18-19 仙台エリア 022-261-9050 飲食店（酒類提供あり）

ヴァサラロード ザ・モール長町店 仙台市太白区長町7-20-3 ザ・モール長町 本館3階 仙台エリア 022-246-2610 飲食店（酒類提供あり）

ヴァサラロード 仙台アエル店 仙台市青葉区中央1丁目1-3-1AER1F 仙台エリア 022-265-0551 飲食店（酒類提供あり）

ヴァサラロードザ・モール長町店 仙台市太白区長町7-20-3 ザ・モール長町 本館 3F 仙台エリア 022-246-2610 飲食店（酒類提供あり）

ヴァサラロード仙台アエル店 仙台市青葉区中央1-3-1 AER 1F 仙台エリア 022-265-0551 飲食店（酒類提供あり）

ヴァンズ／ホーキンス 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2220区 仙台エリア 022-342-5981 小売（お土産等）

ヴァンドーム青山 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1325区 仙台エリア 022-779-6570 小売（お土産等）

ヴィーフジサキ ララガーデン長町店 仙台市太白区長町七丁目20-5 ララガーデン長町1階 仙台エリア 022-246-7377 その他

ヴィーフジサキ 泉中央店 仙台市泉区泉中央一丁目7-1 地下鉄泉中央駅ビルスウィング 2階 仙台エリア 022-371-8051 その他

ヴィーフジサキ 六丁の目店 仙台市若林区六丁の目南町9-33 フレスポ六丁の目南町 仙台エリア 022-357-0633 その他

ウエルシア仙台あすと長町店 仙台市太白区 八本松2-2-8 仙台エリア 022-746-8850 小売（お土産等）

ウエルシア仙台市名坂店 仙台市泉区市名坂山岸51-3 仙台エリア 022-37-1901 小売（お土産等）

ウエルシア仙台泉高森店 仙台市泉区高森4-2-539 仙台エリア 022-342-7301 小売（お土産等）

ウエルシア仙台泉中央店 仙台市泉区泉中央4-20-1 仙台エリア 022-771-4637 小売（お土産等）

ウエルシア仙台中山店 仙台市青葉区中山5-2-3 仙台エリア 022-303-7055 小売（お土産等）

ウエルシア仙台鶴が丘店 仙台市泉区鶴が丘1-37-2 仙台エリア 022-771-0730 小売（お土産等）

ウエルシア仙台八木山南店 仙台市太白区八木山南2-1-29 1F 仙台エリア 022-307-6021 小売（お土産等）

ウエルシア仙台富沢西店 仙台市太白区富沢4丁目20番地の16 仙台エリア 022-307-5081 小売（お土産等）

ウエルシア仙台柳生店 仙台市太白区柳生3-4-2 仙台エリア 022-242-5503 小売（お土産等）

ウジエスーパー小田原店 仙台市宮城野区小田原3丁目1-30 仙台エリア 022-292-0370 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー西多賀店 仙台市太白区鈎取1-4-25 仙台エリア 022-245-3911 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー袋原店 仙台市太白区袋原字台46 仙台エリア 022-306-0777 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー中山店 仙台市青葉区中山4-22-2 仙台エリア 022-303-2200 コンビニ・スーパー

ウジエスーパー長町店 仙台市太白区長町南2-3-1 仙台エリア 022-304-2233 コンビニ・スーパー

うどん酒場七右衛門 エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台本館地下1F 仙台エリア 022-399-7728 飲食店（酒類提供あり）

うどん酒場七右衛門 新伝馬町店 仙台市青葉区中央2-5-15 仙台エリア 022-797-7074 飲食店（酒類提供あり）

うなぎ竹亭中山店 仙台市泉区実沢字中山北18-138 仙台エリア 022-739-7878 飲食店（酒類提供あり）

うなぎ竹亭本店 仙台市泉区南光台東1-53-22 仙台エリア 022-252-5030 飲食店（酒類提供あり）

うまいものあり おおみ矢 稲荷小路店 仙台市青葉区一番町4-3-12-1階 仙台エリア 022-262-8910 飲食店（酒類提供あり）

うまいもの工房 ザ・テラス 仙台市宮城野区幸町四丁目5番1号 仙台エリア 022-293-4637 飲食店（酒類提供あり）

うまいもん酒場 楽笑 仙台市泉区中央1丁目18-17 フィードビル2階 仙台エリア 022-344-6728 飲食店（酒類提供あり）

うま囲 仙台名掛丁店 仙台市青葉区中央1-8-38AKビル9F 仙台エリア 022-265-1666 飲食店（酒類提供あり）

うみぼうず 仙台市青葉区国分町3-1-4 ムサシヤビル2階 仙台エリア 022-721-1707 飲食店（酒類提供あり）

ウメ子の家仙台駅前店 仙台市青葉区中央一丁目7番4号 宮城商事ビル1F 仙台エリア 022-302-5108 飲食店（酒類提供あり）

エイジアンエステティックス「アーユソーマ」 仙台市泉区寺岡6丁目2番地の1 仙台エリア 022-377-2111 美容・理容業

エース 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2355区 仙台エリア 022-342-7050 小売（お土産等）

エービーシー・マート スポーツアウトレット 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2230区 仙台エリア 022-725-3396 小売（お土産等）

エスカーレ 仙台市青葉区中央4丁目1-8 仙台エリア 022-265-5502 飲食店（酒類提供あり）

エスカイヤクラブ仙台店 仙台市青葉区一番町4－6－1第一生命タワービル21階 仙台エリア 022-227-2964 飲食店（酒類提供あり）

エステール 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2325区 仙台エリア 022-725-5066 小売（お土産等）

エスパル仙台 ViS 仙台市青葉区中央1－1－1 本館3階ViS 仙台エリア 022-797-0686 その他

エスパル仙台B1Fエキチカキッチン内 生鮮集中レジ 仙台市青葉区中央一丁目1番1号 仙台エリア 022-267-2580 小売（お土産等）

エスパル仙台エキチカおみやげ通り店 仙台市青葉区中央1丁目1番1号 仙台エリア 022-398-5810 小売（お土産等）

エスポールみやぎ 仙台市宮城野区幸町四丁目5番1号 仙台エリア 022-293-4631 宿泊業・温泉施設

エディー・バウアー ザ・モール仙台長町店 仙台市太白区長町7-20-1 ザ・モール仙台長町アウトドアスポーツ館1階 仙台エリア 022-308-9881

https://sanwarc.co.jp/store/tarafuku_bunyoko/
https://nomu-taberu.co.jp/
http://www.iwamatei.jp/
https://www.vajraroad.com/
https://vajraroad-aer.owst.jp/
https://www.vajraroad.com/
https://www.vajraroad.com/
https://www.fujisaki.co.jp/
https://stores.welcia.co.jp/6306D
https://stores.welcia.co.jp/1364D
http://www.unagi-chikutei.jp/
http://www.unagi-chikutei.jp/
https://sanwarc.co.jp/store/oomiya_inarikoji/
http://www.seinenkaikan.or.jp/
https://g.co/kgs/Socmh8
https://r.gnavi.co.jp/t232409/?utm_id=type-t_dsa-tenpo_bp-b_g_lis&gclid=EAIaIQobChMI6t_KupTO8wIVRltgCh2tQAt_EAAYASAAEgJXY_D_BwE
https://umeko.dkdining.com/sendai/
https://www.srph.co.jp/aesthetic
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/
http://daiwa-j.com/
https://www.s-pal.jp/sendai/
https://www.rikyu-gyutan.co.jp/
http://www.seinenkaikan.or.jp/
https://eddiebauer.jp/


エディー・バウアー 仙台中央店 仙台市青葉区中央2-5-1  三文字屋ビル 仙台エリア 022-713-4321 小売（お土産等）

エドウィン 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2135区 仙台エリア 022-342-7067 小売（お土産等）

エビアンエスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1  仙台ターミナルビル地下1階 仙台エリア 022-267-4013 飲食店（酒類提供なし）

エムアイプラザタピオ 仙台市泉区寺岡6-5-1 泉パークタウンタピオ内（南館1階） 仙台エリア 022-341-6801 小売（お土産等）

オーシャンファターレ 仙台市青葉区国分町2-15-2 グランパレビル1階 仙台エリア 022-263-6440 飲食店（酒類提供あり）

オールデイダイニング 「シェフズ テラス」 仙台市泉区寺岡6丁目2番地の1 仙台エリア 022-311-2111 飲食店（酒類提供あり）

おさかなセンター イチノイチ 仙台市青葉区中央1-1-5 AOYA1F・2F 仙台エリア 022-226-8183 飲食店（酒類提供あり）

おじいちゃんと呼ばないで 仙台市太白区富沢4-6-35エスパスアヴァンセ1階 仙台エリア 022-797-3440 飲食店（酒類提供あり）

おでんと炭焼き むすび 仙台市泉区中央1丁目17-3 遊食館ビル1階 仙台エリア 022-218-2155 飲食店（酒類提供あり）

オフィスベンダー文具の杜 仙台市青葉区中央一丁目3番1号4階 仙台エリア 022-723-8020 その他

おみやげ処 百絵 仙台市宮城野区中野3-7-2 三井アウトレットパーク内 仙台エリア 022-355-8210 小売（お土産等）

おみやげ処せんだい仙台駅2階 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅2階 仙台エリア 022-261-1790 小売（お土産等）

おみやげ処せんだい仙台駅3階 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅3階 仙台エリア 022-261-1790 小売（お土産等）

おもてなしの心  喜庭  二十人町店 仙台市宮城野区二十人町304-7 仙台エリア 022-766-8919 飲食店（酒類提供あり）

オリックスレンタカー仙台駅前店 仙台市青葉区中央2－11－10 仙台エリア 022-266-0543 レンタカー

オリックスレンタカー仙台駅東口店 仙台市宮城野区名掛丁206-19 コンフォート宮城野1F 仙台エリア 022-791-7031 レンタカー

オリックスレンタカー仙台卸町店 仙台市若林区卸町5-3-1 仙台エリア 022-235-0543 レンタカー

オリックスレンタカー仙台国分町店 仙台市青葉区国分町1-8-16 仙台エリア 022-224-0543 レンタカー

オリックスレンタカー泉インター店 仙台市泉区七北田大沢鳥谷ヶ沢8-6 仙台エリア 022-346-1343 レンタカー

オリックスレンタカー泉中央駅西口店 仙台市泉区泉中央1-17-6 仙台エリア 022-771-1543 レンタカー

オンデーズイオン仙台幸町 仙台市宮城野区幸町5-10-1 イオン仙台幸町ショッピングセンター 2F 仙台エリア 0120-900-298 小売（お土産等）

オンデーズイオン仙台中山 仙台市泉区南中山1-35-40 仙台エリア 0120-900-298 小売（お土産等）

オンデーズララガーデン長町 仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町 2 仙台エリア 0120-900-298 小売（お土産等）

オンデーズ仙台セルバ 仙台市泉区泉中央1-4-1 仙台エリア 0120-900-298 小売（お土産等）

お菓子処 つぼや エスパル店 仙台市青葉区中央1－1－1エスパル仙台 仙台エリア 022-267-4390 小売（お土産等）

お粥専門店上海邨 仙台市青葉区国分町2丁目9-16クレーネ日泉ビル101 仙台エリア 022-261-9818 飲食店（酒類提供あり）

お好み焼本舗 仙台卸町店 仙台市若林区卸町1-1-6 仙台エリア 022-782-3080 飲食店（酒類提供あり）

お好み焼本舗 仙台泉ヶ丘店 仙台市泉区泉ヶ丘1-12-14 仙台エリア 022-771-1966 飲食店（酒類提供あり）

お茶の井ヶ田 喜久水庵 東仙台本店 仙台市宮城野区小鶴3丁目8-8 仙台エリア 022-388-3821 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

お茶の井ヶ田 喜久水庵 南仙台本店 仙台市太白区柳生2丁目6－3 仙台エリア 022-242-0224 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

お茶の井ヶ田 仙台中央本店 仙台市青葉区中央二丁目5-9 庄文堂ビル1階南 仙台エリア 022-261-1351 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

お茶の井ヶ田喜久水庵エスパル店 仙台市青葉区中央1丁目1－1 エスパル本館地下1階 仙台エリア 022-267-4032 小売（お土産等）

お茶の井ヶ田喜久水庵泉高森本店 仙台市泉区高森四丁目2-539 仙台エリア 022-777-1371 飲食店（酒類提供なし）、飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

お箸タパス&お酒ろ・び・ん 仙台市青葉区国分町2-15-2グランパレビル1階 仙台エリア 022-713-8878 飲食店（酒類提供あり）

お弁当のこばやし エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エリア 022-293-1661 小売（お土産等）

カーサ・デル・ソル 仙台市青葉区中央1丁目7-40大野第一ビル5階 仙台エリア 022-265-7633 飲食店（酒類提供あり）

カインズオート仙台港店 仙台市宮城野区中野3丁目5－4 仙台エリア 022-762-8455 小売（お土産等）

かきや no kakiya 仙台市青葉区立町26-16 早坂ビル1F 仙台エリア 022-215-2218 飲食店（酒類提供あり）

かき松島こうは 仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡2-2 2F 仙台エリア 022-792-5260 飲食店（酒類提供あり）

ガスト仙台名掛丁店 仙台市青葉区中央1丁目8の20地下1階 仙台エリア 022-216-1226 飲食店（酒類提供あり）

ガスト仙台木町通店 仙台市青葉区木町通2丁目2-10 仙台エリア 022-301-9136 飲食店（酒類提供あり）

カズノリイケダ アンディヴィデュエル エスパル店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 エスパル東館2階 仙台エリア 022-781-5170 小売（お土産等）

カズノリイケダ アンディヴィデュエル 定禅寺通店 仙台市青葉区本町2-18-23 仙台エリア 022-797-2903 小売（お土産等）

カズノリイケダ アンディヴィデュエル 南町通店 仙台市青葉区一番町2-3-8 仙台エリア 022-748-7411 小売（お土産等）

かつグルメ 吉成店 仙台市青葉区南吉成2-17-5 仙台エリア 022-719-2333 飲食店（酒類提供あり）

かつグルメ 泉崎店 仙台市太白区泉崎2-23-28 仙台エリア 022-244-2881 飲食店（酒類提供あり）

かつグルメ 中野店 仙台市宮城野区中野4-1-7 仙台エリア 022-290-5851 飲食店（酒類提供あり）

https://eddiebauer.jp/
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https://nomu-taberu.co.jp/
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かっこ仙台名掛丁店 仙台市青葉区中央1-8-29 BPRスクエア仙台名掛丁2F 仙台エリア 022-722-1077 飲食店（酒類提供あり）

ガッチャ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1340区 仙台エリア 022-377-3455 小売（お土産等）

かっぱ寿司仙台長町店 仙台市太白区鹿野1-1-30 仙台エリア 022-304-5236 飲食店（酒類提供あり）

かつや仙台六丁の目店 仙台市若林区六丁の目2-34 仙台エリア 022-390-0330 飲食店（酒類提供あり）

かに政宗 泉店 仙台市泉区市名坂字原田100-2 仙台エリア 022-375-9000 飲食店（酒類提供あり）

かに政宗 本町店 仙台市青葉区本町2丁目5-18 仙台エリア 022-265-0880 飲食店（酒類提供あり）

カネイリスタンダードストアエスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エリア 022-3535061 小売（お土産等）

カネイリミュージアムショップ6 仙台市青葉区春日町2-1 せんだいメディアテーク1F 仙台エリア 022-714-3033 小売（お土産等）

株式会社小松商店 コスモ石油湯向SS 仙台市太白区秋保町湯向2－2 仙台エリア 022-398-2524 その他

かまくら 仙台店 仙台市青葉区中央3-6-1  仙台TRビル  8F 仙台エリア 022-715-2977 飲食店（酒類提供あり）

カリス成城 仙台アエル店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8009 小売（お土産等）

カルクルストック 仙台港店 仙台市宮城野区中野3-7-2 三井アウトレットパーク仙台港 仙台エリア 03-5624-3601 小売（お土産等）

カルビ大将 仙台吉成店 仙台市青葉区吉成台2-1-30 2階 仙台エリア 022-719-2202 飲食店（酒類提供あり）

カルビ大将 仙台八乙女店 仙台市泉区八乙女中央2丁目4-5 仙台エリア 022-373-1055 飲食店（酒類提供あり）

カルビ大将 名取大橋店 仙台市太白区郡山字原田1－1 仙台エリア 022-308-1255 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋 ラウンドワン仙台苦竹店 仙台市宮城野区苦竹1-132-5 仙台エリア 022-782-0344 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋 宮城野区中野栄店 仙台市宮城野区出花2-68-1 仙台エリア 022-786-3725 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋 宮城野区鶴巻店 仙台市宮城野区鶴巻1-21-7 仙台エリア 022-259-5671 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋 西多賀ベガロポリス店 仙台市太白区西多賀5-24-1 仙台エリア 022-307-5326 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋 青葉区中山吉成店 仙台市青葉区中山吉成店一丁目3-45 仙台エリア 022-343-8802 飲食店（酒類提供なし）

カレーハウスCoCo壱番屋 仙台サンモール一番町店 仙台市青葉区一番町2-7-5 一番町第一ビル1F 仙台エリア 022-266-4621 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋 仙台泉インター店 仙台市泉区大沢2-15-8 仙台エリア 022-772-9710 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋 仙台長町店 仙台市太白区長町6-7-6 仙台エリア 022-746-8075 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋 泉区松森店 仙台市泉区松森字後沢8番地の1 仙台エリア 022-343-1828 飲食店（酒類提供あり）

カレーハウスCoCo壱番屋 泉中央駅店 仙台市泉区泉中央1丁目22－3 仙台エリア 022-372-8261 飲食店（酒類提供あり）

かわはぎ料理かつら 仙台市青葉区国分町2丁目15-20 与五郎ビル3F 仙台エリア 022-215-1947 飲食店（酒類提供あり）

かんてんぱぱショップ 仙台泉店 仙台市泉区高森6-42-4 仙台エリア 022-777-1748 小売（お土産等）

キーチャンズ 台原店 仙台市青葉区堤町3-19-1 チソー食房 堤町ビル1F 仙台エリア 022-728-6687 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

キーチャンズお好み食堂 タピオ店 仙台市泉区寺岡6-5-1 泉パークタウンタピオ2F 仙台エリア 022-342-9151 飲食店（酒類提供なし）

ギターバーguitarbar 仙台市青葉区国分町2－13－11ベルサイユビル2階 仙台エリア 022-261-3426 飲食店（酒類提供あり）

キムカツ仙台店 仙台市青葉区一番町3-3-1 kurax5階 仙台エリア 022-262-1129 飲食店（酒類提供あり）

ギャップ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2200区 仙台エリア 022-772-1321 小売（お土産等）

キリンシティプラス JR仙台駅店3階 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅3階 仙台エリア 022-261-1790 飲食店（酒類提供あり）

キリンビアポート仙台 仙台市宮城野区港2-2-1キリンビール仙台工場内 仙台エリア 022-387-7811 飲食店（酒類提供あり）

くいもの屋わん仙台西口店 仙台市青葉区中央1-10-1 ヒューモスファイブB1F 仙台エリア 022-215-5535 飲食店（酒類提供あり）

くいもの屋わん仙台東口店 仙台市宮城野区2-1-25 BiVi仙台東口4F 仙台エリア 022-291-8088 飲食店（酒類提供あり）

くいもの屋わん泉中央店 仙台市泉区泉中央1-18-17 FEADビル2F 仙台エリア 022-772-7633 飲食店（酒類提供あり）

クオリティフードストア仙台原ノ町ピボット 仙台市宮城野区五輪2-12-55 仙台エリア 022-349-5061 コンビニ・スーパー

くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 仙台駅前店 仙台市青葉区中央3-6-10 フージャース仙台駅前ビル6F 仙台エリア 022-212-6355 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

くまざわ書店エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル本館3F 仙台エリア 022-217-1027 小売（お土産等）

くまざわ書店仙台泉店 仙台市泉区泉中央1-5-1 アリオ仙台泉4F 仙台エリア 022-771-7077 小売（お土産等）

グラニフ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1415区 仙台エリア 022-341-1730 小売（お土産等）

クラフトマン仙台 仙台市青葉区中央2-2-38 フォーシーズン 1F 仙台エリア 022-797-8431 飲食店（酒類提供あり）

グランサックス仙台長町ララガーデン店 仙台市太白区長町7－20－5ララガーデン仙台長町2F 仙台エリア 022-746-8505 その他

クリケット/トプカピ・アカウント・オブ・ジャーニー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1350区 仙台エリア 022-342-5882 小売（お土産等）

ぐりるぼんてん 仙台駅前店 仙台市青葉区花京院1-1-6 1F 仙台エリア 022-722-5445 飲食店（酒類提供あり）

グリル赤井 仙台市青葉区本町1-12-12GMビルB1 仙台エリア 022-262-8942 飲食店（酒類提供あり）
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くるくるパァーマちゃん 仙台市青葉区本町1-12-5大友ビル1階 仙台エリア 022-796-2666 飲食店（酒類提供あり）

グレート仙台カントリー倶楽部 仙台市青葉区上愛子五ツ森6-1 仙台エリア 022-392-3505 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、スポーツ

グロージェ泉大沢店 仙台市泉区大沢1丁目5-1 仙台エリア 022-771-7708 小売（お土産等）

グンゼ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1345区 仙台エリア 022-341-8785 小売（お土産等）

ケイト・スペードニューヨーク 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1440区 仙台エリア 022-341-8285 小売（お土産等）

ゲストハウス梅鉢 仙台市宮城野区平成1-3-14 仙台エリア 022-231-7447 宿泊業・温泉施設

ケルツ仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-7-1アールアイ名掛丁1号館1F 仙台エリア 022-797-8116 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

コーチ メンズ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1420区 仙台エリア 022-342-5832 小売（お土産等）

コーチ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1380区 仙台エリア 022-342-5246 小売（お土産等）

こけしのしまぬき 仙台市青葉区一番町三丁目1-17 仙台エリア 022-223-2370 小売（お土産等）

ココカラファイン セルバテラス店 仙台市泉区泉中央1丁目6-3セルバテラス1F 仙台エリア 022-343-8141 その他

ココカラファイン ヨークベニマル泉古内店 仙台市泉区古内字坂ノ上1番地23 仙台エリア 022-378-4950 その他

ココカラファイン 五橋店 仙台市若林区連坊小路142-1 コンフォート五橋ステーション1F 仙台エリア 022-217-5263 その他

ココカラファイン 仙台イービーンズ店 仙台市青葉区中央4丁目1番1号イービーンズ1F 仙台エリア 022-224-8570 その他

ココス仙台松森店 仙台市泉区松森斉兵衛58 仙台エリア 022-772-7612 飲食店（酒類提供あり）

ココス仙台中野店 仙台市宮城野区中野1丁目2-20 仙台エリア 022-388-7344 飲食店（酒類提供あり）

ココス仙台長町店 仙台市太白区長町7丁目10ー1 仙台エリア 022-304-1143 飲食店（酒類提供あり）

ココス仙台八木山店 仙台市太白区八木山本町1丁目13-10 仙台エリア 022-305-1032 飲食店（酒類提供あり）

ココス南吉成店 仙台市青葉区南吉成1丁目15-1 仙台エリア 022-303-4010 飲食店（酒類提供あり）

コジマ×ビックカメラ泉中央店 仙台市泉区泉中央1-2-1 仙台エリア 022-771-7151 小売（お土産等）

コスメチック パルファン 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台本館3階 仙台エリア 022-267-4358 その他

こだまのどら焼tekuteながまち店 仙台市太白区長町5丁目1-30 仙台エリア 022-302-5596 小売（お土産等）

こだまのどら焼エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 エスパル地下1階 仙台エリア 022-212-1418 小売（お土産等）

こちら丸特漁業部 すし別館 仙台市青葉区国分町2-12-7 MORIX翠ビル1F 仙台エリア 022-222-0109 飲食店（酒類提供あり）

こちら丸特漁業部 仙台駅前AKビル店 仙台市青葉区中央1-8-38 AKビル店 仙台エリア 022-265-4333 飲食店（酒類提供あり）

こちら丸特漁業部 仙台駅前名掛丁店 仙台市青葉区中央1-7-4 宮城商事ビルB1F 仙台エリア 022-716-1170 飲食店（酒類提供あり）

こちら丸特漁業部 仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡1-2-37 ダイワロイネットホテル仙台2F 仙台エリア 022-298-7377 飲食店（酒類提供あり）

こちら丸特漁業部 本店 仙台市青葉区国分町2-10-15 ピースビル国分町B1F 仙台エリア 022-263-0109 飲食店（酒類提供あり）

コナカ仙台駅前本店 仙台市青葉区中央1-9-1 2,3F 仙台エリア 022-716-3205 その他

ご褒美レストランアポロン 仙台市青葉区一番町2-11-12 プレジデント一番町105 仙台エリア 022-797-6447 飲食店（酒類提供あり）

ザ・スタディールーム エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1－1－1 エスパル仙台 東館3F 仙台エリア 022-257-7275 小売（お土産等）

ザ・ビッグエクスプレス燕沢店 仙台市宮城野区燕沢1丁目28番27号 仙台エリア 022-290-5525 コンビニ・スーパー

ザ・ビッグエクスプレス将監店 仙台市泉区将監8丁目10番1号 仙台エリア 022-772-3060 コンビニ・スーパー

ザ・ビッグエクスプレス仙台駅東店 仙台市宮城野区鉄砲町中4番地の2 仙台エリア 022-292-6816 コンビニ・スーパー

ザ・ビッグエクスプレス陸前高砂駅前店 仙台市宮城野区福室2丁目6番35号 仙台エリア 022-387-2377 コンビニ・スーパー

ザ・ビッグ仙台郡山店 仙台市太白区郡山8-14-35 仙台エリア 022-748-0051 コンビニ・スーパー

ザ・ビッグ仙台南光台店 仙台市泉区南光台南3-28-1 仙台エリア 022-388-3701 コンビニ・スーパー

ザ・ビッグ仙台八乙女店 仙台市泉区松森字後田7-1 仙台エリア 022-218-9601 コンビニ・スーパー

ザ・ビッグ泉大沢店 仙台市泉区大沢1丁目5番地1 仙台エリア 022-772-3171 コンビニ・スーパー

サーティワンアイスクリーム BIVI仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡2-1-2 仙台エリア 022-296-4131 飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム アリオ仙台泉店 仙台市泉区泉中央1-5-1 仙台エリア 022-374-3031 飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム イオンスタイル仙台卸町店 仙台市若林区卸町1丁目1番1号 仙台エリア 022-253-7231 飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム イオン仙台中山店 仙台市泉区南中山1-35-40 仙台エリア 022-303-1465 飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム フォレオ東仙台店 仙台市宮城野区東仙台4丁目14番8号 仙台エリア 022-291-1531 飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム ヨークタウン新田東店 仙台市宮城野区新田東3-1-5 仙台エリア 022-237-9139 飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町3-10-17 仙台エリア 022-262-0310 飲食店（酒類提供なし）

サーティワンアイスクリーム泉パークタウンタピオ店 仙台市泉区寺岡6-5-1 仙台エリア 022-355-6800 飲食店（酒類提供なし）
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サウナ＆カプセル キュア国分町 仙台市青葉区国分町 仙台エリア 022-713-8526 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

さけぼうず旬仙 仙台市宮城野区榴岡4-5-21 Fタウンビル5F 仙台エリア 022-355-2710 飲食店（酒類提供あり）

ささきのせんべい 名代厚焼 仙台市青葉区中央 1丁目1番1号 エスパル仙台 本館B1F 仙台エリア 022-217-1355 小売（お土産等）

さばえめがね館 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-796-3450 小売（お土産等）

ザボディショップ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1305区 仙台エリア 022-725-5668 小売（お土産等）

サマンサタバサ エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台2F 仙台エリア 022-797-1378 小売（お土産等）

サマンサタバサプチチョイス エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台2F 仙台エリア 022-797-9297 小売（お土産等）

サマンサティアラ&サマンサシルヴァ エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台2F 仙台エリア 022-721-1348 小売（お土産等）

サマンサベガ エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台3F 仙台エリア 022-721-0361 小売（お土産等）

サラ・テレナ 仙台市青葉区中央4丁目1-8 仙台エリア 022-265-5605 宿泊業・温泉施設

サンバブラジル 仙台市青葉区中央2-6-33第六藤栄駅前ビル3F 仙台エリア 022-797-3770 飲食店（酒類提供あり）

シーリーベッド 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1230区 仙台エリア 022-725-8558 小売（お土産等）

しまむらセルバテラス店 仙台市泉区泉中央1－6－3 仙台エリア 022-725-8572 小売（お土産等）、その他

しまむらフレスポ富沢店 仙台市太白区富沢西2丁目7番地の11 仙台エリア 022-393-8761 小売（お土産等）、その他

しまむらヨークタウン長町店 仙台市太白区あすと長町2－2－10 仙台エリア 022-746-8081 小売（お土産等）、その他

しまむら愛子FM店 仙台市青葉区栗生6－13－2 仙台エリア 022-391-1064 小売（お土産等）、その他

しまむら岩切 店 仙台市宮城野区岩切分台1－1－2 仙台エリア 022-396-3022 小売（お土産等）、その他

しまむら高砂店 仙台市宮城野区高砂2－1－1 仙台エリア 022-387-3122 小売（お土産等）、その他

しまむら高森店 仙台市 泉区高森4－2－539 仙台エリア 022-342-6077 小売（お土産等）、その他

しまむら若林店 仙台市若林区若林3－15－34 仙台エリア 022-294-1232 小売（お土産等）、その他

しまむら松森 店 仙台市泉区松森字太子堂23－1 仙台エリア 022-371-0204 小売（お土産等）、その他

しまむら泉ケ丘店 仙台市泉区 泉ヶ丘 2－1－45 仙台エリア 022-771-9181 小売（お土産等）、その他

しまむら中山FM 店 仙台市泉区実沢字中山南31－6 仙台エリア 022-303-3151 小売（お土産等）、その他

しまむら中田店 仙台市太白区中田町字法地南2ー2 仙台エリア 022-306-1364 小売（お土産等）、その他

しまむら六丁の目FM店 仙台市若林区六丁の目元町16－1－2 仙台エリア 022-390-1346 小売（お土産等）、その他

シャトレーゼ仙台富沢店 仙台市太白区大野田5－33－1 仙台エリア 022-247-1501 小売（お土産等）

しゃぶしゃぶ温野菜 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町4丁目2-4 オーシャンビル4F 仙台エリア 022-211-8668 飲食店（酒類提供あり）

しゃぶしゃぶ食べ放題 かもぎゅうとん 仙台市青葉区中央3-7-5 仙台パルコ2 1F 仙台エリア 022-395-9220 飲食店（酒類提供あり）

しゃぶしゃぶ但馬屋 BRANCH仙台店 仙台市泉区長命ケ丘二丁目21-1 仙台エリア 022-342-1129 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

しゃぶ政宗 ツルガヤテン 仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原122 仙台エリア 022-290-0317 飲食店（酒類提供あり）

しゃぶ政宗 鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原122 仙台エリア 022-290-0317 飲食店（酒類提供あり）

じゃんぱら仙台駅西口店 仙台市青葉区中央1-8-40 井門仙台駅前ビル 3F、4F 仙台エリア 022-263-3725 小売（お土産等）

じゃんぱら仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡2-4-34 仙台エリア 022-292-4301 小売（お土産等）

シャンブル中山FM 店 仙台市泉区実沢字中山南31－6 仙台エリア 022-303-3165 小売（お土産等）、その他

ジンズ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2370区 仙台エリア 022-377-4044 小売（お土産等）

スープカレーごほんゆび 仙台市青葉区小田原6丁目1-33 仙台エリア 022-702-7038 飲食店（酒類提供あり）

すき焼き・しゃぶしゃぶ専門店あづま 仙台市青葉区一番町3-4-26 よろづ園ビル5F 仙台エリア 022-796-9129 飲食店（酒類提供あり）

すし 幸村 仙台市青葉区国分町2丁目12-4 仙台エリア 022-222-1050 飲食店（酒類提供あり）

すしざんまい仙台一番町店 仙台市青葉区一番町4丁目5－7シエロ一番町4丁目ビル1階 仙台エリア 022-281-9098 飲食店（酒類提供あり）

すし波奈仙台パルコ店 仙台市青葉区中央1-2 仙台パルコ9F 仙台エリア 022-713-6787 飲食店（酒類提供あり）

スターバックスコーヒー 仙台アエル店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8039 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

すてーきはうす 伊勢屋 仙台市青葉区中央1丁目1-1 エスパル仙台本館地下1階 仙台エリア 022-262-0012 飲食店（酒類提供あり）

ステーキハウス仙 仙台市青葉区錦町1-4-9 仙台エリア 022-703-3657 飲食店（酒類提供あり）

ステーキ宮 仙台泉店 仙台市泉区天神沢1-1-19 仙台エリア 022-373-7722 飲食店（酒類提供あり）

ステーキ宮 仙台中田店 仙台市太白区中田町字北44 仙台エリア 022-242-3113 飲食店（酒類提供あり）

ステーキ宮 南小泉店 仙台市若林区南小泉2-12-1 仙台エリア 022-285-3009 飲食店（酒類提供あり）

ステーキ宮 八乙女店 仙台市泉区八乙女中央2-4-10 仙台エリア 022-375-3815 飲食店（酒類提供あり）

http://cure-kokubuncho.jp/
https://r.gnavi.co.jp/t266401/
http://www.sasaki-seika.com/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/
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http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://lit.link/gohonyubi
http://www.4129.net/
https://www.kiyomura.co.jp/store/detail/52
http://sendaiparco.sushihana.net/
https://www.miya.com/
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https://www.miya.com/


ステーキ宮仙台泉店 仙台市泉区天神沢1丁目1-19 仙台エリア 022-373-7722 飲食店（酒類提供あり）

すてーき広尾 仙台市青葉区中央2-11-28 りんくすビル2F 仙台エリア 022-213-4129 飲食店（酒類提供あり）

スプリングバレー仙台泉スキー場 仙台市泉区福岡字岳山14-2 仙台エリア 022-379-3755 飲食店（酒類提供なし）、体験アクティビティ、観光施設

スポーツデポ仙台新港店 仙台市宮城野区中野3－3－4 仙台エリア 022-258-5556 スポーツ

スポーツデポ仙台泉店 仙台市泉区上谷刈4丁目11-36 仙台エリア 022-776-3981 小売（お土産等）

スマイルホテル仙台国分町 仙台市青葉区一番町4-3-22 仙台エリア 022-261-7711 宿泊業・温泉施設

スマイルホテル仙台泉インター 仙台市泉区大沢2-13-3 仙台エリア 022-773-8411 宿泊業・温泉施設

すろーふーど三次 仙台市青葉区国分町2－7－1 OH3番館1階 仙台エリア 022-215-7632 飲食店（酒類提供あり）

ずんだシェイクエクスプレス 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅2階 仙台エリア 022-261-1790 小売（お土産等）

ずんだ小径 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅3階 仙台エリア 022-261-1790 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

ずんだ茶寮 エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル地下1階 仙台エリア 022-715-0251 小売（お土産等）

セイコー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2345区 仙台エリア 022-377-6655 小売（お土産等）

セオリー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1110区 仙台エリア 022-355-5955 小売（お土産等）

セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ仙台トラストシティ店 仙台市青葉区一番町1-9 仙台エリア 022-397-9227 飲食店（酒類提供あり）

セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ仙台五橋公園店 仙台市青葉区五橋1-1-17 仙台エリア 022-393-7125 飲食店（酒類提供あり）

セブンイレブン  仙台落合6丁目店 仙台市青葉区落合6－9－3 仙台エリア 022-391-7392 コンビニ・スーパー

セブンイレブン 仙台本町東二番丁通店 仙台市青葉区本町2-4-8 510ビル1F 仙台エリア 022-714-0243 コンビニ・スーパー

セブンイレブン上杉勾当台通り店 仙台市青葉区上杉1丁目6-10 仙台エリア 022-261-0711 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台あおば通店 仙台市青葉区中央2丁目2-10仙都会舘ビル1F 仙台エリア 022-714-5613 コンビニ・スーパー

セブン-イレブン仙台旭ヶ丘2丁目店 仙台市青葉区旭ヶ丘2丁目店25-1 仙台エリア 022-728-5122 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台一番町四丁目店 仙台市青葉区一番町4丁目3-22 仙台エリア 022-264-7233 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台芋沢店 仙台市青葉区芋沢字四反田前31－1 仙台エリア 022-394-7728 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台宮町1丁目店 仙台市青葉区宮町1丁目4-7 仙台エリア 022-724-2531 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台原町5丁目店 仙台市宮城野区原町5丁目2番8号 仙台エリア 022-257-6457 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台原町店 仙台市宮城野区原町二丁目3番59号 仙台エリア 022-299-1663 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台幸町4丁目店 仙台市宮城野区幸町4丁目7番1号 仙台エリア 022-299-9277 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台広瀬通駅前店 仙台市青葉区一番町1丁目1－4セントラルビル1F 仙台エリア 022-211-4818 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台高松1丁目店 仙台市青葉区高松1丁目17番20号 仙台エリア 022-718-7890 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台国分町2丁目店 仙台市青葉区国分町２丁目8-18 仙台エリア 022-262-7011 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台秋保店 仙台市太白区秋保町湯向24-7 仙台エリア 022-304-9371 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台松岡町店 仙台市宮城野区松岡町16番1号 仙台エリア 022-299-7011 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台赤坂店 仙台市青葉区芋沢字赤坂20－4 仙台エリア 022-394-7872 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台中央3丁目店 仙台市青葉区中央3丁目1-21USビル・ナインティーン 仙台エリア 022-721-2565 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台定禅寺通店 仙台市青葉区国分町2－14－25 仙台エリア 022-711-9110 コンビニ・スーパー

セブン-イレブン仙台南光台7丁目店 仙台市泉区南光台7丁目40-22 仙台エリア 022-251-8557 コンビニ・スーパー

セブンイレブン仙台福田町南1丁目 仙台市宮城野区福田町南1-1-1 仙台エリア 022-254-3586 コンビニ・スーパー

セブン－イレブン仙台本町2丁目店 仙台市青葉区本町2丁目6-37 仙台エリア 022-215-4774 コンビニ・スーパー

セブン-イレブン仙台榴岡3丁目店 仙台市宮城野区榴岡3丁目7番33号 仙台宮城野ビル1階 仙台エリア 022-256-0830 コンビニ・スーパー

せり草庵 仙台市青葉区中央3丁目6-12仙台南町通りビル2階 仙台エリア 022-217-1660 飲食店（酒類提供あり）

センダイエキ天海 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館3F 仙台エリア 022-385-6632 飲食店（酒類提供あり）

そばダイニング 結月庵 仙台市青葉区中央1ー1  仙台駅エスパル地下1階 仙台エリア 022-227-8593 飲食店（酒類提供あり）

そば処まるまつ 中央店 仙台市青葉区中央2-6-34 仙台エリア 022-263-1388 飲食店（酒類提供あり）

そば処丸松 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エリア 022-267-4008 飲食店（酒類提供あり）

そば処丸松 国分町店 仙台市青葉区国分町2-12-1 仙台エリア 022-225-1030 飲食店（酒類提供あり）

ダイユーエイト仙台茂庭店 仙台市太白区茂庭一丁目2番地 仙台エリア 022-302-5437 小売（お土産等）

たち吉 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2305区 仙台エリア 022-342-6751 小売（お土産等）

ダテカフェオーダー 仙台市青葉区中央1丁目1－1仙台駅2階 仙台エリア 022-302-5291 飲食店（酒類提供あり）

https://www.miya.com/
http://www.springvalley.co.jp/
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https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4000804/
http://www.livit.jregroup.ne.jp/
https://www.sanzen.co.jp/
https://serisouan.owst.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/


ダブルクローゼット 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2365区 仙台エリア 022-342-5033 小売（お土産等）

タリーズコーヒー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2385区 仙台エリア 022-342-6880 飲食店（酒類提供なし）

タリーズコーヒーララガーデン長町店 仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町1F 仙台エリア 022-746-8727 飲食店（酒類提供なし）

タリーズコーヒー三井アウトレットパーク仙台港店 仙台市宮城野区中野三丁目7番地2 三井アウトレットパーク仙台港 仙台エリア 022-388-7535 飲食店（酒類提供なし）

タリーズコーヒー仙台パルコ2店 仙台市青葉区中央3丁目7番5号 仙台パルコ2 1F 仙台エリア 022-395-6933 飲食店（酒類提供なし）

タリーズコーヒー仙台中央通り店 仙台市青葉区中央1-8-23 タイコヤビル 1F 仙台エリア 022-716-0210 飲食店（酒類提供なし）

タルトタタン仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台駅ビルエスパル本館地下1階 仙台エリア 022-355-8872 小売（お土産等）

ダルマ フード＆ドラッグ沖野店 仙台市若林区沖野2-12-34 仙台エリア 022-282-2086 小売（お土産等）

ダルマ やまと店 仙台市若林区志波町4-18 仙台エリア 022-788-3728 小売（お土産等）

ダルマ 旭ケ丘店 仙台市青葉区旭ケ丘3-34-10 仙台エリア 022-272-2757 小売（お土産等）

ダルマ 沖野店 仙台市若林区沖野5-9-24 仙台エリア 022-282-1978 小売（お土産等）

ダルマ 川内亀岡店 仙台市青葉区川内亀岡町67番1 仙台エリア 022-217-3678 小売（お土産等）

ダルマ 台原ドンキホーテ店 仙台市青葉区台原1-7-40 仙台エリア 022-272-7633 小売（お土産等）

ダルマ 中山店 仙台市青葉区中山2-3-1 仙台エリア 022-278-8227 小売（お土産等）

だんまや水産 仙台駅前店 仙台市青葉区中央4－1－3 仙台プレイビル2階 仙台エリア 022-712-2454 飲食店（酒類提供あり）

だんまや水産 定禅寺通店 仙台市青葉区一番町4－10－14 定禅寺ビル2階 仙台エリア 022-225-6810 飲食店（酒類提供あり）

たんや善治郎 ザ・モール店 仙台市太白区長町7-20-3 ザ・モール仙台長町3F 仙台エリア 022-304-3251 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

たんや善治郎 タピオ店 仙台市泉区寺岡6-5-1 泉パークタウンタピオ2F 仙台エリア 022-347-3175 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

たんや善治郎 牛たん通り店 仙台市青葉区中央1-1-1 JR仙台駅3F 牛たん通り 仙台エリア 022-722-5081 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

たんや善治郎 仙台駅駅前本店 仙台市青葉区中央1-8-38  AKビル3F 仙台エリア 022-723-1877 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

たんや善治郎 直売店 仙台市青葉区昭和町3-36  CSビル1F 仙台エリア 022-343-0791 小売（お土産等）

たんや善治郎 二日町店 仙台市青葉区二日町2-1 キムラオフィスビル1F 仙台エリア 022-223-2154 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

たんや善治郎 売店 仙台市青葉区中央1-1-1 JR仙台駅2F 仙台エリア 022-224-2018 小売（お土産等）

たんや善治郎 北根店 仙台市青葉区北根2-8-3 仙台エリア 022-341-5862 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

チャオパニック 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2110区 仙台エリア 022-377-6681 小売（お土産等）

チャンピオン 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2340区 仙台エリア 022-725-2455 小売（お土産等）

ツヴィリング ジェイ.エイ.ヘンケルス 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1310区 仙台エリア 022-346-0699 小売（お土産等）

ツルハドラッグTIC一番町店 仙台市青葉区一番町4丁目9番18号 仙台エリア 022-722-0255 小売（お土産等）

ツルハドラッグあすと長町店 仙台市太白区あすと長町4丁目3番5号 仙台エリア 022-746-8268 小売（お土産等）

ツルハドラッグぶらんどーむ店 仙台市青葉区一番町3丁目11-10 仙台エリア 022-212-6106 小売（お土産等）

ツルハドラッグ一番町店 仙台市青葉区一番町4丁目9-5 仙台エリア 022-716-2611 小売（お土産等）

ツルハドラッグ荒巻本沢店 仙台市青葉区荒巻本沢1丁目17番5号 仙台エリア 022-303-3016 その他

ツルハドラッグ山田鈎取店 仙台市太白区山田字田中前184 仙台エリア 022-307-4520 小売（お土産等）

ツルハドラッグ将監店 仙台市泉区将監殿2丁目1番2号 仙台エリア 022-771-6031 小売（お土産等）

ツルハドラッグ小鶴新田店 仙台市宮城野区新田東3丁目1番地の5 仙台エリア 022-782-7009 小売（お土産等）

ツルハドラッグ小田原店 仙台市青葉区小田原5丁目3-28 仙台エリア 022-716-5072 コンビニ・スーパー

ツルハドラッグ仙台愛子店 仙台市青葉区愛子東1丁目4ー34 仙台エリア 022-302-8707 その他

ツルハドラッグ仙台沖野店 仙台市若林区若林6-11-52 仙台エリア 022-781-0268 コンビニ・スーパー

ツルハドラッグ仙台宮城野店 仙台市宮城野区宮城野1丁目28番28号 仙台エリア 022-292-6250 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台宮千代店 仙台市宮城野区宮千代3-4-4 仙台エリア 022-782-2068 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台宮町店 仙台市青葉区宮町3丁目9-5 仙台エリア 022-216-5268 飲食店（酒類提供なし）、飲食店（酒類提供あり）

ツルハドラック仙台原町店 仙台市宮城野区原町3丁目1－8 仙台エリア 022-791-6268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台荒井東店 仙台市若林区荒井7丁目53番地の1 仙台エリア 022-288-8268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台荒町店 仙台市若林区荒町149 仙台エリア 022-722-8268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台山田店 仙台市太白区山田上ノ台町14番16号 仙台エリア 022-307-6061 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台支倉店 仙台市青葉区支倉町2番3号 仙台エリア 022-212-2533 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台上愛子店 仙台市青葉区上愛子雷神4－2 仙台エリア 022-391-6268 コンビニ・スーパー
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ツルハドラッグ仙台上杉店 仙台市青葉区上杉6丁目1番10号 仙台エリア 022-727-5568 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台上谷刈店 仙台市泉区上谷刈2丁目5番7号 仙台エリア 022-772-2680 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台新田店 仙台市宮城野区新田2－17－50 仙台エリア 022-782-3268 コンビニ・スーパー

ツルハドラッグ仙台泉中央3丁目店 仙台市泉区泉中央3-2-7 仙台エリア 022-341-0653 その他

ツルハドラッグ仙台泉中央店 仙台市泉区泉中央3丁目37-7 仙台エリア 022-771-2680 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台太子堂店 仙台市太白区諏訪町1番7号 仙台エリア 022-748-1268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台大和町店 仙台市若林区大和町1丁目268-5 仙台エリア 022-782-1361 小売（お土産等）、その他

ツルハドラッグ仙台中央通店 仙台市青葉区中央二丁目6番6号 多楽茶屋ビル1F 仙台エリア 022-216-5646 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台中山店 仙台市青葉区中山七丁目2-30 仙台エリア 022-303-3268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台長町4丁目店 仙台市太白区長町4丁目7-18 仙台エリア 022-304-1268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台長町店 仙台市太白区長町南2丁目6番10号 仙台エリア 022-304-5258 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台長命ヶ丘店 仙台市青葉区桜ヶ丘7丁目40-1 仙台エリア 022-303-3318 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台通町店 仙台市青葉区通町1丁目4-34 仙台エリア 022-725-4268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷2丁目8-12 仙台エリア 022-388-3268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台南小泉店 仙台市若林区遠見塚3丁目1番11号 仙台エリア 022-282-5268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台二の森店 仙台市宮城野区二の森1－13 仙台エリア 022-301-6268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台富沢西店 仙台市太白区富沢西二丁目7番地の11 仙台エリア 022-393-7298 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台保春院前丁店 仙台市若林区保春院前丁5番地113 仙台エリア 022-285-9268 小売（お土産等）

ツルハドラック仙台北山店 仙台市青葉区北山1丁目9－20 仙台エリア 022-342-1235 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台茂庭店 仙台市太白区茂庭字新御所川1丁目2番地 仙台エリア 022-281-5268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台柳生店 仙台市太白区柳生1丁目10番8 仙台エリア 022-242-8268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台緑ヶ丘店 仙台市太白区緑ヶ丘4-5-1 仙台エリア 022-304-0323 小売（お土産等）

ツルハドラッグ仙台榴岡店 仙台市宮城野区榴岡3－4－12 仙台エリア 022-292-6268 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

ツルハドラッグ泉古内店 仙台市泉区古内字新坂の上30-5 仙台エリア 022-342-6765 小売（お土産等）

ツルハドラッグ大野田店 仙台市太白区大野田3丁目11番15号 仙台エリア 022-304-1677 小売（お土産等）

ツルハドラッグ大和町4丁目店 仙台市若林区大和町4-6-40 仙台エリア 022-782-2268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ大和町東店 仙台市若林区大和町5丁目3番23号 仙台エリア 022-782-2225 小売（お土産等）

ツルハドラッグ中田店 仙台市太白区中田町字法地北21-1 仙台エリア 022-381-8430 小売（お土産等）

ツルハドラッグ長町南店 仙台市太白区長町南4丁目13番2 仙台エリア 022-393-9268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ田子西店 仙台市宮城野区田子西2丁目8-8 仙台エリア 022-388-8268 小売（お土産等）

ツルハドラッグ南吉成店 仙台市青葉区南吉成3丁目1-23 仙台エリア 022-303-5044 その他

ツルハドラッグ南光台4丁目店 仙台市泉区南光台4丁目1-28 仙台エリア 022-342-1024 小売（お土産等）

ツルハドラッグ南光台中央店 仙台市泉区南光台7丁目3-21 仙台エリア 022-368-3688 小売（お土産等）

ツルハドラッグ南光台店 仙台市泉区南光台南3-20-6 仙台エリア 022-253-9111 コンビニ・スーパー

ツルハドラッグ二十人町店 仙台市宮城野区二十人町309-8 仙台エリア 022-794-9270 小売（お土産等）

ツルハドラッグ八乙女店 仙台市泉区八乙女3-1-3 仙台エリア 022-772-7331 小売（お土産等）

ツルハドラッグ北仙台駅前店 仙台市青葉区昭和町6-10 仙台エリア 022-346-8958 小売（お土産等）

ツルハドラッグ明石南店 仙台市泉区明石南3-4-4 仙台エリア 022-772-3006 その他

ツルハドラッグ六丁の目店 仙台市若林区伊在1丁目8-4 仙台エリア 022-390-1824 小売（お土産等）

ディヴェルデエスパル店 仙台市青葉区中央1－1－1 エスパル仙台本館地下1階 仙台エリア 022-716-2788 飲食店（酒類提供あり）

ディヴェルデ八幡店 仙台市青葉区八幡3丁目1－50 レキシントン・プラザ八幡 仙台エリア 022-217-2410 飲食店（酒類提供あり）

ティファール 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1130区 仙台エリア 022-342-5445 小売（お土産等）

デイリーヤマザキ仙台卸町二丁目店 仙台市若林区卸町二丁目1-1 仙台エリア 022-237-1055 コンビニ・スーパー

デイリーヤマザキ仙台花京院2丁目店 仙台市青葉区花京院2-1-33 仙台エリア 022-266-8280 コンビニ・スーパー

デイリーヤマザキ仙台蒲生店 仙台市宮城野区蒲生1－100－9 仙台エリア 022-258-4637 コンビニ・スーパー

デイリーヤマザキ仙台岩切店 仙台市宮城野区岩切字昭和東52-1 仙台エリア 022-396-8130 コンビニ・スーパー

デイリーヤマザキ仙台宮城野店 仙台市宮城野区宮城野2-2-36 仙台エリア 022-295-3457 コンビニ・スーパー
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デイリーヤマザキ仙台榴岡店 仙台市宮城野区榴岡1-5-18-1 仙台エリア 022-295-0151 コンビニ・スーパー

デイリーヤマザキ南仙台店 仙台市太白区中田5丁目13-45 仙台エリア 022-242-9088 コンビニ・スーパー

てうち茶屋 ゆきら 仙台市青葉区国分町3-3-6 小野ビル BF1 仙台エリア 022-221-2018 飲食店（酒類提供あり）

デサント アウトレット ストア 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2125区 仙台エリア 022-341-4840 小売（お土産等）

てしごと是歩 仙台市青葉区一番町4-4-21 仙台エリア 022-726-3233 飲食店（酒類提供あり）

テンピュール 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1205区 仙台エリア 022-377-7060 小売（お土産等）

てんぷら天松 仙台市青葉区一番町4-4-3, あむーる2ビル 2階 仙台エリア 022-263-8643 飲食店（酒類提供あり）

てんや仙台六丁の目店 仙台市若林区六丁の目中町26-28 仙台エリア 022-293-1661 飲食店（酒類提供あり）

ドゥサックス仙台長町店 仙台市太白区長町7－20－3ザ・モール仙台長町1F 仙台エリア 022-308-8077 その他

トゥモローランド 仙台パルコ店 仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ 3F 仙台エリア 022-774-8187 小売（お土産等）

ドーミーインEXPRESS仙台シーサイド 仙台市宮城野区中野3-4-9 仙台エリア 022-388-5489 宿泊業・温泉施設

ドーミーインEXPRESS仙台広瀬通 仙台市青葉区中央2-10-17 仙台エリア 022-715-7077 宿泊業・温泉施設

ドーミーイン仙台ANNEX 仙台市青葉区中央2-11-26 仙台エリア 022-715-7333 宿泊業・温泉施設

ドーミーイン仙台駅前 仙台市青葉区本町1-5-38 仙台エリア 022-715-5489 宿泊業・温泉施設

ときわ亭 愛子駅前店 仙台市青葉区下愛子字町24ー10 仙台エリア 022-302-8173 飲食店（酒類提供あり）

ドコモショップAER店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号1階 仙台エリア 0120-935-828 小売（お土産等）

ドトールコーヒーショップ仙台駅店 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅2階 仙台エリア 022-261-1790 小売（お土産等）

トミーヒルフィガー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1370区 仙台エリア 022-346-9107 小売（お土産等）

トモズエスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館 2F 仙台エリア 022-766-8255 小売（お土産等）

トモズ仙台サンモール店 仙台市青葉区一番町2-6-1 シティハウス一番町中央 1階 仙台エリア 022-267-8295 小売（お土産等）

トモズ仙台ハピナ店 仙台市青葉区中央1-7-2 仙台エリア 022-215-0831 小売（お土産等）

トモズ仙台中央店 仙台市青葉区中央4-2-16 （仙台中央第一生命ビルディング） 仙台エリア 022-399-8570 小売（お土産等）

トモズ仙台長町店 仙台市太白区長町7-20-3 ザ・モール仙台長町店 1階 仙台エリア 022-308-3701 小売（お土産等）

トヨタレンタリース仙台　仙台新幹線口店 仙台市宮城野区榴岡2-4-8 仙台エリア 022-291-0100 レンタカー

ドラッグヤマザワ荒井店 仙台市若林区荒井3丁目29-3 仙台エリア 022-390-4688 小売（お土産等）

ドラッグヤマザワ高砂店 仙台市宮城野区高砂一丁目17-1 仙台エリア 022-388-6900 小売（お土産等）

ドラッグヤマザワ松陵店 仙台市泉区松陵2-5-1 仙台エリア 022-374-1635 小売（お土産等）

ドラッグヤマザワ中田店 仙台市太白区中田町字千刈田19-1 仙台エリア 022-241-5566 小売（お土産等）

トラットリア エッセ 仙台市青葉区大町1-1-8-1F 仙台エリア 022-797-5301 飲食店（酒類提供あり）

トリンプ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1125区 仙台エリア 022-377-1922 小売（お土産等）

とろこく味噌らーめん みそや源兵衛 西多賀店 仙台市太白区西多賀1-1-45 仙台エリア 022-307-1560 飲食店（酒類提供あり）

ドン・キホーテ仙台駅西口本店 仙台市青葉区中央1丁目8-20 仙台エリア 0570-089-411 小売（お土産等）、コンビニ・スーパー

ドン・キホーテ晩翠通り店 仙台市青葉区立町15-17 仙台エリア 022-217-7911 小売（お土産等）

とんかつ 石松 仙台市青葉区折立2丁目8-10 仙台エリア 022-226-2363 飲食店（酒類提供あり）

ドンクエディテ仙台駅店 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅2階在来線改札内 仙台エリア 022-261-1790 小売（お土産等）

どん亭 仙台市青葉区大町2丁目14－14 仙台エリア 022-222-7807 飲食店（酒類提供あり）

ナイスクラップ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2315区 仙台エリア 022-355-5850 小売（お土産等）

ナノ・ユニバース 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1410区 仙台エリア 022-725-4456 小売（お土産等）

ナポリの窯沖野店 仙台市若林区沖野3-15-1 仙台エリア 022-282-6977 飲食店（酒類提供なし）

ナポリの窯福田町店 仙台市宮城野区福田町2-4-20 仙台エリア 022-254-0037 飲食店（酒類提供なし）

にぎりの徳兵衛 仙台駅前店 仙台市青葉区中央3-1-24 荘銀ビル2F 仙台エリア 022-716-5633 飲食店（酒類提供あり）

ニコル 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1375区 仙台エリア 022-377-3588 小売（お土産等）

ニッカウヰスキー宮城峡蒸溜所 仙台市青葉区ニッカ1番地 仙台エリア 022-395-2865 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

ニッポンレンタカー東北（株）仙台バン・トラックセンター営業所 仙台市宮城野区扇町3-5-4 仙台エリア 022-237-0919 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）仙台駅西口営業所 仙台市青葉区中央4-9-8 仙台エリア 022-721-0919 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）仙台駅前ターミナル営業所 仙台市若林区新寺1-3-5 仙台エリア 022-297-1919 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）仙台卸町営業所 仙台市若林区志波町13-3 仙台エリア 022-238-7207 レンタカー
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ニッポンレンタカー東北（株）仙台青葉通営業所 仙台市青葉区大町1-1-6 仙台エリア 022-266-7666 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）仙台長町営業所 仙台市太白区長町8-21-17 仙台エリア 022-246-1535 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）仙台南営業所 仙台市太白区中田町字北44-12 仙台エリア 022-395-8665 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）仙台北四番丁営業所 仙台市青葉区木町通2-1-14 仙台エリア 022-272-1066 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）仙台本町営業所 仙台市青葉区本町2-10-21 仙台エリア 022-221-0919 レンタカー

ニッポンレンタカー東北（株）泉中央駅前営業所 仙台市泉区泉中央3-2-7 仙台エリア 022-375-4300 レンタカー

ニュー・センダイ酒場左五平 仙台市青葉区一番町4丁目5-40 おの万一番町ビル地下 仙台エリア 022-399-6073 飲食店（酒類提供あり）

ニューバランス ゴルフ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2350区 仙台エリア 022-341-1195 小売（お土産等）

ニューバランス 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2420区 仙台エリア 022-725-4450 小売（お土産等）

ニューヤマザキデイリーストア仙台西多賀病院店 仙台市太白区鈎取本町2-11-11 仙台エリア 022-307-6270 コンビニ・スーパー

ニューヨークキッチン仙台 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台B1F 仙台エリア 022-716-3931 飲食店（酒類提供あり）

ノーリーズ 仙台店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8027 小売（お土産等）

バー＆レストラン ラ・ペ 仙台市青葉区一番町3丁目7－1 電力ビル地下1階 仙台エリア 022-263-5788 飲食店（酒類提供あり）

バースデイヨークタウン長町FM 店 仙台市太白区あすと長町2－2－10 仙台エリア 022-304-2005 小売（お土産等）、その他

バースデイ中山FM 店 仙台市泉区実沢字中山南31－6 仙台エリア 022-303-3170 小売（お土産等）、その他

バースデイ田子店 仙台市宮城野区田子2－41－30 仙台エリア 022-253-6503 小売（お土産等）、その他

バール ダイコク 仙台市青葉区中央1-7-6 西原ビル2階 仙台エリア 022-213-9132 飲食店（酒類提供あり）

はたごや泉中央店 仙台市泉区泉中央1－19－1 仙台エリア 022-739-7343 飲食店（酒類提供あり）

ぱたぱた家仙台長町店 仙台市太白区長町3－7－9 仙台エリア 022-248-5530 飲食店（酒類提供あり）

ぱたぱた家北仙台駅前店 仙台市青葉区昭和町5-23 仙台エリア 022-343-9331 飲食店（酒類提供あり）

バックステージ 仙台タピオ店 仙台市泉区寺岡6丁目5-1 泉パークタウンタピオ1F 仙台エリア 022-342-9355 小売（お土産等）、その他

はなの夢ホテルルートイン仙台泉インター店 仙台市泉区大沢2丁目3-9 仙台エリア 022-771-9987 飲食店（酒類提供あり）

パフューマリースキヤ  エスパル店 仙台市青葉区中央1－1－1エスパル仙台店1F 仙台エリア 022-214-3777 小売（お土産等）

パフューマリースキヤ  セルバ店 仙台市泉区泉中央1－4－1セルバ2F 仙台エリア 022-371-0135 小売（お土産等）

パフューマリースキヤ  一番町本店 仙台市青葉区一番町3－6－11 仙台エリア 022-221-5588 小売（お土産等）

ハミングバード長町店 仙台市太白区長町7-20-5ララガーデン長町3F 仙台エリア 022-399-7750 飲食店（酒類提供あり）

ハミングバード本町店 仙台市青葉区本町2-6-16-1F 仙台エリア 022-225-0521 飲食店（酒類提供あり）

パンプルムゥス仙台店 仙台市青葉区中央1-7-18 日吉第一ビル3F 仙台エリア 022-208-8899 飲食店（酒類提供あり）

ビアードパパ 仙台駅店 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅2階 仙台エリア 022-261-1790 小売（お土産等）

ビームス 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1400区 仙台エリア 022-342-6455 小売（お土産等）

ひげぱんだイオン大沢店 仙台市泉区大沢1丁目5－1 イオンタウン泉大沢1階 仙台エリア 022-341-8177 飲食店（酒類提供あり）

ビストロ×バル ストーリア 仙台市泉区泉中央2-19-10 仙台エリア 022-375-2667 飲食店（酒類提供あり）

びすとろぼんてん仙台本町店 仙台市青葉区本町2-14-1 仙台エリア 022-217-8118 飲食店（酒類提供あり）

ビッグボーイイオン仙台店 仙台市青葉区中央2丁目3-6 (イオン仙台店内8F) 仙台エリア 022-216-5095 飲食店（酒類提供あり）

ビッグボーイ西多賀店 仙台市太白区富沢2丁目11-20 仙台エリア 022-307-1050 飲食店（酒類提供あり）

ビッグボーイ仙台宮城野店 仙台市宮城野区宮千代1丁目1-2 仙台エリア 022-783-9813 飲食店（酒類提供あり）

ひっつみ庵 仙台市青葉区中央1－1－1 エスパル地下一階 仙台エリア 022-267-4089 飲食店（酒類提供あり）

ファミリーマート 仙台新寺一丁目店 仙台市若林区新寺一丁目3番45号 仙台エリア 022-791-8077 コンビニ・スーパー

ファミリーマートウッディ南光台 仙台市泉区南光台2-6-45 仙台エリア 022-233-2250 コンビニ・スーパー

ファミリーマートみやぎ福田町店 仙台市宮城野区福田町3-1-1 仙台エリア 022-258-1978 コンビニ・スーパー

ファミリーマート旭丘堤二丁目 仙台市泉区旭丘堤2-7-24 仙台エリア 022-301-8355 コンビニ・スーパー

ファミリーマート安養寺二丁目店 仙台市宮城野区安養寺二丁目5-16 仙台エリア 022-292-1881 コンビニ・スーパー

ファミリーマート一番町南町通 仙台市青葉区一番町2-7-17 仙台エリア 022-722-5263 コンビニ・スーパー

ファミリーマート一番町二丁目店 仙台市青葉区一番町二丁目3-10 仙台エリア 022-212-1135

ファミリーマート花京院一丁目 仙台市青葉区花京院一丁目4番7号 仙台エリア 022-722-3661 コンビニ・スーパー

ファミリーマート宮城野通駅前 仙台市宮城野区榴岡4-6-1東武仙台第1ビル1F 仙台エリア 022-292-1556 コンビニ・スーパー

ファミリーマート宮城野田子二丁目店 仙台市宮城野区田子字入41-1 仙台エリア 022-388-7578 コンビニ・スーパー
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ファミリーマート宮千代三丁目店 仙台市宮城野区宮千代三丁目9-22 仙台エリア 022-782-5562 コンビニ・スーパー

ファミリーマート五橋二丁目 仙台市青葉区五橋2-4-7 仙台エリア 022-722-7833 コンビニ・スーパー

ファミリーマート国分町中央 仙台市青葉区国分町2-10-18 仙台エリア 022-722-0551 コンビニ・スーパー

ファミリーマート国分町二丁目店 仙台市青葉区国分町2-10-10 仙台エリア 022-212-1260 コンビニ・スーパー

ファミリーマート七北田公園前店 仙台市泉区泉中央南1-1 仙台エリア 022-772-2093 コンビニ・スーパー

ファミリーマート若林河原町 仙台市若林区舟丁3 仙台エリア 022-722-5766 コンビニ・スーパー

ファミリーマート上杉一丁目店 仙台市青葉区上杉一丁目7-30 仙台エリア 022-722-2306 コンビニ・スーパー

ファミリーマート新田東 仙台市宮城野区新田東1-17-2 仙台エリア 022-782-7821 コンビニ・スーパー

ファミリーマート新田東店 仙台市宮城野区新田東1-17-2 仙台エリア 022-782-7821 コンビニ・スーパー

ファミリーマート西中田六丁目 仙台市太白区西中田6丁目5－6 仙台エリア 022-242-4912 コンビニ・スーパー

ファミリーマート青葉通一番町 仙台市青葉区一番町2-5-22 仙台エリア 022-212-5911 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台アエル店 仙台市青葉区中央1丁目3－1 仙台エリア 022-716-8177 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴ヶ岡二丁目5-33 仙台エリア 022-742-1201 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台沖野店 仙台市若林区若林七丁目8番5号 仙台エリア 022-294-3229 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台花京院 仙台市青葉区花京院1-5-10 仙台エリア 022-722-3110 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台港インター 仙台市宮城野区中野5丁目5-1 仙台エリア 022-388-7551 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台国分町 仙台市青葉区国分町2-2-4 仙台エリア 022-212-9015 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台将監五丁目 仙台市泉区将監5丁目1-30 仙台エリア 022-771-177 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台大和町 仙台市若林区大和町3-3-1 仙台エリア 022-782-2636 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台中央一丁目店 仙台市青葉区中央一丁目8-38AKビル一階 仙台エリア 022-216-4251 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台中央三丁目店 仙台市青葉区中央3丁目6-22 仙台エリア 022-722-5227 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台中央四丁目店 仙台市青葉区中央4丁目7-29 仙台エリア 022-722-8255 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台中央二丁目店 仙台市青葉区中央二丁目1-30 仙台エリア 022-713-9855 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台萩野町四丁目 仙台市宮城野区萩野町4丁目1-62 仙台エリア 022-782-6846 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台北目町通り店 仙台市青葉区五橋一丁目一番58 仙台エリア 022-212-3121 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台本町店 仙台市青葉区本町一丁目5番31号シエロ仙台ビル1F 仙台エリア 022-217-6617 コンビニ・スーパー

ファミリーマート仙台木町通一丁目店 仙台市青葉区木町通一丁目3-3 仙台エリア 022-216-1662 コンビニ・スーパー

ファミリーマート泉加茂五丁目店 仙台市泉区加茂五丁目21-5 仙台エリア 022-777-6171 コンビニ・スーパー

ファミリーマート泉関場店 仙台市泉区松森字関場26-1 仙台エリア 022-371-1217 コンビニ・スーパー

ファミリーマート泉七北田店 仙台市泉区七北田字町52-19 仙台エリア 022-771-8097 コンビニ・スーパー

ファミリーマート泉野村店 仙台市泉区野村字東村境1番3 仙台エリア 022-771-7301 コンビニ・スーパー

ファミリーマート大町二丁目 仙台市青葉区大町2丁目6-1 仙台エリア 022-722-5822 コンビニ・スーパー

ファミリーマート中野栄駅前 仙台市宮城野区中野字出花西19-8、19-11 仙台エリア 022-388-8208 コンビニ・スーパー

ファミリーマート長町南駅前店 仙台市太白区長町南3丁目3-36 仙台エリア 022-308-2481 コンビニ・スーパー

ファミリーマート長町六丁目 仙台市太白区長町六丁目7番7号 仙台エリア 022-304-1081 コンビニ・スーパー

ファミリーマート田子西店 仙台市宮城野区田子西一丁目12-1 仙台エリア 022-388-6232 コンビニ・スーパー

ファミリーマート電力ビル店 仙台市青葉区一番町三丁目7-1 仙台エリア 022-216-5821 コンビニ・スーパー

ファミリーマート東勝山二丁目店 仙台市青葉区東勝山二丁目3-2 仙台エリア 022-728-6303 コンビニ・スーパー

ファミリーマート南中山二丁目 仙台市泉区南中山2-27-4 仙台エリア 022-376-6138 コンビニ・スーパー

ファミリーマート富沢南一丁目 仙台市太白区富沢南1丁目23-1 仙台エリア 022-748-1038 コンビニ・スーパー

ファミリーマート北仙台駅前 仙台市青葉区昭和町6-8 仙台エリア 022-234-5529 コンビニ・スーパー

ファミリーマート本町一丁目店 仙台市青葉区本町1-1-7 仙台エリア 022-217-6731 コンビニ・スーパー

ファミリーマート本町二丁目 仙台市青葉区本町2-6-23 仙台エリア 022-223-0189 コンビニ・スーパー

ファミリーマート茂庭店 仙台市太白区茂庭1丁目5-5 仙台エリア 022-281-1071 コンビニ・スーパー

ファンケル 仙台アエル店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8010 その他

ブースバイフィルター仙台長町店 仙台市太白区長町7－20－3ザ・モール仙台長町3F 仙台エリア 022-304-2150 その他

フードマーケットフジサキ 仙台市泉区寺岡四丁目1-1 仙台エリア 022-378-7535 その他

https://tokyo-derica.net/
https://www.fujisaki.co.jp/


プーマ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2400区 仙台エリア 022-779-7604 小売（お土産等）

フクスケ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2335区 仙台エリア 022-343-6486 小売（お土産等）

プチホテル RAN 仙台市長町 6丁目1ー11 仙台エリア 022-796-0405 宿泊業・温泉施設

ブックオフスーパーバザーイオン仙台店 仙台市青葉区中央2－3－6 7階・8階 仙台エリア 022-716-7015 小売（お土産等）、その他

ブックオフスーパーバザー仙台泉古内店 仙台市泉区古内字新坂の上34－6 仙台エリア 022-772-1861 その他

ブックオフ仙台六丁の目店 仙台市若林区六丁の目南町2-2 仙台エリア 022-390-4085 小売（お土産等）

フラットホワイトコーヒーファクトリー長町店 仙台市太白区あすと長町1丁目5-5tekute2 1F 仙台エリア 022-399-9020 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

ブルークロス／メゾピアノ／ポンポネット 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2140区 仙台エリア 022-377-7366 小売（お土産等）

ブルックスブラザーズ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1210区 仙台エリア 022-342-5441 小売（お土産等）

ブレアガーデン 仙台市泉区桂1-1-1 桂ガーデンプラザ内 仙台エリア 022-739-7715 飲食店（酒類提供あり）

ブレアハウス 仙台市青葉区一番町4－7－17 S.S.仙台ビル地下1階 仙台エリア 022-262-2538 飲食店（酒類提供あり）

フレッシュネスバーガー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1200区 仙台エリア 022-341-5123 飲食店（酒類提供あり）

フレッシュネスバーガー泉ACS店 仙台市泉区上谷刈4丁目11-36 仙台エリア 022-772-3371 飲食店（酒類提供あり）

フレディ＆グロスター 仙台AER店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8060 小売（お土産等）

フレンチレストラン ベルビュー 仙台市太白区秋保町湯元字行沢1-2 仙台エリア 022-397-3111 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

ベイクドマジック仙台一番町店 仙台市青葉区一番町4丁目5-11 仙台エリア 022-738-9971 小売（お土産等）

ベベ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1360区 仙台エリア 022-377-6680 小売（お土産等）

ボウルサンシャイン仙台店 仙台市青葉区一番町4丁目5-9 サンシャインビル5階 仙台エリア 022-224-0231 スポーツ、遊興施設（ネットカフェ、漫画喫茶等）

ボーアトゥ仙台セルバ店 仙台市泉区泉中央1－4－1泉中央ショッピングプラザセルバ2F 仙台エリア 022-772-6261 その他

ボークス 仙台ショールーム 仙台市青葉区中央4-1-1 イービーンズ5F 仙台エリア 022-726-3070 小売（お土産等）

ホームセンタームサシ 仙台泉店 仙台市泉区大沢3丁目9-1 仙台エリア 022-771-1634 小売（お土産等）

ほぐれ～る仙台駅前店 仙台市青葉区中央3-1-1 鳳月ビル 8F 仙台エリア 022-713-8602 その他

ホシヤマ珈琲店 アエル店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8111 飲食店（酒類提供なし）

ほっかほっか亭仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡3丁目8-28-103 仙台エリア 022-257-5055 コンビニ・スーパー

ほっかほっか亭仙台銀杏町店 仙台市宮城野区銀杏町28-11 仙台エリア 022-292-5361 コンビニ・スーパー

ホテルきよ水 仙台市太白区秋保町湯元字平倉1 仙台エリア 022-397-2555 宿泊業・温泉施設

ホテルクラウンヒルズ仙台青葉通り 仙台市青葉区中央2-3-18 仙台エリア 022-262-1355 宿泊業・温泉施設

ホテルセントラル仙台 レストラン イル・サルチェ 仙台市青葉区中央4丁目2番6号 仙台エリア 022-711-4111 飲食店（酒類提供なし）

ホテルニュー水戸屋 仙台市太白区秋保町湯元字薬師102 仙台エリア 022-398-2301 宿泊業・温泉施設

ホテルパーク仙台Ⅱ 仙台市青葉区宮町1-1-79 仙台エリア 022-261-7626 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

ホテルベルエア仙台 仙台市青葉区一番町一丁目4－8 仙台エリア 022-217-8511 宿泊業・温泉施設、飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

ホテルメイフラワー仙台 仙台市青葉区本町1-13-28 仙台エリア 022-262-5411 宿泊業・温泉施設

ホテルメトロポリタン仙台 FOREST KITCHEN with Outdoor Living 仙台市青葉区中央1-1-1 ホテルメトロポリタン仙台イースト3F 仙台エリア 022-794-8232 飲食店（酒類提供あり）

ホテルメトロポリタン仙台 バー「ナイト」 仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台エリア 022-268-2525 飲食店（酒類提供あり）

ホテルメトロポリタン仙台 レストラン「セレニティ」 仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台エリア 022-267-2104 飲食店（酒類提供あり）

ホテルメトロポリタン仙台 ロビーラウンジ「シャルール」 仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台エリア 022-268-2525 飲食店（酒類提供あり）

ホテルメトロポリタン仙台 中国料理「桃李」 仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台エリア 022-267-2145 飲食店（酒類提供あり）

ホテルメトロポリタン仙台 日本料理・鉄板焼「はや瀬」 仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台エリア 022-267-2143 飲食店（酒類提供あり）

ホテルメルパルク仙台 仙台市宮城野区榴岡5-6-51 仙台エリア 022-792-8111 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設、その他

ホテルモンテエルマーナ仙台 仙台市青葉区花京院1丁目2番15号 仙台エリア 022-721-7501 宿泊業・温泉施設

ホテルモントレ仙台 仙台市青葉区中央4丁目1-8 仙台エリア 022-265-7110 宿泊業・温泉施設

ホテルルートイン仙台泉インター 仙台市泉区大沢2-3-9 仙台エリア 022-371-0550 宿泊業・温泉施設

ホテルルートイン仙台長町インター 仙台市太白区東郡山2-49-5 仙台エリア 022-304-1132 宿泊業・温泉施設

ホテルルートイン仙台東 仙台市若林区六丁の目西町1-60 仙台エリア 050-5864-0360 宿泊業・温泉施設

ホテル華乃湯 仙台市太白区秋保町湯元字除33-1 仙台エリア 022-397-3141 宿泊業・温泉施設

ホテル京阪 仙台 仙台市青葉区中央3丁目3-5 仙台エリア 022-263-0321 小売（お土産等）

ホテル白萩 仙台市青葉区錦町2丁目2番19号 仙台エリア 022-265-3411 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

http://rose-story.ptu.jp/
https://www.bookoff.co.jp/shop/shop20510.html
https://blair-blair.com/blairgarden.html
https://blair-blair.com/blairhouse.html
http://www.h-crescent.co.jp/
https://kcre.co.jp/bm/
http://bowlsunshine.net/sendai.html
https://tokyo-derica.net/
https://www.volks.co.jp/blog_sr/sendai/
https://takashu.net/shop_eki/
http://hoshiyama.co.jp/a-aire/
https://www.kiyo-mizu.jp/
https://breezbay-group.com/hch-s-aobadori/
http://www.hotel-central.co.jp/
https://www.mitoya-group.co.jp/
https://www.park2.jp/
http://www.bel-air.co.jp/
https://hpdsp.jp/royalmayflower/
https://www.forestkitchen-outdoor.com/
https://sendai.metropolitan.jp/
https://sendai.metropolitan.jp/
https://sendai.metropolitan.jp/
https://sendai.metropolitan.jp/
https://sendai.metropolitan.jp/
https://www.mielparque.jp/sendai/
https://www.monte-hermana.jp/sendai/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/miyagi/index_hotel_id_549/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/miyagi/index_hotel_id_544/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/miyagi/index_hotel_id_664/?utm_source=yss&utm_medium=cpc&utm_campaign=list&yclid=YSS.1000100312.EAIaIQobChMIw8qqtJGc6AIVUXZgCh0RkAGsEAAYAyAAEgL8rPD_BwE
https://www.hananoyu.com/
https://www.hotelkeihan.co.jp/sendai/
http://www.hotel-shirahagi.com/


ホビーラホビーレ 仙台アエル店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-262-4550 小売（お土産等）

ボルコム 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1125区 仙台エリア 022-725-5099 小売（お土産等）

ホルモン市場 三水苑 仙台市青葉区国分町1丁目6-13パルク国分町ビル1階 仙台エリア 022-397-7787 飲食店（酒類提供あり）

ポロ ラルフローレン ファクトリーストア 仙台港M's 仙台市宮城野区中野3丁目7-2 1430区画 仙台エリア 022-794-7057 その他

ポロ ラルフローレン ファクトリーストア仙台港 ウィメンズ＆チルドレンズ 仙台市宮城野区中野3－7－2 1350区画 仙台エリア 022-369-3943 その他

ポロ ラルフローレン 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2100区 仙台エリア 022-342-6581 小売（お土産等）

ぼんてん漁港苦竹店 仙台市宮城野区苦竹1-10-15 仙台エリア 022-783-7887 飲食店（酒類提供あり）

ぼんてん漁港勾当台店 仙台市青葉区国分町3-6-12 仙台エリア 022-263-7227 飲食店（酒類提供あり）

ぼんてん漁港仙台東口店 仙台市宮城野区榴岡一丁目6-10 仙台エリア 022-291-4611 飲食店（酒類提供あり）

ぼんてん漁港泉中央店 仙台市泉区泉中央1-14-9 仙台エリア 022-375-1991 飲食店（酒類提供あり）

ぼんてん漁港中央2丁目店 仙台市青葉区中央2-11-11 仙台エリア 022-265-8118 飲食店（酒類提供あり）

ボンヌ・プラス 仙台市青葉区一番町4丁目3－11 2M4・3ビル 1階 仙台エリア 022-211-7702 飲食店（酒類提供あり）

マイケル・コース 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1430区 仙台エリア 022-377-6686 小売（お土産等）

マイヤー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1330区 仙台エリア 022-344-8034 小売（お土産等）

マギー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1445区 仙台エリア 022-377-7477 小売（お土産等）

マクドナルド 286西多賀店 仙台市太白区西多賀5－16－8 仙台エリア 022-398-8756 飲食店（酒類提供なし）

マクドナルド 48号愛子ヨークタウン店 仙台市青葉区上愛子字新宮前20－1 仙台エリア 022-391-8430 飲食店（酒類提供なし）

マクドナルド 山田鈎取ヨークタウン店 仙台市太白区山田字田中前180 仙台エリア 022-307-4511 飲食店（酒類提供なし）

マクドナルド 泉中山店 仙台市泉区南中山1－42－5 仙台エリア 022-278-5085 飲食店（酒類提供なし）

マクドナルド 中田ヤマザワ店 仙台市太白区中田町字千刈田19－1 仙台エリア 022-306-1667 飲食店（酒類提供なし）

まぐろ・金華サバ・焼き魚 金市朗 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館 2階 仙台エリア 022-352-7166 飲食店（酒類提供なし）

マジェスティックレゴン エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1ー1ー1エスパル仙台3階 仙台エリア 022-721-3630 小売（お土産等）、その他

マスターウォール仙台 仙台市青葉区花京院1-1-10 仙台エリア 022-713-6077 その他

マスターウォール仙台店 仙台市青葉区花京院1丁目-10 あいおいニッセイ同和損保仙台ビル1F 仙台エリア 022-713-6077 小売（お土産等）

マックレガー 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1115区 仙台エリア 022-377-4077 小売（お土産等）

マツモトキヨシ OUTLET三井アウトレットパーク仙台港店 仙台市宮城野区中野3-7-2 仙台エリア 022-387-3682 小売（お土産等）

マツモトキヨシ tekuteせんだい店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エリア 022-721-0321 小売（お土産等）

マツモトキヨシ アクロスプラザ富沢西店 仙台市太白区富沢西三丁目13-1 仙台エリア 022-307-6050 小売（お土産等）

マツモトキヨシ クロスモール仙台荒井店 仙台市若林区なないろの里3-3-9 仙台エリア 022-288-9221 小売（お土産等）

マツモトキヨシ ララガーデン長町店 仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町1階 仙台エリア 022-246-7161 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 加茂店 仙台市泉区加茂4-1-3 仙台エリア 022-342-5778 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 栗生店 仙台市青葉区栗生7-3-8 仙台エリア 022-391-1178 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 桂店 仙台市泉区桂1-12-1 グリーンマート桂店内 仙台エリア 022-772-3112 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 市名坂店 仙台市泉区市名坂字清水端201-8 仙台エリア 022-772-3515 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 寺岡店 仙台市泉区寺岡4-1-6 仙台エリア 022-772-1530 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 新田東二丁目店 仙台市宮城野区新田東2-1-7 仙台エリア 022-782-0309 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 西多賀店 仙台市太白区鈎取1-4-35 仙台エリア 022-307-6678 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 仙台クリスロード店 仙台市青葉区中央2-2-24 仙台エリア 022-215-1665 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町4-3-26 仙台エリア 022-723-8333 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 仙台駅前店 仙台市青葉区中央三丁目6番6号 仙台エリア 022-211-5269 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 仙台中央通り店 仙台市青葉区一番町 3-6-4 仙台エリア 022-268-1705 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 仙台東口駅前店 仙台市宮城野区榴岡1-2-8 松栄東口第一ビル 仙台エリア 022-791-0890 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 泉パークタウンタピオ店 仙台市泉区寺岡6-5-1泉パークタウンタピオ北館1階 仙台エリア 022-342-6278 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 泉中央店 仙台市泉区泉中央1-15-2 仙台エリア 022-374-5355 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 長町たいはっくる店 仙台市太白区長町5-3-1 BF1 仙台エリア 022-304-2736 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 長町南四丁目店 仙台市太白区長町南4-1-20 フォレストビル1F 仙台エリア 022-304-2270 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 長命ヶ丘中央店 仙台市泉区長命ヶ丘5-13-8 仙台エリア 022-342-7277 小売（お土産等）

https://www.hobbyra-hobbyre.com/
https://horumonichibasansuien.owst.jp/
http://bonneplace.jp/
https://map.mcdonalds.co.jp/map/04555
https://map.mcdonalds.co.jp/map/04554
https://map.mcdonalds.co.jp/map/04539
https://map.mcdonalds.co.jp/map/04010
https://map.mcdonalds.co.jp/map/04506
https://www.s-pal.jp/sendai/floormap/%e3%81%be%e3%81%90%e3%82%8d%e3%83%bb%e9%87%91%e8%8f%af%e3%81%95%e3%81%b0%e3%83%bb%e7%84%bc%e3%81%8d%e9%ad%9a-%e9%87%91%e5%b8%82%e6%9c%97/
https://store.cityhill.co.jp/
https://www.masterwal.jp/shoplist/detail/14


マツモトキヨシ 八乙女店 仙台市泉区八乙女1-5-1 仙台エリア 022-771-6221 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 八木山南店 仙台市太白区八木山南1-1-10 仙台エリア 022-307-6888 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 富沢南店 仙台市太白区富沢南1-18-3 仙台エリア 022-307-3977 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 福室店 仙台市宮城野区福室6-20-30 仙台エリア 022-388-8031 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 柳生店 仙台市太白区柳生7-5-11 仙台エリア 022-306-0206 小売（お土産等）

マツモトキヨシ 六丁の目店 仙台市若林区六丁の目南町9-32 仙台エリア 022-288-2082 小売（お土産等）

ママのリフォーム 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2390区 仙台エリア 022-377-2571 その他

ミートヒバチ泉タピオ店 仙台市泉区寺岡6－5－1 仙台エリア 022-341-8829 飲食店（酒類提供あり）

ミートヒバチ本店 仙台市青葉区堤町3－1－11 仙台エリア 022-341-5115 飲食店（酒類提供あり）、その他

ミートマン仙台 仙台市青葉区一番町4丁目3－5 都ビル 地下1階 仙台エリア 022-265-2066 飲食店（酒類提供あり）

みそ漬処 香の蔵 仙台市青葉区中央1丁目1番1号 仙台エリア 022-721-8865 小売（お土産等）

みそ漬処 香の蔵 仙台エスパルB1 仙台市青葉区中央1－1－1 仙台エリア 022-721-8865 小売（お土産等）

ミツミネ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1120区 仙台エリア 022-342-6776 小売（お土産等）

みやぎ水産の日アンテナショップ 仙台市若林区大和町4－13-27 仙台エリア 022-794-8188 小売（お土産等）

みやぎ生活協同組合BRANCH仙台店 仙台市青葉区桜ヶ丘7-40-1 仙台エリア 022-779-5521 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合愛子店 仙台市青葉区栗生7-1-1 仙台エリア 022-392-4701 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合沖野店 仙台市若林区沖野3-13-15 仙台エリア 022-285-7573 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合貝ヶ森店 仙台市青葉区貝ヶ森6-8-1 仙台エリア 022-279-6081 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合岩切店 仙台市宮城野区岩切分台1-1-2 仙台エリア 022-396-3191 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合錦町店 仙台市青葉区錦町1-1-7 仙台エリア 022-398-5506 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合幸町店 仙台市宮城野区大梶7-10 仙台エリア 022-257-0891 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合荒井店 仙台市若林区なないろの里3-3-3 仙台エリア 022-352-3135 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合高砂駅前店 仙台市宮城野区高砂2-2-5 仙台エリア 022-387-1711 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合高森店 仙台市泉区高森8-53-47 仙台エリア 022-777-7321 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合国見ヶ丘店 仙台市青葉区国見ヶ丘1-2-2 仙台エリア 022-277-5511 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合黒松店 仙台市泉区旭丘堤2-22-2 仙台エリア 022-272-9631 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合桜ヶ丘店 仙台市青葉区桜ヶ丘2-19-1 仙台エリア 022-279-9661 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合市名坂店 仙台市泉区市名坂字東裏1-3 仙台エリア 022-771-8688 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合新寺店 仙台市若林区新寺1-8-1 仙台エリア 022-298-7977 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合西多賀店 仙台市太白区西多賀3-1-1 仙台エリア 022-245-3196 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合太子堂店 仙台市太白区諏訪町1-1 仙台エリア 022-797-8315 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合台原店 仙台市青葉区台原5-1-2 仙台エリア 022-271-1281 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合長町店 仙台市太白区長町7-5-1 仙台エリア 022-796-1047 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷2-1-8 仙台エリア 022-251-2062 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合南光台店 仙台市泉区南光台7-19-11 仙台エリア 022-388-4221 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合南小泉店 仙台市若林区中倉2-3-12 仙台エリア 022-235-4755 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合虹の丘店 仙台市泉区虹の丘4-6-2 仙台エリア 022-374-0331 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合柏木店 仙台市青葉区柏木1-2-45 仙台エリア 022-276-6322 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合八幡町店 仙台市青葉区八幡3-1-50 仙台エリア 022-212-8521 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合八木山店 仙台市太白区八木山本町2-33-1 仙台エリア 022-229-0089 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合富沢店 仙台市太白区富沢南1-9-5 仙台エリア 022-248-5072 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合木町店 仙台市青葉区木町通1-6-28 仙台エリア 022-223-9395 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合柳生店 仙台市太白区柳生5-1-1 仙台エリア 022-306-5802 コンビニ・スーパー

みやぎ生活協同組合榴岡店 仙台市宮城野区榴岡5-10-10 仙台エリア 022-292-4321 コンビニ・スーパー

みやげ菓撰エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台エリア 022-397-7660 小売（お土産等）

ミライザカ 仙台名掛丁店 仙台市青葉区中央1－8－38 仙台エリア 022-722-1591 飲食店（酒類提供あり）

ミンパンティン 中野店 仙台市宮城野区中野2-1-22 仙台エリア 022-352-4967 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）
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メガネスーパー仙台泉セルバテラス店 仙台市泉区泉中央1-6-3 セルバテラス2F 仙台エリア 022-739-7559 小売（お土産等）

メガネは水晶堂 仙台市青葉区中央2-4-11 仙台エリア 022-222-6964 小売（お土産等）

メゾン シーラカンス 仙台市青葉区一番町2-2-3 1F 仙台エリア 022-748-4061 飲食店（酒類提供あり）

メリーメリークリスマスランド 仙台市青葉区春日町6-15 GIPビル1F 仙台エリア 022-264-3010 小売（お土産等）

めん家 竹治郎 宮城野区榴岡2丁目1番25 Bivi仙台東口1階 仙台エリア 022-791-9537 飲食店（酒類提供あり）

モスバーガー仙台泉中央店 仙台市泉区泉中央2-14-9 仙台エリア 022-372-1640 飲食店（酒類提供なし）

モスバーガー仙台中山店 仙台市青葉区中山吉成１丁目4-41 仙台エリア 022-719-5277 飲食店（酒類提供なし）

もちべぇ 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅2階 仙台エリア 022-261-1790 小売（お土産等）

もみじ庵 仙台市青葉区一番町3－10－23ベルモーズビルB1F 仙台エリア 022-222-4040 飲食店（酒類提供あり）

モロゾフ エスパル店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 エスパルB1 モロゾフ売場 仙台エリア 022-267-4073 小売（お土産等）

もんじゃ焼 下町や 仙台市青葉区中央3-10-3 DS仙台ビル2F 仙台エリア 022-712-1688 飲食店（酒類提供あり）

やきとり五つぼ 仙台市宮城野区榴岡1丁目6-35 仙台エリア 022-349-8311 飲食店（酒類提供あり）

やきとり大吉 貝ヶ森店 仙台市青葉区貝ヶ森1-7-13 仙台エリア 022-719-1460 飲食店（酒類提供あり）

やきとり大吉 柏木店 仙台市青葉区柏木2-1-23 仙台エリア 022-274-2941 飲食店（酒類提供あり）

やきとり鳥萬 仙台市若林区三百人町1 仙台エリア 022-355-7800 飲食店（酒類提供あり）

やきとん558 仙台ホルモン 仙台市宮城野区榴岡2-1-25 BiVi仙台駅東口4F 仙台エリア 022-297-5929 飲食店（酒類提供あり）

やきとん五つぼ 仙台市宮城野区榴岡1丁目7-7 仙台エリア 022-354-0225 飲食店（酒類提供あり）

やぐら仙台駅前店 仙台青葉区中央3丁目6-12 仙台南町通りビル4F 仙台エリア 022-722-9473 飲食店（酒類提供あり）

やまなか家 フォレオ宮の杜店 仙台市宮城野区東仙台4丁目6-30 仙台エリア 022-385-6020 飲食店（酒類提供あり）

やまなか家 郡山店 仙台市太白区郡山4丁目12-14 仙台エリア 022-304-3560 飲食店（酒類提供あり）

やまなか家 西多賀店 仙台市太白区西多賀2丁目17-1 仙台エリア 022-743-6733 飲食店（酒類提供あり）

やまなか家 中山吉成店 仙台市青葉区中山吉成1丁目1-8 仙台エリア 022-303-8929 飲食店（酒類提供あり）

やまなか家泉松森店 仙台市泉区松森字後沢38-14 仙台エリア 022-771-8683 飲食店（酒類提供あり）

やまなか家泉大沢店 仙台市泉区大沢2-4-1 仙台エリア 022-725-7073 飲食店（酒類提供あり）

やまや 通町店 仙台市青葉区通町2丁目11-17 仙台エリア 022-276-1131 小売（お土産等）

やまやあすと長町店 仙台市太白区あすと長町2-3-27 仙台エリア 022-393-8835 小売（お土産等）

やまや愛子店 仙台市青葉区愛子東1-5-18 仙台エリア 022-391-0191 小売（お土産等）

やまや沖野店 仙台市若林区沖野2丁目4-15 仙台エリア 022-286-7330 小売（お土産等）

やまや加茂店 仙台市泉区加茂1丁目1-1 仙台エリア 022-377-3555 小売（お土産等）

やまや幸町店 仙台市宮城野区大梶7-10 仙台エリア 022-257-0471 小売（お土産等）

やまや市名坂店 仙台市泉区市名坂字鹿島140 仙台エリア 022-779-5633 小売（お土産等）

やまや若林西店 仙台市若林区若林1-5-38 仙台エリア 022-294-1451 小売（お土産等）

やまや小田原店 仙台市宮城野区小田原2丁目2-50 仙台エリア 022-349-8335 小売（お土産等）

やまや上杉店 仙台市青葉区上杉6-1-8 仙台エリア 022-271-7715 小売（お土産等）

やまや新田東店 仙台市宮城野区新田東5-13-10 仙台エリア 022-782-7571 小売（お土産等）

やまや生協愛子店 仙台市青葉区栗生7-1-1宮城生協愛子店内 仙台エリア 022-796-2327 小売（お土産等）

やまや生協南光台店 仙台市泉区南光台7丁19-11 仙台エリア 022-388-3401 小売（お土産等）

やまや西多賀店 仙台市西多賀4丁目11-17 仙台エリア 022-243-1155 小売（お土産等）

やまや仙台トラストシティ店 仙台市青葉区一番町1-9-1仙台トラストタワー1階 仙台エリア 022-722-1088 小売（お土産等）

やまや泉野村店 仙台市泉区野村字菅間前52-8 仙台エリア 022-739-8572 小売（お土産等）

やまや大和町店 仙台市若林区大和町4-7-36 仙台エリア 022-782-2731 小売（お土産等）

やまや中田店 仙台市太白区中田町法地北16-1 仙台エリア 022-306-1501 小売（お土産等）

やまや長命ヶ丘店 仙台市泉区長命ヶ丘5丁目13-8 仙台エリア 022-377-8981 小売（お土産等）

やまや東鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷東3-21-3 仙台エリア 022-388-1277 小売（お土産等）

やまや南光台南店 仙台市泉区南光台南3丁目21-10 仙台エリア 022-388-3601 小売（お土産等）

やまや富沢西店 仙台市太白区富沢西3-13-1 仙台エリア 022-302-5676 小売（お土産等）

やまや福室店 仙台市宮城野区福室4丁目18-24 仙台エリア 022-781-8536 小売（お土産等）、コンビニ・スーパー
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やまや柳生店 仙台市太白区柳生7丁目6-1 仙台エリア 022-306-1251 小売（お土産等）

やまや六丁の目店 仙台市若林区荒井5丁目17-2 仙台エリア 022-349-8018 小売（お土産等）

やまや榴岡店 仙台市宮城野区榴岡5丁目10-13 仙台エリア 022-257-8051 小売（お土産等）

やみつきホルモン利久 仙台GIGS荒井店 仙台市若林区荒井東1-4-1 仙台エリア 022-355-9390 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

ユーハイム 仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1－1－1 仙台エリア 022-267-4076 小売（お土産等）

ゆきむら 仙台市青葉区本町3-2-1 ハーフムーンビル2F 仙台エリア 022-796-7505 飲食店（酒類提供あり）

ゆず庵 仙台八乙女店 仙台市泉区八乙女中央1-2-10 仙台エリア 022-341-6741 飲食店（酒類提供あり）

ゆず庵 仙台富沢店 仙台市太白区富沢西1-19-7 仙台エリア 022-796-7762 飲食店（酒類提供あり）

ゆず庵 仙台六丁の目店 仙台市若林区六丁の目南町9-19 仙台エリア 022-290-9230 飲食店（酒類提供あり）

ゆづくしSalon一の坊 仙台市青葉区作並字長原3 仙台エリア 0570-05-3973 宿泊業・温泉施設

ユナイテッドアローズ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1100区 仙台エリア 022-342-5461 小売（お土産等）

ユニクロ 仙台アエル店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号3階 仙台エリア 022-726-7845 その他

ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 仙台市宮城野区榴岡1丁目2番13号 仙台エリア 022-295-1010 小売（お土産等）

よめごや 仙台市泉区南光台南1丁目3－6 仙台エリア 090-9539-8180 飲食店（酒類提供なし）

ラ・パンエスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台本館地下1階 仙台エリア 022-762-9389 小売（お土産等）

ラ・パン仙台西口店 仙台市青葉区中央1-10-10 仙台エリア 022-724-7990 小売（お土産等）

ラ・パン仙台本店 仙台市宮城野区榴岡3丁目4-1 アゼリアヒルズ1F 仙台エリア 022-762-9389 小売（お土産等）

ラ・パン泉大沢店 仙台市泉区大沢1-5-1 イオンタウン仙台泉大沢内1F 仙台エリア 022-341-4430 小売（お土産等）

らーめん山頭火 南吉成店 仙台市青葉区南吉成3丁目16-4 仙台エリア 022-719-1636 飲食店（酒類提供あり）

ライブドーム スターダスト 仙台市青葉区本町2丁目5-18 4F 仙台エリア 022-265-1139 その他

ライブハウス ケントス 仙台市青葉区国分町2-10-23 丸伊プラザ6階 仙台エリア 022-225-2722 飲食店（酒類提供あり）

ラウンジ&バー ホライゾン 仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台エリア 022-722-1234 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

ラウンジ華 仙台市太白区秋保町湯元字除33-1 仙台エリア 022-397-3141 飲食店（酒類提供あり）

ラグノオエスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エリア 022-261-3530 小売（お土産等）

ラコステ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1135区 仙台エリア 022-725-2766 小売（お土産等）

ラビアン セルバ店 仙台市泉区泉中央1-4-1 セルバ3F 仙台エリア 022-341-3580 小売（お土産等）

ラブ＆チーズ EDEN仙台店 仙台市青葉区中央1-10-25 EDEN仙台 仙台エリア 022-722-2377 飲食店（酒類提供あり）

らら亭 定禅寺通店 仙台市青葉区国分町3-2-5 仙台エリア 022-797-5165 飲食店（酒類提供あり）

ランバンコレクション/キャサリンハムレットシューズコレクション仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1335区 仙台エリア 022-377-6520 小売（お土産等）

リーガル 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2130区 仙台エリア 022-377-6650 小売（お土産等）

リーガルファクトリーストア仙台港店 仙台市宮城野区中野3-7-2三井アウトレットパーク仙台港店1640 仙台エリア 022-254-9007 小売（お土産等）

リーバイス 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2110区 仙台エリア 022-377-3360 小売（お土産等）

リッチモンドホテルプレミア仙台駅前 仙台市青葉区中央2-1-1 仙台東宝ビル5F 仙台エリア 022-716-2855 物流（宅配等）、宿泊業・温泉施設

りんたろう 仙台市青葉区一番町一丁目8－20すずきビル1f 仙台エリア 022-2115-388 飲食店（酒類提供あり）

リンツ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1300区 仙台エリア 022-342-1309 小売（お土産等）

ル・クルーゼ 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1315区 仙台エリア 022-342-6030 小売（お土産等）

ル・プチ・プランス 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8040 小売（お土産等）

ルーニィ 仙台市青葉区中央一丁目3番1号2階 仙台エリア 022-723-8163 小売（お土産等）

レイカズン 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2310区 仙台エリア 022-377-6530 小売（お土産等）

レイバン 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット2335区 仙台エリア 022-355-7055 小売（お土産等）

レガロ仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-7-2 アールアイ名掛丁ビル1階 仙台エリア 022-397-7731 飲食店（酒類提供あり）

レストラン コルヌス 仙台市宮城野区榴岡4-1-5 仙台エリア 022-207-4508 宿泊業・温泉施設

レストラン シンフォニー 仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台エリア 022-722-1234 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

レストラン ツジ 仙台市青葉区国分町2-8-34小関ビル1F 仙台エリア 022-748-7446 飲食店（酒類提供あり）

レストラン ハチ 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅3階新幹線中央改札内 仙台エリア 022-261-1790 飲食店（酒類提供あり）

レストラン ロジェドール 仙台市青葉区中央4丁目6－1  仙台国際ホテル5階 仙台エリア 022-268-1101 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

レストランバー サライ 仙台市青葉区一番町4丁目3－1 菅原酒店ビル6階 仙台エリア 022-221-6661 飲食店（酒類提供あり）
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レストランバー ジーノ クラシック 仙台市青葉区一番町4丁目3－1 菅原酒店ビル2階 仙台エリア 022-222-6888 飲食店（酒類提供あり）

レストラン丹頂 仙台市青葉区錦町2丁目2-19 仙台エリア 022-265-3411 飲食店（酒類提供あり）

レパコ富沢店 太白区富沢南1-1-1 仙台エリア 022-244-9020 小売（お土産等）

ロイヤル コペンハーゲン 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1320区 仙台エリア 022-779-7850 小売（お土産等）

ロイヤルホスト仙台根岸店 仙台市太白区根岸町6ー35, ロイヤルホスト仙台根岸 仙台エリア 022-249-5209 飲食店（酒類提供あり）

ロイヤルホスト北仙台店 仙台市青葉区昭和町3-7 仙台エリア 022-276-1283 飲食店（酒類提供あり）

ローストビーフ星仙台港 仙台市宮城野区中野3丁目7-2三井アウトレットパーク2F 仙台エリア 022-387-2090 飲食店（酒類提供なし）

ローソン仙台秋保店 仙台市太白区秋保町湯元字薬師103-1 仙台エリア 022-397-2340 コンビニ・スーパー

ロッテリア 仙台幸町イオン店 仙台市宮城野区幸町5丁目10-1 仙台エリア 022-292-2028 飲食店（酒類提供なし）

ロッテリア仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡1-2-1 仙台エリア 022-791-1322 飲食店（酒類提供なし）

ロビーラウンジ ダンデリオン 仙台市太白区秋保町湯元字行沢1-2 仙台エリア 022-397-3111 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

ロペピクニックエスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1-1本館3階 仙台エリア 022-302-5919 その他

ロワイヤルテラッセ エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル地下1階 仙台エリア 022-712-3211 小売（お土産等）

ロワイヤルテラッセ セルバ店 仙台市泉区泉中央1丁目4-1 セルバ1階 仙台エリア 022-375-4811 小売（お土産等）

ロワイヤルテラッセ 旭ケ丘店 仙台市青葉区旭ケ丘3-17-18 仙台エリア 022-219-3001 小売（お土産等）

ワイン・寿司・天ぷら 魚が肴 仙台市青葉区中央3丁目7－5 仙台パルコ2 1階 仙台エリア 022-797-4035 飲食店（酒類提供あり）

ワインハウス ブウション 仙台市宮城野区元寺小路302番地の14 仙台エリア 022-257-2331 小売（お土産等）

ワイン酒場GabuLiciousu仙台店 仙台市青葉区中央1-6-13加瀬谷風通りビル1F 仙台エリア 022-796-8736 飲食店（酒類提供あり）

ワコール 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1425区 仙台エリア 022-377-1146 小売（お土産等）

わしょく 令寿 仙台市青葉区国分町2-10-6 虎横協和ビル1階 仙台エリア 022-713-8878 飲食店（酒類提供あり）

わしょくと天ぷら ぜふ 仙台市青葉区国分町2-1-20 うめはらビル2階 仙台エリア 022-268-8485 飲食店（酒類提供あり）

阿部蒲鉾店エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台本館エキチカおみやげ通り 仙台エリア 022-267-4031 小売（お土産等）

阿部蒲鉾店吉成店 仙台市青葉区吉成1丁目17-9 仙台エリア 022-278-8662 小売（お土産等）

阿部蒲鉾店泉インター店 仙台市泉区七北田字新田3-1 仙台エリア 022-372-1288 小売（お土産等）

阿部蒲鉾店本店 仙台市青葉区中央2丁目3-18 仙台エリア 022-221-7121 小売（お土産等）

伊織 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1－1 エスパル東館3F 仙台エリア 022-781-7287 小売（お土産等）

伊勢屋 クリスロード店 仙台市青葉区中央2丁目6-7 太田屋ビル地下 仙台エリア 022-261-5561 飲食店（酒類提供あり）

伊達なおもてなし DUCCA仙台駅前店 仙台市青葉区中央3丁目6－10 フージャース 仙台駅前ビル 3F 仙台エリア 022-716-2611 飲食店（酒類提供あり）

伊達な居酒屋赤猿 仙台市青葉区国分町2丁目3-20佐藤ビル2階 仙台エリア 022-398-3483 飲食店（酒類提供あり）

伊達のいろり焼 YAMATO 仙台市泉区泉中央1-16-5－2階 仙台エリア 022-773-4888 飲食店（酒類提供あり）

伊達のいろり焼 蔵の庄 一番町本店 仙台市青葉区一番町3－8－14－2階 仙台エリア 022-224-3031 飲食店（酒類提供あり）

伊達のいろり焼 蔵の庄 総本店 仙台市青葉区中央1－8－38－4階 仙台エリア 022-268-2488 飲食店（酒類提供あり）

伊達のいろり焼き蔵の庄花京院通本店 仙台市青葉区本町1丁目10－21第一エージェンシー本社ビル1階 仙台エリア 022-261-8778 飲食店（酒類提供あり）

伊達のくら仙台東口店 仙台市宮城野区榴岡2-3-16 1F 仙台エリア 022-791-8008 飲食店（酒類提供あり）

伊達の牛たん本舗 エスパル仙台 エキナカおみやげ通り店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エリア 022-213-9147 小売（お土産等）

伊達の牛たん本舗 宮城インター店 仙台市青葉区錦ケ丘1-3-1 錦ケ丘ヒルサイドモール2階 仙台エリア 022-391-0234 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

伊達の牛たん本舗 青葉城店 仙台市青葉区川内1番地 青葉城跡内 仙台エリア 022-223-4715 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

伊達の牛たん本舗 仙台駅地階エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台地階 仙台エリア 022-722-8356 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

伊達の牛たん本舗 東インター店 仙台市若林区六町の目北町14-85 仙台エリア 022-287-5968 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

伊達の牛たん本舗 本店 仙台市青葉区本町1丁目1-1　アジュール仙台地階 仙台エリア 022-722-2535 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

伊達藩長屋酒場 仙台市青葉区一番町4-2-4 オーシャンビル1F 仙台エリア 022-398-7077 飲食店（酒類提供あり）

一 仙台市青葉区中央3丁目10－24 仙台エリア 022-226-8721 飲食店（酒類提供あり）

一軒め酒場 仙台一番町 仙台市青葉区一番町4－4－1 村上ビル2階 仙台エリア 022-266-1046 飲食店（酒類提供あり）

一軒め酒場 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町4丁目4‐1 仙台エリア 022-266-1046 飲食店（酒類提供あり）

一心加減燗 仙台市青葉区国分町3ー3ー1 定禅寺ヒルズ地下1階 仙台エリア 022-261-9889 飲食店（酒類提供あり）

一心本店 仙台市青葉区国分町3ー3ー1 定禅寺ヒルズ地下1階 仙台エリア 022-261-9888 飲食店（酒類提供あり）

一銭屋善平 仙台市宮城野区名掛丁114 ソレイユエスト2階 仙台エリア 022-296-6333 飲食店（酒類提供あり）
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一之蔵/DANRO 仙台駅前店 仙台市青葉区中央3-6-12 仙台南町通りビル4F 仙台エリア 022-722-4572 飲食店（酒類提供あり）

稲荷タクシー有限会社 本社営業所 仙台市太白区中田六丁目7番35号 仙台エリア 022-241-1127 ハイヤー・タクシー

芋蔵 仙台店 仙台市青葉区中央1-6-1 herd SENDAI7F 仙台エリア 022-716-7771 飲食店（酒類提供あり）

飲み喰い処 玄孫 仙台市青葉区本町2丁目8番1号 仙台エリア 022-397-6801 飲食店（酒類提供あり）

飲み喰い処 壽哲廸 仙台市青葉区本町2丁目10-18 仙台エリア 022-221-1822 飲食店（酒類提供あり）

飲み処・食い処 ゆめや 仙台市青葉区国分町2丁目6－13 相沢ビル地下1階 仙台エリア 022-224-1608 飲食店（酒類提供あり）

飲笑語楽 仙台市青葉区国分町2丁目5-15 東ビルB1階 仙台エリア 022-398-3821 飲食店（酒類提供あり）

駅弁屋 祭 仙台駅店 仙台市青葉区中央一丁目1-1 仙台エリア 022-222-2184 小売（お土産等）

駅弁屋 仙台駅新幹線上りホーム店 仙台市青葉区中央一丁目1-1 仙台駅構内 仙台エリア 022-222-2184 小売（お土産等）

駅弁屋 仙台駅新幹線中央改札口店 仙台市青葉区中央一丁目1-1 仙台駅構内 仙台エリア 022-222-2184 小売（お土産等）

駅弁屋 仙台駅新幹線南改札口店 仙台市青葉区中央一丁目1-1 仙台駅構内 仙台エリア 022-222-2184 小売（お土産等）

塩竈すし哲仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1（仙台駅地下レストラン街） 仙台エリア 022-716-1075 飲食店（酒類提供あり）

奥州秋保温泉蘭亭 仙台市太白区秋保町湯元字木戸保7-1 仙台エリア 022-397-1515 宿泊業・温泉施設

横浜家系らーめん 一寿美家 仙台市泉区七北田字大沢柏33-1 仙台エリア 022-725-5788 飲食店（酒類提供あり）

岡田の仙台長なす漬本舗 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台 仙台エリア 022-267-4057 小売（お土産等）

岡田の仙台長なす漬本舗 卸町本店 仙台市若林区卸町1-4-9 仙台エリア 022-284-0131 小売（お土産等）

屋台や十八番仙台店 仙台市青葉区国分町2-7-5国分町KYパークビル1F 仙台エリア 022-208-2600 飲食店（酒類提供あり）

牡鹿半島 仙台市青葉区中央4-3-1 東四市場1階 仙台エリア 022-797-4022 飲食店（酒類提供あり）

牡鹿半島 駅前店 仙台市青葉区中央1-8-38 AKビル8階 仙台エリア 022-714-0533 飲食店（酒類提供あり）

俺たちの焼肉屋 横綱 仙台市青葉区国分町2-12-3第六吉岡屋ビル2階 仙台エリア 022-224-7751 飲食店（酒類提供あり）

嘉肴萬菜〇いけ 仙台市青葉区本町2丁目16-15ツルミヤ本町ビルB1F 仙台エリア 022-395-7562 飲食店（酒類提供あり）

花の舞 北仙台駅前店 仙台市青葉区昭和町6-1 仙台エリア 022-727-7621 飲食店（酒類提供あり）

華ずし杜の市場店 仙台市若林区卸町5-2-6 仙台エリア 022-231-8376 小売（お土産等）

華の縁 仙台市青葉区中央3-5-30 T＆I NEXT 2F 仙台エリア 022-796-3663 飲食店（酒類提供あり）

菓子処 つぼや エスパル店 仙台市青葉区中央1－1－1エスパル仙台 仙台エリア 022-267-4390 小売（お土産等）

菓匠三全 イオン幸町店 仙台市宮城野区幸町5-10-1 イオン仙台幸町1階 仙台エリア 022-295-3051 小売（お土産等）

菓匠三全 エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル地下1階 仙台エリア 022-265-3711 小売（お土産等）

菓匠三全 エスパル東館TRAD店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル東館2階 仙台エリア 022-762-8981 小売（お土産等）

菓匠三全 エスパル銘品館 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル地下1階 仙台エリア 022-265-7001 小売（お土産等）

菓匠三全 卸町本店 仙台市若林区志波町12-3 仙台エリア 022-231-2501 小売（お土産等）

菓匠三全 吉成店 仙台市青葉区吉成1-17-3 仙台エリア 022-279-7251 小売（お土産等）

菓匠三全 広瀬通り大町本店 仙台市青葉区大町2-14-18 仙台エリア 022-263-3000 小売（お土産等）

菓匠三全 泉インター店 仙台市泉区七北田新田3-1 仙台エリア 022-372-6471 小売（お土産等）

菓匠三全 南光台店 仙台市泉区南光台東1-1-22 仙台エリア 022-252-7751 小売（お土産等）

回転鮨清次郎 仙台泉店 仙台市泉区大沢2-13-2 仙台エリア 022-771-8427 飲食店（酒類提供あり）

海の台所波奈エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台店B1F 仙台エリア 022-227-8754 飲食店（酒類提供あり）

海鮮屋 仙台市青葉区国分町二丁目1-22 仙台エリア 022-261-5559 飲食店（酒類提供あり）

街道青葉 仙台市青葉区中央2丁目4－7 エンドウスポーツビル2F 仙台エリア 022-222-0018 飲食店（酒類提供あり）

楽蔵仙台青葉通り店 仙台市青葉区中央3-1-20 HTT仙台駅前ビル 仙台エリア 022-212-5477 飲食店（酒類提供あり）

楽天イーグルス グッズショップ エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 エスパル仙台 東館1階 仙台エリア 022-762-8919 小売（お土産等）

楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店 仙台市宮城野区宮城野2-11-6楽天生命パーク宮城 仙台エリア 050-5817-8100 小売（お土産等）

楽天生命パーク宮城 スマイルグリコパーク アトラクション券販売所 仙台市宮城野区宮城野2-11-6 楽天生命パーク宮城 仙台エリア 050-5817-8100 観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）、スポーツ

楽天生命パーク宮城 チケットカウンター 仙台市宮城野区宮城野2-11-6楽天生命パーク宮城 仙台エリア 050-5817-8100 スポーツ

楽天生命パーク宮城 飲食店舗 仙台市宮城野区宮城野2-11-6楽天生命パーク宮城 仙台エリア 050-5817-8100 飲食店（酒類提供あり）、スポーツ

割烹 天ぷら 三太郎 仙台市青葉区立町1-20 仙台エリア 022-224-1671 飲食店（酒類提供あり）

株式会社 ドン・キホーテ  ドン・キホーテ六丁の目店 仙台市若林区六丁の目東町6-17 仙台エリア 022-390-1911 小売（お土産等）

株式会社 栄和稲荷交通 仙台市泉区松森字前沼14-1 仙台エリア 022-373-3300 ハイヤー・タクシー
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株式会社 気仙沼商会 カートピア泉 仙台市泉区市名坂字原田160番地 仙台エリア 0226-375-3755 その他

株式会社 気仙沼商会 スマイル実沢 仙台市泉区実沢中77番地の1 仙台エリア 022-348-4000 その他

株式会社 気仙沼商会 仙台六郷店 仙台市若林区上飯田字天神106番地 仙台エリア 022-289-5117 その他

株式会社 吉田石油店 仙台港サービスステーション 仙台市宮城野区仙台港北2-2-12 仙台エリア 022-388-8661 その他

株式会社 白松がモナカ本舗　一番町店 仙台市青葉区一番町3-5-10 仙台エリア 022-222-9418 小売（お土産等）

株式会社 白松がモナカ本舗　仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エリア 022-267-4034 小売（お土産等）

株式会社 白松がモナカ本舗　大学病院前店 仙台市青葉区木町通2-3-19 仙台エリア 022-233-0166 小売（お土産等）

株式会社 白松がモナカ本舗　中田バイパス店 仙台市太白区中田町鎌ヶ淵78 仙台エリア 022-241-5578 小売（お土産等）

株式会社 白松がモナカ本舗　晩翠通店 仙台市青葉区国分町1-8-11 仙台エリア 022-261-9031 小売（お土産等）

株式会社 白松がモナカ本舗　南小泉店 仙台市若林区南小泉2-12-8 仙台エリア 022-294-0141 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 アクロスプラザ南光台東店 仙台市泉区松森字陣ヶ原13-10 仙台エリア 022-375-4796 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 あすと長町店 仙台市太白区あすと長町3-12-20 仙台エリア 022-246-8801 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 フォレオ宮の杜店 仙台市宮城野区東仙台4-14-10 仙台エリア 022-792-1060 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 愛子店 仙台市青葉区上愛子字榎2-1 仙台エリア 022-391-6101 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 岩切店 仙台市宮城野区岩切分台2-12-6 仙台エリア 022-255-1901 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 栗生店 仙台市青葉区栗生6-12-1 仙台エリア 022-392-7010 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 荒井駅前店 仙台市若林区荒井東1-8-1 仙台エリア 022-390-7370 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 市名坂店 仙台市泉区市名坂字中道100-11 仙台エリア 022-218-3246 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 若林店 仙台市若林区若林2-7-30 仙台エリア 022-294-7905 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 仙台ゆめタウン店 仙台市宮城野区中野3-3-16 仙台エリア 022-786-3215 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 仙台東店 仙台市若林区伊在2-3-1 仙台エリア 022-288-7731 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 長命ケ丘店 仙台市泉区長命ケ丘5-23-3 仙台エリア 022-378-8970 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 南吉成店 仙台市青葉区南吉成1-15-3 仙台エリア 022-277-4021 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 富沢店 仙台市太白区富沢2-21-18 仙台エリア 022-244-8321 小売（お土産等）

株式会社カワチ薬品 野村店 仙台市泉区野村字菅間前7-1 仙台エリア 022-375-2081 小売（お土産等）

株式会社こばやし 仙台市宮城野区小田原3-2-3 仙台エリア 022-293-1661 小売（お土産等）

株式会社ツアー・ウェーブ 仙台市青葉区本町2-5-1 オーク仙台ビルディング 2F 仙台エリア 022-212-1980 その他

株式会社ツルハ 仙台市泉区市名坂字万吉前117-1 仙台エリア 022-771-7268 小売（お土産等）

株式会社トヨタレンタリース仙台愛宕橋駅前店 仙台市若林区土樋60 仙台エリア 022-225-0100 レンタカー

株式会社トヨタレンタリース仙台仙台新幹線口店 仙台市宮城野区榴岡2丁目4－8 仙台エリア 022-291-0100 レンタカー

株式会社トヨタレンタリース仙台中央店 仙台市青葉区木町通2丁目3－1 仙台エリア 022-275-0100 レンタカー

株式会社トヨタレンタリース仙台長町バイパス店 仙台市太白区郡山4丁目12－15 仙台エリア 022-248-0100 レンタカー

株式会社トヨタレンタリース仙台長命ヶ丘店 仙台市泉区長命ヶ丘3丁目30－1 仙台エリア 022-377-0100 レンタカー

株式会社トヨタレンタリース仙台八乙女店 仙台市泉区八乙女中央1丁目2－1 仙台エリア 022-373-0100 レンタカー

株式会社トヨタレンタリース仙台本社店 仙台市宮城野区苦竹2丁目8－1 仙台エリア 022-232-0100 レンタカー

株式会社トラベルe旅.com　本社 仙台市青葉区木町通2丁目5－18 大熊ビル401 仙台エリア 022-797-5005 その他

株式会社阿部平蒲鉾店　エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 B1F 仙台エリア 022-217-1677 小売（お土産等）

株式会社阿部平蒲鉾店エスパル店 仙台市青葉区中央1－1－1 仙台エリア 022-217-1677 小売（お土産等）

株式会社曙 銀座あけぼの 仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台ターミナルビルB1F 仙台エリア 022-267-4071 小売（お土産等）

株式会社帝産キャブ仙台 仙台市宮城野区扇町3－9－11 仙台エリア 022-231-5151 ハイヤー・タクシー

蒲鉾本舗 高政 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 S－PAL本館B1F 仙台エリア 022-263-1202 小売（お土産等）

蒲鉾本舗 高政 エスパル東館店 仙台市青葉区中央1-1-1 S－PAL東館2F 伊達のこみち内 仙台エリア 022-355-5959 小売（お土産等）

甘仙堂 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台店 B1F 仙台エリア 022-267-5514 小売（お土産等）

甘仙堂 ヤマザワ中田店 仙台市太白区中田町字千刈田19-1 仙台エリア 022-306-5698 小売（お土産等）

観光第一交通株式会社 泉営業所 仙台市泉区長命ヶ丘3丁目26-8 仙台エリア 022-772-0007 ハイヤー・タクシー

観光第一交通株式会社 長町営業所 仙台市太白区太子堂2-27 仙台エリア 022-399-9078 ハイヤー・タクシー

観光第一交通株式会社 本社営業所 仙台市若林区卸町東1丁目1-56 仙台エリア 022-236-1226 ハイヤー・タクシー
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韓国家庭料理ソウルオモニ 仙台市青葉区中央2-10-1-1階 仙台エリア 0222-398-7812 飲食店（酒類提供あり）

韓国家庭料理扶餘 ドン・キホーテ店 仙台市青葉区中央1-8-20 B1F 仙台エリア 022-226-8557 飲食店（酒類提供あり）

韓国家庭料理扶餘 ロフト店 仙台市青葉区中央1-1-10 B1F 仙台エリア 022-7997197 飲食店（酒類提供あり）

韓国家庭料理扶餘 長町店 仙台市太白区長町5-2-1 丸源ビル2F 仙台エリア 022-799-7238 飲食店（酒類提供なし）

韓国家庭料理扶餘 電力ビル店 仙台市青葉区一番町3-7-1 B1F 仙台エリア 022-799-7087 飲食店（酒類提供あり）

韓国料理 オモニ クリスロード店 仙台市青葉区中央2－6－7 太田屋ビル2階 仙台エリア 022-797-0779 飲食店（酒類提供あり）

韓国料理扶餘 MAX ドン・キホーテ仙台駅西口本店 仙台市青葉区中央1－8－20 ドンキホ―テ仙台駅西口本店B1F 仙台エリア 022-226-8557 飲食店（酒類提供あり）

韓国料理扶餘 仙台ロフト地下一階店 仙台市青葉区中央1丁目10－10 地下1F 仙台エリア 022-799-7197 飲食店（酒類提供あり）

韓国料理扶餘 仙台東口店 仙台市若林区新寺1－2－13 仙台エリア 022-295-1045 飲食店（酒類提供あり）

韓国料理扶餘 長町店 仙台市太白区長町5－2－1丸源ビル2F 仙台エリア 022-799-7238 飲食店（酒類提供あり）

韓国料理扶餘 電力ビル店 仙台市青葉区一番町3  7－1 電力ビルB1F 仙台エリア 022-799-7087 飲食店（酒類提供あり）

丸源ラーメン 仙台卸町店 仙台市若林区卸町1-1-17 仙台エリア 022-782-3050 飲食店（酒類提供あり）

丸源ラーメン 仙台泉店 仙台市泉区高玉町4-13 仙台エリア 022-772-2017 飲食店（酒類提供あり）

丸源ラーメン 仙台長町南店 仙台市太白区大野田4-1-1 仙台エリア 022-746-8231 飲食店（酒類提供あり）

丸昌 仙台市青葉区中央1-8-2 よろづや駅前ビル1F 仙台エリア 022-712-2538 飲食店（酒類提供あり）

丸善仙台アエル店 仙台市青葉区中央一丁目3番1号1階 仙台エリア 022-264-0151 小売（お土産等）

岩手県北自動車株式会社仙台宮城営業所 仙台市宮城野区中野4丁目1-39 仙台エリア 022-259-8151 その他

喜久屋書店仙台店 仙台市青葉区中央4-1-1 イービーンズ6F 仙台エリア 022-716-2021 その他

喜久水庵けやきの森 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅3階新幹線中央改札内 仙台エリア 022-261-1790 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

喜久水庵南吉成本店 仙台市青葉区南吉成2-17-1 仙台エリア 022-303-4131 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

喜久水庵南小泉本店 仙台市若林区南小泉二丁目12－5 仙台エリア 022-294-1811 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

気仙沼あさひ鮨仙台駅店 仙台市青葉区中央1丁目1番1号 JR東日本仙台駅3階 仙台エリア 022-722-3326 飲食店（酒類提供あり）

菊寿し 仙台市青葉区みやぎ台四丁目20-13 仙台エリア 022-394-6521 飲食店（酒類提供なし）

久慈琥珀 仙台店 仙台市青葉区一番町3丁目6-13 仙台エリア 022-263-0589 小売（お土産等）

宮崎県日南市 塚田農場 仙台青葉通り店 仙台市青葉区中央3丁目1－14 中央古久根ビル 2階 仙台エリア 022-217-9980 飲食店（酒類提供あり）

宮崎県日南市 塚田農場 仙台名掛丁店 仙台市青葉区中央1丁目7－18 日吉第一ビル 2階 仙台エリア 022-212-5051 飲食店（酒類提供あり）

宮崎地鶏 うずお家 仙台市青葉区国分町2-7-10 仙台エリア 022-266-0229 飲食店（酒類提供あり）

宮城うまい処居酒屋 夢の途酎 仙台市宮城野区高砂1丁目154-2小畑ビル1階 仙台エリア 022-786-5321 飲食店（酒類提供あり）

宮城のうまいもんわび彩 仙台市青葉区一番町4-4-2 イマス一番町ビルB1F 仙台エリア 022-796-7542 飲食店（酒類提供あり）

宮城の海の幸 山の幸 板前料理 晴れの日 仙台市青葉区一番町4丁目3－5 都ビル2階 仙台エリア 022-217-9660 飲食店（酒類提供あり）

牛たん 八 仙台市若林区荒井1丁目2-3 仙台エリア 022-287-8088 飲食店（酒類提供あり）

牛たん&沖縄料理 味工房 仙台市青葉区一番町二丁目4-10 仙台エリア 022-266-3040 飲食店（酒類提供あり）

牛たんけやき 仙台泉本店 仙台市泉区高森4-2-539 仙台エリア 022-377-8055 飲食店（酒類提供あり）

牛たんと仙台牛 伊勢屋 仙台市青葉区中央1丁目1-1 JR仙台駅3階 牛たん通り 仙台エリア 022-796-2946 飲食店（酒類提供あり）

牛たん駅弁屋店 仙台市青葉区中央一丁目1-1 仙台駅構内 仙台エリア 022-222-2184 小売（お土産等）

牛たん焼き一隆本店 仙台市青葉区国分町1丁目4-21 仙台エリア 022-261-4026 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛タン焼一隆本店 仙台市青葉区国分町1丁目4-21 仙台エリア 022-261-4026 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん焼助 西口本店 仙台市青葉区中央1-7-39 仙台協立第12ビル 仙台エリア 022-213-3535 飲食店（酒類提供あり）

牛たん焼助 仙台駅牛タン通り店 仙台駅青葉区中央1-1-1 仙台駅3階「牛たん通り」内 仙台エリア 022-796-8333 飲食店（酒類提供あり）

牛たん炭焼 利久 泉中央店 仙台市泉区泉中央1-13-2 仙台エリア 022-218-4431 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼 利久セルバテラス店 仙台市泉区泉中央1-6-3 セルバテラス1階 仙台エリア 022-772-2166 飲食店（酒類提供あり）

牛たん炭焼利久 tekuteながまち店 仙台市太白区長町5-1-30 仙台エリア 022-748-7219 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 サンモール一番町店 仙台市青葉区一番町2-3-27 第一ビンゴビル1階 仙台エリア 022-217-1128 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 セルバテラス店 仙台市泉区泉中央1-6-3 セルバテラス1F 仙台エリア 022-772-2166 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 ドン・キホーテ仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-8-20 ドン・キホーテ仙台駅西口本店B1 仙台エリア 022-399-9590 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 パルコ2店 仙台市青葉区中央3-7-5 1F 仙台エリア 022-395-6640 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 愛子店 仙台市青葉区愛子東2-4-40 仙台エリア 022-398-6129 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）
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牛たん炭焼利久 一番町やなぎ町店 仙台市青葉区一番町1-10-1 シンシア・シティ一番町1F 仙台エリア 022-722-3550 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 一番町店 仙台市青葉区一番町4-4-32 仙台エリア 022-217-3270 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 西口本店 仙台市青葉区中央1-6-1 ハーブ仙台ビル5F 仙台エリア 022-266-5077 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 仙台駅店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台駅3F牛たん通り 仙台エリア 022-214-3255 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 泉本店 仙台市泉区八乙女中央2-1-18 仙台エリア 022-372-4811 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 大和町店 仙台市若林区大和町2-6-20 仙台エリア 022-235-8581 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 中央通り店 仙台市青葉区中央2-2-16 MKビル1階・2階 仙台エリア 022-716-9233 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 杜の市場店 仙台市若林区卸町5丁目2-6 仙台場外市場 杜の市場内 仙台エリア 022-783-2811 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 東口分店 仙台市宮城野区榴岡4-4-10  国伊ビル1階 仙台エリア 022-296-3038 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 東七番丁店 仙台市宮城野区榴岡2-3-22 臼福ビル1階 仙台エリア 022-296-3577 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 富沢店 仙台市太白区富沢南1-1-1 第三3駐車場内 仙台エリア 022-307-3566 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 北目町店 仙台市青葉区中央4-9-7 アベビル1階・2階 仙台エリア 022-264-5622 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 本町店 仙台市青葉区本町2-6-13 杉本家ビル1F 仙台エリア 022-712-3567 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん炭焼利久 名掛丁店 仙台市青葉区中央1-8-29 JYビル 仙台エリア 022-713-9677 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

牛たん通りすし通り仙台駅3階 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅3階 仙台エリア 022-261-1790 飲食店（酒類提供あり）

牛たん利久 エスパル仙台おみやげ通り店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 エスパル仙台本館地下1階 仙台エリア 022-398-5810 小売（お土産等）

牛角アクロスプラザ幸町店 仙台市宮城野区大梶11-2 仙台エリア 022-292-3929 飲食店（酒類提供あり）

牛角国分町店 仙台市青葉区一番町4-4-20-2F 仙台エリア 022-217-1229 飲食店（酒類提供あり）

牛角仙台松森店 仙台市泉区松森関場5－2 仙台エリア 022-772-8829 飲食店（酒類提供あり）

牛仁一番町本店 仙台市青葉区一番町三丁目11-9 ガレリアフランドーム2F 仙台エリア 022-216-1129 飲食店（酒類提供あり）

牛仁仙台泉店 仙台市泉区大沢3丁目9-1 仙台エリア 022-374-1129 飲食店（酒類提供あり）

牛正 仙台店 仙台市青葉区一番街四丁目9-1 かき徳ビル三階 仙台エリア 022-393-4129 飲食店（酒類提供あり）

居酒屋 つるかめ 仙台市青葉区本町2-9-2 エンドウビル1階 仙台エリア 022-225-2361 飲食店（酒類提供あり）

居酒屋 靜 仙台市太白区八木山本町1-38-5パンション八木山101 仙台エリア 022-229-2059 飲食店（酒類提供あり）

居酒屋アラタ 仙台市若林区舟丁3－13丸三ビル1階 仙台エリア 022-748-7748 飲食店（酒類提供あり）

漁亭浜や あすと長町店 仙台市太白区あすと長町1-4-30 S306 仙台エリア 022-748-4115 飲食店（酒類提供あり）

漁亭浜や 仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台店B1 仙台エリア 022-266-6651 飲食店（酒類提供あり）

魚が肴 仙台市青葉区一番町4丁目3-5 都ビル1階 仙台エリア 022-211-0085 飲食店（酒類提供あり）

魚民 仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-8-26  ラ・サーミビル 6階 仙台エリア 022-216-0188 飲食店（酒類提供あり）

魚民 仙台国分町店 仙台市青葉区一番町4-4-33  トレンドビル 地下1階 仙台エリア 022-264-3288 飲食店（酒類提供あり）

魚民 長町西口駅前店 仙台市太白区長町5-2-6  森民ビル 1階 仙台エリア 022-249-0988 飲食店（酒類提供あり）

魚民 八乙女駅前店 仙台市泉区八乙女中央1-5-1  八乙女ビル 2階 仙台エリア 022-773-8788 飲食店（酒類提供あり）

魚民 富沢東口駅前店 仙台市太白区大野田5-38-9 仙台エリア 022-308-2488 飲食店（酒類提供あり）

京のおぞよ 一舞庵 仙台市青葉区一番町1-9-1 ウェスティンホテル仙台37階 仙台エリア 022-713-8350 飲食店（酒類提供あり）

蕎麦居酒屋と和菓子の店  京乃北 仙台市太白区富沢字熊ノ前36（21B-4L） 仙台エリア 022-796-8839 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

蕎麦酒房 きらく 仙台市青葉区本町1丁目13－8－105 仙台エリア 022-261-7001 飲食店（酒類提供あり）

蕎麦酒房 夢の途酎 ～焔～ 仙台市宮城野区出花2丁目4-10郡山店舗103 仙台エリア 022-290-6339 飲食店（酒類提供あり）

郷土料理みやぎ乃 仙台市青葉区中央一丁目1-1仙台ターミナルビル地下1階 仙台エリア 022-267-4087 飲食店（酒類提供あり）

極・鮮菜  喜庭  東口新寺店 仙台市若林区新寺2-1-20  桜井コーポ1階 仙台エリア 022-792-2353 飲食店（酒類提供あり）

玉澤総本店エスパル店 仙台市青葉区中央1丁目1－1 仙台エリア 022-267-4050 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

玉澤総本店黒砂糖工房店 仙台市青葉区中央1丁目1－1エスパル仙台東館2階 仙台エリア 022-357-0963 小売（お土産等）

錦本店 仙台市青葉区錦町1-2-18 定禅寺HILL1階 仙台エリア 022-224-1411 小売（お土産等）

金市朗 国分町店 仙台市青葉区国分町2-15-2 グランパレビル2階 仙台エリア 022-214-4146 飲食店（酒類提供あり）

金市朗 南町通り店 仙台市青葉区中央3-6-12 仙台南町通ビル 3階 仙台エリア 022-797-5885 飲食店（酒類提供なし）

金市朗仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-7-1志ら梅ビル2階 仙台エリア 022-281-8441 飲食店（酒類提供あり）

銀座そば所 よし田 仙台市青葉区中央1－1－1エスパル仙台地下1階 仙台エリア 022-267-4305 飲食店（酒類提供あり）

銀灯 仙台市青葉区国分町2-9-6成瀬カントリービル1F 仙台エリア 022-227-3478 飲食店（酒類提供あり）
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九州魂BiVi仙台東口店 仙台市宮城野区2-1-25 BiVi仙台東口4F 仙台エリア 022-292-0666 飲食店（酒類提供あり）

九州魂仙台西口店 仙台市青葉区中央3-1-3 aune仙台ビル5F 仙台エリア 022-716-4110 飲食店（酒類提供あり）

九重本舗玉澤 エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台地下1階 仙台エリア 022-267-4035 小売（お土産等）

九重本舗玉澤 本社工場直営店 仙台市太白区郡山4-2-1 仙台エリア 022-246-3211 小売（お土産等）

愚三昧 菜る海 仙台市青葉区大町2丁目14-11ファーストステージ1階 仙台エリア 022-268-9091 飲食店（酒類提供あり）

串カツ田中 tekuteながまち店 仙台市太白区あすと長町1-5-5 仙台エリア 022-399-9439 飲食店（酒類提供あり）

串カツ田中国分町通り店 仙台市青葉区国分町2-9-37 レインボーステーションビル1F 仙台エリア 022-263-1194 飲食店（酒類提供あり）

靴下屋仙台セルバ店 仙台市泉区泉中央1-4-1 セルバ4F 仙台エリア 022-772-2033 小売（お土産等）

恵みのダイニング 仙台市太白区秋保町湯元字除33-1 仙台エリア 022-397-3141 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

蛍火 仙台市青葉区国分町2-1-20 うめはらビル 地下1階 仙台エリア 022-796-9250 飲食店（酒類提供あり）

鶏 かんのや 仙台市青葉区中央1-6-1 ハーブ仙台ビル3階 仙台エリア 022-722-8777 飲食店（酒類提供あり）

鶏だしおでんと骨付き鶏ひなや 仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ1階 仙台エリア 022-796-3857 飲食店（酒類提供あり）

鶏居酒屋ちらんや 仙台市青葉区一番町3丁目7-20 仙台エリア 022-797-3253 飲食店（酒類提供あり）

月の宴 仙台東口駅前店 仙台市宮城野区榴岡1-2-1  イーストンビル 2階 仙台エリア 022-297-2788 飲食店（酒類提供あり）

元祖仙台駄菓子本舗熊谷屋 エスパル店 仙台市青葉区中央1－1－1地下1階 仙台エリア 022-267-4045 小売（お土産等）

元祖仙台駄菓子本舗熊谷屋 本店 仙台市青葉区木町通二丁目2-57 仙台エリア 022-234-1807 小売（お土産等）

元町珈琲せんだい市名坂の離れ 仙台市泉区市名坂原田302-1 仙台エリア 022-725-5368 飲食店（酒類提供なし）

古々がみそ一番町店 仙台市青葉区一番町四丁目9-1かき徳ビル二階 仙台エリア 022-748-6624 飲食店（酒類提供あり）

五橋のチキン野郎！周平 仙台市青葉区五橋1丁目6番8号 遠藤ビル1階 仙台エリア 022-721-5016 飲食店（酒類提供あり）

光太郎 仙台市太白区砂押町22-35-1F-900号 仙台エリア 022-746-5371 飲食店（酒類提供あり）

向山製作所 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台 東館2階 仙台エリア 022-353-5718 小売（お土産等）

孔府家宴泉中央店 仙台市泉区泉中央-7-1-3F 仙台エリア 022-341-6808 飲食店（酒類提供あり）

広東料理 桃花 仙台市青葉区国分町二丁目8-12 国分町Kビル1階 仙台エリア 022-217-3917 飲食店（酒類提供あり）

江陽グランドホテル 仙台市青葉区本町2-3-1 仙台エリア 022-267-5111 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

紅茶と洋酒の店リンクス 仙台市青葉区中央3-2-16 第2MKビル地下1階 仙台エリア 022-263-4259 飲食店（酒類提供なし）

香満園 仙台市若林区穀町8 仙台エリア 090-8374-1779 飲食店（酒類提供あり）

高砂寿司 仙台市宮城野区中野阿弥陀堂29-1 仙台エリア 022-258-0558 飲食店（酒類提供あり）

高倉町珈琲 西多賀店 仙台市太白区西多賀1-1-50 仙台エリア 022-302-6033 飲食店（酒類提供あり）

高倉町珈琲 仙台新港店 仙台市宮城野区中野1-2-28 仙台エリア 022-354-1030 飲食店（酒類提供あり）

骨付き鶏ひなや 仙台市青葉区国分町2-15-10 JPビル1階 仙台エリア 022-796-2916 飲食店（酒類提供あり）

佐藤屋旅館 仙台市太白区秋保町湯元字薬師108 仙台エリア 022-398-2711 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

彩雲 仙台市青葉区中央4丁目1-8 仙台エリア 022-265-5545 飲食店（酒類提供あり）

菜時季 大原 仙台市青葉区中央3-1-21 USビル19 6階 仙台エリア 022-264-4861 飲食店（酒類提供あり）

肴処やおよろず 仙台市青葉区一番町二丁目7-3, サンモールシティビル2F肴処やおよろず 仙台エリア 022-263-7667 飲食店（酒類提供あり）

作並ガレージ 仙台市青葉区作並字岩谷堂西16-228 仙台エリア 022-797-3101 宿泊業・温泉施設

札幌かに本家 仙台店 仙台市青葉区一番町四丁目2-5 仙台エリア 022-213-0505 飲食店（酒類提供あり）

札幌味噌らーめん 葵葉 一番町本店 仙台市青葉区一番町1-6-22 シャンボール一番町ビルB1F 仙台エリア 022-796-2603 飲食店（酒類提供あり）

三越富沢店 仙台市太白区富田字京ノ北72-1 仙台エリア 022-397-7144 小売（お土産等）

三代目竹鶏 仙台市宮城野区新田2丁目12-48 仙台エリア 022-290-0104 飲食店（酒類提供あり）

三代目竹鶏川平店 仙台市青葉区川平3丁目41-3 仙台エリア 022-341-4868 飲食店（酒類提供あり）

三宝亭仙台泉店 仙台市泉区市名坂字柳清水101-13 仙台エリア 022-371-0391 飲食店（酒類提供あり）

三万石 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央一丁目1-1 仙台エリア 022-267-4038 小売（お土産等）

三陸マリンサービス合同会社 仙台市太白区青山1-15-5 仙台エリア 050-1322-2003 小売（お土産等）

三陸魚貝地酒 伊達路 仙台市青葉区中央2-4-8木村屋ビル1階 仙台エリア 022-227-9333 飲食店（酒類提供あり）

三陸市場 仙台市太白区 秋保町湯元枇杷原12-2 仙台エリア 080-4584-3536 小売（お土産等）

三陸前 仙台駅ビル店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台駅3階 仙台エリア 022-217-3047 飲食店（酒類提供あり）

三林精肉店 仙台市青葉区一番町2-3-41 仙台エリア 022-713-0787 飲食店（酒類提供あり）
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https://kushi-tanaka.com/restaurant/detail/kokubuncho
https://www.selvaselva.com/
https://www.hananoyu.com/
http://r.gnavi.co.jp/t967101
https://www.hotpepper.jp/strJ000727168/
https://www.hotpepper.jp/strJ001214991/
https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=824030
http://kumagai-ya.co.jp/
http://kumagai-ya.co.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ000980156/
http://www.shu-hei.com/
http://koutarou.net/
http://www.hanahan-gr.co.jp/
https://www.koyogh.jp/index.php
https://www.satoya.co.jp/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/
https://ohara.syokuyuraku.com/
https://construct-morment.com/yaoyorozu/
https://aoba-sendai.amebaownd.com/
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sendai.html
https://akr9134592658.owst.jp/
https://taketorikawadaira.owst.jp/
http://sanpou-g.co.jp/sanpoutei/
http://www.sanmangoku.co.jp/
https://sanrikumarin.web.fc2.com/
https://r.gnavi.co.jp/t026504/
http://www.sushiden.co.jp/shop19.html


三枡三蔵 仙台駅前本店 仙台市青葉区中央1-9-1 仙台エリア 022-263-5515 飲食店（酒類提供あり）

山内農場 仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-9-1  新東北ビル 6階 仙台エリア 022-211-9988 飲食店（酒類提供あり）

山内農場 長町西口駅前店 仙台市太白区長町5-2-6  森民ビル 1階 仙台エリア 022-304-1788 飲食店（酒類提供あり）

四季彩菓房エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エリア 022-217-1621 小売（お土産等）

旨シ魚ト牛タン 千代芭 仙台市青葉区国分町2-6-13相沢ビル1階 仙台エリア 022-266-2040 飲食店（酒類提供あり）

自然・食彩・浪漫 おしか 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルB1階 仙台エリア 022-212-8485 飲食店（酒類提供あり）

自然・食彩・浪漫 びわね 仙台市青葉区一番町3-8-8 一番町ステア1階 仙台エリア 022-721-1567 飲食店（酒類提供あり）

写楽 仙台国分町別館店 仙台市青葉区国分町2-10-20 丸伊プラザ1階 仙台エリア 022-265-0023 飲食店（酒類提供あり）

手づくりソーセージ工房vienna29 仙台市太白区秋保町湯元字寺田原21-3 仙台エリア 050-1037-0650 小売（お土産等）

酒・主・手 周平 仙台市青葉区五橋1丁目6番11号 仙台エリア 022-261-8839 飲食店（酒類提供あり）

酒のかわしま 仙台市宮城野区東仙台6-5-27 仙台エリア 022-762-7061 小売（お土産等）

酒の穴 鳥心 仙台市青葉区錦町1丁目2-18 仙台エリア 022-222-6919 飲食店（酒類提供あり）

酒屋はくさん 仙台中央店 仙台市青葉区中央4-2-27 510ビル1階 仙台エリア 022-796-8931 小売（お土産等）

酒肴かず葉 仙台市若林区六丁の目元町14-12 仙台エリア 022-287-6030 飲食店（酒類提供あり）

酒飯場 ででででん 仙台市若林区東七番丁17 仙台エリア 022-796-9511 飲食店（酒類提供あり）

寿司田 仙台駅ビル店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エスパルB1 仙台エリア 022-267-4086 飲食店（酒類提供あり）

寿司本 仙台市青葉区一番町2丁目4-18 仙台エリア 022-222-4321 飲食店（酒類提供あり）

寿松庵本町店 仙台市青葉区本町2-5-17 仙台エリア 022-265-5110 飲食店（酒類提供あり）

秋保ヴィレッジ アグリエの森 仙台市太白区茂庭字中谷地南32－1 仙台エリア 022-302-6081 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、観光施設

秋保グランドホテル 仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原12-2 仙台エリア 0570-026-001 宿泊業・温泉施設

秋保パン食堂コッペ 仙台市太白区秋保町湯元寺田原45-8 仙台エリア 022-304-9260 飲食店（酒類提供あり）

秋保ワイナリー 仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原西6 仙台エリア 022-226-7475 小売（お土産等）

集合郎 はなれ 仙台市青葉区中央2-4-11 水晶堂ビルB1 仙台エリア 022-215-8260 飲食店（酒類提供あり）

集合郎 本店 仙台市青葉区一番町4丁目5-13サンシャインビル地下1階 仙台エリア 022-267-1608 飲食店（酒類提供あり）

十四代梅治郎 仙台市青葉区中央1-6-18 山一仙台中央ビル地下1階 仙台エリア 022-714-6063 飲食店（酒類提供あり）

熟成焼肉 肉源 仙台店 仙台市青葉区一番町4-2-10 仙台東映プラザビル4F 仙台エリア 022-395-9022 飲食店（酒類提供あり）

旬の味いち おしか半島 仙台市青葉区国分町2-10-21 邦栄ビル1階 仙台エリア 022-262-3630 飲食店（酒類提供あり）

旬菜雅 仙台市青葉区中央4-1-3仙台プレイビル地下1階 仙台エリア 022-721-9080 飲食店（酒類提供あり）

旬菜旬魚 一夢庵 仙台市青葉区花京院2-1-54 ダイワ旭ビル103 仙台エリア 022-721-3755 飲食店（酒類提供あり）

旬菜食健ひな野長町店 仙台市太白区大野田1-1-13 仙台エリア 022-304-2771 飲食店（酒類提供あり）

旬菜和食 壱護 仙台市青葉区片平1丁目1－6ネオハイツ片平1F 仙台エリア 022-200-2991 飲食店（酒類提供あり）

小料理bar路地とうや 仙台市青葉区国分町二丁目1-26 仙台エリア 022-227-5223 飲食店（酒類提供あり）

昭和西川 仙台泉プレミアム・アウトレット店 仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット1435区 仙台エリア 022-343-5531 小売（お土産等）

松華堂菓子店 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1－1 仙台エリア 022-224-1103 小売（お土産等）

松華堂菓子店エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台エリア 022-224-1103 小売（お土産等）

松島蒲鉾本舗 仙台本店 仙台市青葉区本町2丁目19-26 仙台エリア 022-263-6088 小売（お土産等）

松澤蒲鉾エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 フロアB1F 仙台エリア 022-267-4061 小売（お土産等）

松澤蒲鉾ハピナ名掛丁本店 仙台市青葉区中央1-8-28 仙台エリア 022-222-5723 小売（お土産等）

松澤蒲鉾宮城の萩大通り店 仙台市若林区遠見塚1-6-21 仙台エリア 022-285-3903 小売（お土産等）

松澤蒲鉾杜の市場店 仙台市若林区卸町5-2-6 仙台エリア 022-239-1511 小売（お土産等）

焼助 国分町店 仙台市青葉区国分町2-11-11 PSCビル1階 仙台エリア 022-395-4511 飲食店（酒類提供あり）

焼助 名掛丁店 仙台市青葉区中央1-8-31ナカケチョウセンター街2階 仙台エリア 022-214-0307 飲食店（酒類提供あり）

焼肉  まんぷく亭 仙台市宮城野区榴ヶ岡1‐7‐15サニービル2階 仙台エリア 022-291-0424 飲食店（酒類提供あり）

焼肉 三水苑 広瀬通り 仙台市青葉区国分町2丁目2-8 Renato広瀬通1階 仙台エリア 022-796-2988 飲食店（酒類提供あり）

焼肉 仙蔵 仙台市青葉区国分町2-1-20 うめはらビル3F 仙台エリア 022-796-9590 飲食店（酒類提供あり）

焼肉きんぐ 仙台中野栄店 仙台市宮城野区中野字出花西16-4 仙台エリア 022-388-8368 飲食店（酒類提供あり）

焼肉きんぐ 仙台南小泉店 仙台市若林区南小泉4-11-20 仙台エリア 022-294-0822 飲食店（酒類提供あり）

https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4011489/
https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=859281
https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=859216
http://mum-gp-sendai.jp/
http://www.sushiden.co.jp/shop30.html
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http://www.shu-hei.com/
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https://www.hakusann.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ001178742/
http://www.sushiden.co.jp/shop29.html
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http://www.mz-kama.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ000999500/
https://www.hotpepper.jp/strJ000028494/
https://sansuienhirosedori.owst.jp/
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https://www.yamaya.jp/


焼肉ハウス バリバリ一番町店 仙台市青葉区一番町4丁目5-9 仙台エリア 022-265-3063 飲食店（酒類提供あり）

焼肉ハウス バリバリ青葉通り店 仙台市青葉区大町2-2-2 ヴィラフォレスタ1F 仙台エリア 022-262-1940 飲食店（酒類提供あり）

焼肉ハウスバリバリ一番町店 仙台市青葉区一番町4丁目5-9 仙台エリア 022-265-0386 飲食店（酒類提供あり）

焼肉ホルモン かないや 仙台市青葉区中央1-8-29BPRスクエア仙台名掛丁（JYビル） 仙台エリア 022-266-1981 飲食店（酒類提供あり）

焼肉レストランひがしやまザ・モール長町店 仙台市太白区長町7-20-3 ザ・モール仙台長町3F 仙台エリア 022-248-4129 飲食店（酒類提供あり）

焼肉レストランひがしやま仙台駅前店 仙台市青葉区中央2-1-27 EverI地下1F 仙台エリア 022-214-4129 飲食店（酒類提供あり）

焼肉レストランひがしやま六丁の目店 仙台市若林区六丁の目東町7-60 仙台エリア 022-288-4129 飲食店（酒類提供あり）

焼肉屋 ローズガーデン 仙台市青葉区国分町2丁目8-12国分町Kビル地下1階 仙台エリア 022-267-1710 飲食店（酒類提供あり）

焼肉春花 仙台市太白区秋保町湯元字薬師19-2 仙台エリア 022-398-2032 飲食店（酒類提供あり）

焼肉泰山国分町本店 仙台市青葉区国分町2-3-20佐藤ビル一階 仙台エリア 022-723-2989 飲食店（酒類提供あり）

焼肉泰山定禅寺通り店 仙台市青葉区国分町3-2-5ゼロキュービル3階 仙台エリア 022-738-9929 飲食店（酒類提供あり）

焼肉冷麺ヤマト仙台西多賀店 仙台市太白区西多賀4丁目4-12 仙台エリア 022-797-4129 飲食店（酒類提供あり）

焼肉冷麺ヤマト仙台泉店 仙台市泉区大沢二丁目13-1 仙台エリア 022-341-6329 飲食店（酒類提供あり）

笑笑 仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-9-1  新東北ビル 地下1階 仙台エリア 022-213-6788 飲食店（酒類提供あり）

笑笑 仙台名掛丁店 仙台市青葉区中央1-7-6  西原ビル 4階 仙台エリア 022-263-4788 飲食店（酒類提供あり）

鐘崎 西多賀店 仙台市太白区西多賀2-1-1 仙台エリア 022-245-4282 小売（お土産等）

鐘崎 青葉城本丸会館売店 仙台市青葉区川内1 仙台エリア 090-9805-2045 小売（お土産等）

鐘崎 総本店 笹かま館 仙台市若林区鶴代町6-65 仙台エリア 022-238-7170 小売（お土産等）

鐘崎 銘品街道店 仙台市泉区七北田山の寺7-1 仙台エリア 022-375-3806 小売（お土産等）

鐘崎屋 エスパル仙台東館店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館2階 伊達のこみち内 仙台エリア 022-357-0581 小売（お土産等）

鐘崎屋 エスパル仙台本館店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台地下1階 仙台エリア 022-267-4062 小売（お土産等）

上海厨房中倉店 仙台若林区中倉3丁目17-46 仙台エリア 022-290-7844 飲食店（酒類提供あり）

上野台二代目 串正 仙台市青葉区国分町2-13-2 2F 仙台エリア 022-262-5496 飲食店（酒類提供あり）

食樂 国分町店 仙台市青葉区国分町2丁目11-22 仙台エリア 022-748-5456 飲食店（酒類提供あり）

食樂 長町店 仙台市太白区長町5-7-2 高染?館102 仙台エリア 022-398-9433 飲食店（酒類提供あり）

食樂 八乙女店 仙台市泉区上谷刈1丁目6-6 仙台エリア 022-375-1590 飲食店（酒類提供あり）

食樂 北仙台駅前店 仙台市青葉区昭和町5-40 仙台エリア 022-344-9129 飲食店（酒類提供あり）

心づくしいなせ 仙台市青葉区中央3－6－22駅前のぞみビル1階 仙台エリア 022-224-6884 飲食店（酒類提供あり）

新古々がみそ 仙台駅前店 仙台市青葉区中央1丁目7－1第1志ら梅ビル3階 仙台エリア 022-797-5025 飲食店（酒類提供あり）

新写楽 仙台国分町店 仙台市青葉区国分町2-5-1 ゴロク参番館ビル1階 仙台エリア 022-261-4381 飲食店（酒類提供あり）

森の芽ぶきたまご舎エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台店本館地下1F 仙台エリア 022-222-6136 小売（お土産等）

森の芽ぶきたまご舎セルバ店 仙台市泉区泉中央1-4-1 セルバ店1F 仙台エリア 022-375-0103 小売（お土産等）

森の芽ぶきたまご舎ララガーデン長町店 仙台市太白区長町7丁目20-5 ララガーデン長町1F 仙台エリア 022-304-3301 小売（お土産等）

森の芽ぶきたまご舎三井アウトレットパーク仙台港店 仙台市宮城野区中野3丁目7-2 仙台エリア 022-349-5750 小売（お土産等）

森の芽ぶきたまご舎杜の市場店 仙台市若林区卸町5丁目2-6 仙台場外市場 仙台エリア 022-231-8375 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

紳士服 コナカ 仙台新港店 仙台市宮城野区中野3－2－16 仙台エリア 022-388-9315 小売（お土産等）

紳士服のコナカ古城店 仙台市若林区古城3ー14ー15 仙台エリア 022-285-7700 小売（お土産等）

紳士服のコナカ仙台西多賀店 仙台市太白区西多賀3－1－30 仙台エリア 022-243-5430 小売（お土産等）

菅原靴店 仙台店 仙台市青葉区中央二丁目5-10 1階 仙台エリア 022-263-8810 小売（お土産等）

成城石井 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台 東館2F 仙台エリア 022-353-6028 コンビニ・スーパー

星空★ダイニング Notte Bianca 仙台市青葉区国分町二丁目8-12 国分町Kビル6階 仙台エリア 022-302-7781 飲食店（酒類提供あり）

青山文庫 仙台市青葉区中央二丁目1-27 ever-i中央ビル5F 仙台エリア 022-209-5115 飲食店（酒類提供あり）

青葉城資料展示館 仙台市青葉区川内1天守台 仙台エリア 022-222-0218 文化施設（美術館､博物館等）

青葉城本丸会館 売店 仙台市青葉区川内1天守台 仙台エリア 022-222-0218 小売（お土産等）

青葉城本丸会館売店 仙台市青葉区川内1 仙台エリア 022-721-2110 小売（お土産等）

青葉亭 仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台地階 仙台エリア 022-212-8027 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

青葉亭 仙台エスパル東館店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館2階 仙台エリア 022-792-3531 小売（お土産等）
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石井スポーツ ヨドバシ仙台店 仙台市宮城野区榴岡1丁目2番13号 ヨドバシ仙台 4階 仙台エリア 022-355-7906 小売（お土産等）

石井スポーツ 仙台泉店 仙台市泉区市名坂字中道100-1 ヨークタウン市名坂内 仙台エリア 022-725-2567

石井スポーツ 仙台店 仙台市青葉区中央2-3-6 イオン仙台店5階 仙台エリア 022-796-8871 小売（お土産等）

石巻狐崎漁港 晴れの日 仙台市青葉区中央1丁目8－25 マジェスティビル3階 仙台エリア 022-797-6641 飲食店（酒類提供あり）

石焼ステーキ贅 富沢西店 仙台市太白区富沢西3丁目13-1 仙台エリア 022-743-4129 飲食店（酒類提供あり）

仙台 ゆう治 仙台市青葉区国分町2-2-11-2F 仙台エリア 022-217-3915 飲食店（酒類提供あり）

仙台CHUBOはっぴ名掛丁店 仙台市青葉区中央1-8-29 BPRスクエア仙台名掛丁2F 仙台エリア 022-217-1477 飲食店（酒類提供あり）

仙台うまいもん個室居酒屋 亜門 仙台市青葉区国分町2丁目1－3 エーラクフレンディアビル 2階 仙台エリア 022-222-3008 飲食店（酒類提供あり）

仙台うみの杜水族館 仙台市宮城野区中野4-6 仙台エリア 022-355-2222 観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

仙台エスパル イタリコ 仙台市青葉区中央1丁目1－1 仙台エリア 022-267-4307 飲食店（酒類提供あり）

仙台キッチン 仙台市宮城野区榴岡1-1-1JRイーストゲートビル2F 仙台エリア 022-369-3005 飲食店（酒類提供あり）

仙台ステーションオイスターバー 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台東館3階 仙台エリア 022-792-2501 飲食店（酒類提供あり）

仙台ハイボールバー 仙台市青葉区中央一丁目7番4号 宮城商事ビル1F 仙台エリア 022-302-5202 飲食店（酒類提供あり）

仙台ビジネスホテル駅前 仙台市青葉区中央4-8-7 仙台エリア 022-262-3211 宿泊業・温泉施設

仙台ひとくちずんだ餅本舗エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1－1 エスパル本館地下1階 仙台エリア 022-214-6107 小売（お土産等）

仙台ヒルズゴルフ倶楽部 仙台市泉区実沢中山南25-5 仙台エリア 022-278-0736 スポーツ

仙台ヒルズホテル 仙台市泉区実沢中山南25-5 仙台エリア 022-719-8711 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

仙台ヒルズホテル レストランKANON 仙台市泉区実沢中山南25-5 仙台エリア 022-719-8711 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

仙台ホルモン亭西中田本店 仙台市太白区西中田5-11-10 仙台エリア 022-306-3150 飲食店（酒類提供あり）

仙台ロイヤルパークホテル 仙台市泉区寺岡6丁目2番地の1 仙台エリア 022-377-2111 宿泊業・温泉施設

仙台愛され小顔塾 仙台市若林区河原町1-4-10 GSハイム河原町309号室 仙台エリア 050-3134-3818 美容・理容業

仙台駅前 みやぎ鮮魚店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台駅前西口建屋1F 仙台エリア 022-397-7128 飲食店（酒類提供あり）

仙台菓子処味佳嵯エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エリア 022-217-1401 小売（お土産等）

仙台海蔵 仙台市青葉区国分町2－1－22 仙台海蔵 仙台エリア 022-263-1285 飲食店（酒類提供あり）

仙台牛たん湊の小十郎 仙台市宮城野区中野3丁目4-17 仙台エリア 022-352-5162 飲食店（酒類提供あり）

仙台牛焼肉食べ放題 肉十八 仙台駅前ハピナ名掛丁店 仙台市青葉区中央1丁目8-22サンスクエア庄司ビル2階 仙台エリア 022-797-2522 飲食店（酒類提供あり）

仙台牛炭火焼肉 和火一 仙台市青葉区花京院二丁目1-10 仙台エリア 0570-004-029 飲食店（酒類提供あり）

仙台個室居酒屋 杜のおかえり 仙台市青葉区国分町2丁目1番1号 19フジビル5階 仙台エリア 022-399-8772 飲食店（酒類提供あり）

仙台秋保温泉 ホテル瑞鳳 仙台市太白区秋保町湯元字除26-1 仙台エリア 0570-550-397 宿泊業・温泉施設

仙台秋保温泉 迎賓館櫻離宮 仙台市太白区秋保町湯元字除26-1 仙台エリア 0570-550-397 宿泊業・温泉施設

仙台駄がし本舗 日立家 仙台市宮城野区小田原1－4－7 仙台エリア 022-297-0525 小売（お土産等）

仙台駄がし本舗 日立家  S-PAL仙台 仙台ここち店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台エリア 022-267-4049 小売（お土産等）

仙台駄菓子日立屋 仙台ここち S-PAL店 仙台市青葉区中央1-1-1 S-PAL仙台 仙台エリア 022-267-4049 小売（お土産等）

仙台第一交通株式会社 東仙台営業所 仙台市宮城野区東仙台2丁目18-35 仙台エリア 022-257-0281 ハイヤー・タクシー

仙台第一交通株式会社 本社営業所 仙台市宮城野区中野4丁目2-3 仙台エリア 022-254-2224 ハイヤー・タクシー

仙台地物屋 炉だん 仙台市青葉区国分町2-10-33 仙台エリア 022-265-9542 飲食店（酒類提供あり）

仙台中央タクシー株式会社 仙台市宮城野区扇町5-5-20 仙台エリア 022-232-5801 ハイヤー・タクシー

仙台朝市 大黒 仙台市青葉区中央1-7-6 西原ビル2階 仙台エリア 022-268-2569 飲食店（酒類提供あり）

仙台朝市直結 東四ビアガーデン 仙台市青葉区中央4-3-1 東四市場ビル3階 仙台エリア 022-398-5153 飲食店（酒類提供あり）

仙台北一番丁通店 仙台市青葉区二日町3-10グランシャリビル1F 仙台エリア 022-267-1827 コンビニ・スーパー

仙台餃子 風泉 仙台市若林区沖野3丁目19ー35 仙台エリア 022-762-7536 飲食店（酒類提供あり）

仙臺chinesefunku 仙台市青葉区大町2丁目11ー1山川ビル1階 仙台エリア 022-211-8233 飲食店（酒類提供あり）

仙臺亀岡 阿部酒店 仙台市青葉区川内亀岡町12 仙台エリア 022-223-9037 小売（お土産等）

仙臺居酒屋おはな 中央2-5-1, 三文字屋ビル地下一階 仙台エリア 022-265-3872 飲食店（酒類提供あり）

先代 きよゑ食堂 仙台市青葉区中央1-10-25 仙台エリア 022-796-7730 飲食店（酒類提供あり）

千の庭仙台西口店 仙台市青葉区中央3-6-1 仙台TRビル8F 仙台エリア 022-212-4666 飲食店（酒類提供あり）

撰 利久 仙台パルコ2店 仙台市青葉区中央3丁目7－5 仙台エリア 022-395-6640 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）
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泉パークタウンタピオ 仙台市泉区寺岡6丁目5番1号 仙台エリア 022-342-5500 遊興施設（ネットカフェ、漫画喫茶等）、その他

煎餅工房さがえ屋 仙台市青葉区中央1丁目1－1エスパル仙台店地下1階お土産館 仙台エリア 022-715-0255 小売（お土産等）

煎餅工房さがえ屋 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1－1 エスパル仙台店地下1階 仙台エリア 022-715-0255 小売（お土産等）

全国の銘酒が揃う店 鈴～Rin～ 仙台市青葉区一番町3丁目8－14 鈴喜ビル地下1階 仙台エリア 022-261-6051 飲食店（酒類提供あり）

創作料理居酒屋 真都 仙台市青葉区一番町4丁目3－12第5吉岡屋ビル5階 仙台エリア 022-398-3692 飲食店（酒類提供あり）

惣菜・弁当 五橋 仙台市青葉区中央1-1-5 仙台エリア 022-393-8012 小売（お土産等）

相撲茶屋かちかち山 仙台市若林区志波町18-30 仙台エリア 022-236-4764 飲食店（酒類提供あり）

蔵元 創夢里江 仙台市泉区泉中央4-2-4 仙台エリア 022-773-8821 飲食店（酒類提供あり）

代々木ミルクホール 仙台分店 仙台市青葉区中央1-8-2 よろづや駅前ビル2F 仙台エリア 022-721-5369 飲食店（酒類提供あり）

台湾小吃チーリン 仙台市青葉区一番町1-8-32, T&Rビル1F 仙台エリア 022-738-7548 飲食店（酒類提供あり）

大観楼 仙台市青葉区一番町3-9-5 仙台エリア 022-221-7575 飲食店（酒類提供あり）

大江戸温泉物語 仙台 秋保温泉 岩沼屋 仙台市太白区秋保町湯元字薬師107 仙台エリア 0570-033-268 宿泊業・温泉施設

大衆酒場 ビートル仙台 仙台市青葉区中央3-2-16 第2MKビル 1F 仙台エリア 022-302-6366 飲食店（酒類提供あり）

大衆酒場 稲虎2 仙台市青葉区一番町4-4-36ファーストワンビル1F 仙台エリア 022-226-7735 飲食店（酒類提供あり）

大衆中華 ちんまや 仙台市青葉区中央3丁目9－16 黄龍ビル1階 仙台エリア 022-214-7396 飲食店（酒類提供あり）

大魔王EDEN 仙台市青葉区中央1-10-25 仙台エリア 022-398-3395 飲食店（酒類提供あり）

大魔王GOLD 仙台市青葉区中央1-7-6, 西原ビル5F 大魔王GOLD 仙台エリア 022-395-9920 飲食店（酒類提供なし）

大魔王HOUSE 仙台市青葉区国分町2-5-18コロニアルハウス1F 仙台エリア 022-722-0087 飲食店（酒類提供なし）

大魔王Magic 仙台市宮城野区榴岡2-3-22臼福ビル2階 仙台エリア 022-794-7508 飲食店（酒類提供あり）

大魔王Terrace 仙台市泉区泉中央1-6-3 セルバテラス2階 仙台エリア 022-343-6624 飲食店（酒類提供あり）

大魔王ジュニア 仙台市青葉区国分町2丁目1-17 津乃田ビル1.2F 仙台エリア 022-217-8771 飲食店（酒類提供あり）

大魔王本店 仙台市青葉区中央一丁目8-29JYビル1階 仙台エリア 022-302-3090 飲食店（酒類提供あり）

第一インパーク 仙台市青葉区本町1-10-21 仙台エリア 022-213-0089 宿泊業・温泉施設

鷹泉閣 岩松旅館 仙台市青葉区作並字元木16 仙台エリア 022-395-2211 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設、その他

谷風 仙台市青葉区国分町2-1-23  2階 仙台エリア 022-222-5827 飲食店（酒類提供あり）

炭火いちば じゅう 太子堂店 仙台市太白区太子堂3-17 仙台エリア 022-398-3373 飲食店（酒類提供あり）

炭火焼・山塞料理 地雷也 仙台市青葉区国分町2-1-15-B1 仙台エリア 022-261-2164 飲食店（酒類提供あり）

炭火焼きと旬の店  日々木 仙台市青葉区国分町2-10-11 第三吉岡屋ビル1F 仙台エリア 022-797-0411 飲食店（酒類提供あり）

炭火焼き豚丼 まる家 仙台市宮城野区中野3丁目7-7-2 仙台エリア 022-355-8008 飲食店（酒類提供あり）

炭火焼ブルスタ南吉成店 仙台市青葉区南吉成3-2-3 仙台エリア 022-303-5161 飲食店（酒類提供あり）

炭火焼肉 ばた 仙台市青葉区上杉1-9-10 仙台エリア 022-302-6813 飲食店（酒類提供あり）

炭火焼肉 大黒さん 仙台市青葉区青葉町2-3グラニットビル1F 仙台エリア 022-727-7355 飲食店（酒類提供あり）

炭火焼肉 勇 仙台泉店 仙台市泉区泉中央1丁目22-3 仙台エリア 022-343-9919 飲食店（酒類提供あり）

炭火焼肉酒家 牛亭 仙台市宮城野区福田町1-2-16 仙台エリア 022-258-1009 飲食店（酒類提供あり）

炭焼牛たん東山仙台本店 仙台市青葉区中央2-6-30 仙台エリア 022-263-4129 飲食店（酒類提供あり）

暖中仙台幸町店 仙台市宮城野区大梶11－1 仙台エリア 022-292-6662 飲食店（酒類提供あり）

地酒と焼酎の居酒屋 笑家 仙台市青葉区一番町4丁目1－1 仙台セントラルビル地下1階 仙台エリア 022-263-0563 飲食店（酒類提供あり）

地酒のリエゾン 仙台市泉区市名坂字万吉前23-1 仙台エリア 022-773-0371 小売（お土産等）

馳走処さくら亭 宮千代店 仙台市宮城野区宮千代2-13-13 仙台エリア 022-236-2838 飲食店（酒類提供あり）

馳走処さくら亭 中野栄駅北口店 仙台市宮城野区栄4-11-20 仙台エリア 022-349-8110 飲食店（酒類提供あり）

馳走処さくら亭 中野栄店 仙台市宮城野区出花1-3-4 仙台エリア 022-794-7318 飲食店（酒類提供あり）

馳走処さくら亭 六丁の目店 仙台市若林区六丁の目南町1-18 ソレイユ101 仙台エリア 022-355-6858 飲食店（酒類提供あり）

茶寮宗園 仙台市太白区秋保町湯元字釜土東1 仙台エリア 022-398-2311 小売（お土産等）、その他

中嘉屋食堂麺飯甜 ザ・モール店 仙台市太白区長町7-20-15 ザ・モール仙台長町Part2・3F 仙台エリア 022-748-1215 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

中嘉屋食堂麺飯甜 タピオ店 仙台市泉区寺岡6-5-1 泉パークタウンタピオ2F 仙台エリア 022-355-5567 飲食店（酒類提供あり）

中嘉屋食堂麺飯甜 仙台駅構内店 仙台市青葉区中央1-1-1 JR仙台駅1F 仙台エリア 022-722-2801 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

中嘉屋食堂麺飯甜 台原店 仙台市青葉区堤町3-19-1 チソー食房 堤町ビル1F 仙台エリア 022-728-6801 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）
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中華そば みずさわ屋 仙台市青葉区栗生5-22-3-1F 仙台エリア 022-392-5572 飲食店（酒類提供あり）

中華飯店ふじや 仙台市若林区河原町2丁目4の10 仙台エリア 070-5627-3719 飲食店（酒類提供あり）

中華料理 満州園 仙台市青葉区木町通2丁目1-15 仙台エリア 022-725-3718 飲食店（酒類提供あり）

中国美点菜 彩華 仙台市青葉区国分町2-15-1 彩華ビル2F-3F 仙台エリア 022-222-8300 飲食店（酒類提供あり）

中国料理 翆林 仙台市青葉区中央4丁目6－1  仙台国際ホテル5階 仙台エリア 022-268-1102 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

中国料理「桂花苑」 仙台市泉区寺岡6丁目2番地の1 仙台エリア 022-377-2111 飲食店（酒類提供あり）

中国料理ダイニング 熱上海 仙台市太白区泉崎1丁目32-3 ロイヤルヒルズ泉崎 仙台エリア 022-743-8688 飲食店（酒類提供あり）

中川政七商店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 エスパル仙台 東館3階 仙台エリア 022-297-2314 小売（お土産等）

宙と海とMe 仙台市青葉区錦ヶ丘6－28－7 仙台エリア 090-6459-2139 飲食店（酒類提供なし）

張広東飯店    桜園 仙台市青葉区一番町一丁目6-23    shuon358bldg   1f 仙台エリア 022-721-6030 飲食店（酒類提供あり）

長寿韓酒房 仙台店 仙台市宮城野区榴岡2-1-25 BiVi仙台駅東口4F 仙台エリア 022-297-9351 飲食店（酒類提供あり）

椿 仙台市青葉区国分町Kビル1階仙台市青葉区国分町二丁目14-18 定禅寺パークビル地階 仙台エリア 022-261-7077 飲食店（酒類提供あり）

定食・居酒屋 まんまのTON・TON 仙台市青葉区本町1－12－12 GMビル地下1階 仙台エリア 022-221-1010 飲食店（酒類提供あり）

鼎泰豊 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1番1号 エスパル仙台東館3階 仙台エリア 022-781-7478 飲食店（酒類提供あり）

鉄板ダイニング誉 仙台市青葉区春日町1-5SKビル4F 仙台エリア 022-214-4777 飲食店（酒類提供あり）

鉄板焼「七つ森」 仙台市泉区寺岡6丁目2番地の1 仙台エリア 022-377-2111 飲食店（酒類提供あり）

天ぷら酒場 ててて天 一番町店 仙台市青葉区一番町2-5-6 仙台エリア 022-748-6122 飲食店（酒類提供あり）

天ぷら酒場 ててて天 国分町店 仙台市青葉区国分町2-10-1 布袋屋ビル1F 仙台エリア 022-796-9511 飲食店（酒類提供あり）

天下一品 中央通り店 別館 仙台市青葉区中央2-6-6 仙台エリア 022-214-3110 飲食店（酒類提供あり）

天下一品・仙台バイパス店 仙台市太白区郡山字新橋南8番地 仙台エリア 022-249-6024 飲食店（酒類提供あり）

天下一品中央通り店 仙台市青葉区中央2-6-6 仙台エリア 022-214-3110 飲食店（酒類提供あり）

天海のろばた 仙台市青葉区中央1-6-1 ハーブ仙台6F 仙台エリア 022-721-0345 飲食店（酒類提供あり）

伝承千年の宿 佐勘 仙台市太白区秋保町湯元字薬師28 仙台エリア 022-398-2233 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

杜のカフェcocode 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅3階新幹線中央口改札内 仙台エリア 022-261-1790 飲食店（酒類提供あり）

杜のこんだて鐘崎 エスパル東館店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館2階 仙台エリア 022-385-6551 小売（お土産等）

杜のホテル仙台 仙台市青葉区立町1-28 仙台エリア 022-713-5888 宿泊業・温泉施設

杜の館エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台店地下1F 仙台エリア 022-267-4160 小売（お土産等）

杜の館桜ヶ丘公園本店 仙台市青葉区桜ヶ丘7-14-1 仙台エリア 022-719-1417 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

杜の香り 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅3階 仙台エリア 022-261-1790 飲食店（酒類提供なし）

杜の都 五橋横丁 仙台市青葉区中央1-1-8 仙台エリア 022-393-8015 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

土古里仙台店 仙台市青葉区中央1丁目8－32 名掛丁センター街 2階 仙台エリア 022-797-7402 飲食店（酒類提供あり）

土樋パン製作所 仙台市青葉区片平2-1-3 東北学院大学ホーイ記念館1F 仙台エリア 022-393-9883 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

土風炉 仙台東口店 仙台市宮城野区榴岡2丁目2－12 1F 仙台エリア 022-292-5775 飲食店（酒類提供あり）

東口ミート酒場 仙台市宮城野区榴岡4-5-12 Fタウンビル2F 仙台エリア 022-298-7123 飲食店（酒類提供あり）

東北カフェ&バル トレジオン エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台東館3F 仙台エリア 022-369-3436 飲食店（酒類提供あり）

東北スタンダードマーケット仙台パルコ2店 仙台市青葉区中央3-7-5仙台パルコ2・5階 仙台エリア 022-797-8852 小売（お土産等）

東北めぐり いろといろ仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1-1JR仙台駅エスパル東館2F 仙台エリア 022-261-1790 小売（お土産等）

東龍門 仙台市青葉区国分町3-3-7 仙台エリア 022-215-8181 飲食店（酒類提供あり）

湯の原ホテル 仙台市青葉区作並字元木1 仙台エリア 022-395-2241 宿泊業・温泉施設

湯の神亭 仙台市青葉区芋沢字権現森山9 仙台エリア 022-303-7366 飲食店（酒類提供なし）、宿泊業・温泉施設

藤原屋 国分町店 仙台市青葉区国分町二丁目7番5号 仙台エリア 022-211-0811 小売（お土産等）

藤原屋みちのく酒紀行 仙台市青葉区中央一丁目1番1号 エスパル仙台東館2階 仙台エリア 022-357-0209 小売（お土産等）

藤崎 仙台市青葉区一番町3丁目2番17号 仙台エリア 022-261-5111 その他

豆千代 仙台市宮城野区榴岡1-2-48 桜井ビル地下1階 仙台エリア 022-295-5575 飲食店（酒類提供あり）

徳茂 一番町店 仙台市青葉区一番町4丁目2-15 仙台エリア 022-724-7211 飲食店（酒類提供あり）

徳茂 八乙女店 仙台市泉区上谷刈1丁目6-6 仙台エリア 022-375-1590 飲食店（酒類提供あり）

独眼牛仙台本店 仙台市宮城野区榴岡2-3-16 2F 仙台エリア 022-355-5008 飲食店（酒類提供あり）
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酉や喜兵衛仙台店 仙台市青葉区国分町5－7－2 1F 国分町KYパークビル 仙台エリア 022-722-2911 飲食店（酒類提供あり）

呑食とみや 仙台市青葉区国分町2丁目12-19協立第三国分町ビル一階 仙台エリア 022-721-1073 飲食店（酒類提供あり）

南仙台第一交通株式会社 仙台市太白区西中田1丁目3-1 仙台エリア 022-241-4142 ハイヤー・タクシー

南部せんべい乃巌手屋仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台駅ビルエスパル本館地下1階 仙台エリア 022-267-4040 小売（お土産等）

肉十八仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-7-1第一志ら梅ビル8階 仙台エリア 022-796-5860 飲食店（酒類提供あり）

肉仙 仙台市青葉区中央1-7-1第1志ら梅ビル4階 仙台エリア 022-7387702 飲食店（酒類提供あり）

肉和食と蕎麦 ほねぎし 仙台市青葉区中央3-7-5 仙台パルコ2 1階 仙台エリア 022-796-8390 飲食店（酒類提供あり）

日本料理 花はん 仙台市青葉区国分町二丁目14-18 定禅寺パークビル地階 仙台エリア 022-215-8780 飲食店（酒類提供あり）

日本料理 楓 仙台市宮城野区榴岡4-1-5 仙台エリア 022-207-4509 宿泊業・温泉施設

日本料理・地酒勘助 仙台市青葉区,中央4丁目1－3仙台プレイビル地階 仙台エリア 022-262-9927 飲食店（酒類提供あり）

忍家 Bivi仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡2-1-25  Bivi仙台駅東口 4F 仙台エリア 022-742-0280 飲食店（酒類提供あり）

寧々家 仙台吉成店 仙台市青葉区吉成台2-1-25 仙台エリア 022-303-5665 飲食店（酒類提供あり）

寧々家 仙台幸町店 仙台市宮城野区大梶11-3 仙台エリア 022-292-1896 飲食店（酒類提供あり）

寧々家 大和町店 仙台市若林区大和町2-29-3 仙台エリア 022-788-0781 飲食店（酒類提供あり）

売店 木ぼっこ 仙台市太白区秋保町湯元字行沢1-2 仙台エリア 022-397-3111 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

売店すずらん 仙台市太白区秋保町湯元字除33-1 仙台エリア 022-397-3141 小売（お土産等）

博多でべそ 仙台店 仙台市青葉区中央3-6-12 仙台南町通ビル3階 仙台エリア 022-399-8116 飲食店（酒類提供あり）

博多もつ鍋たじまや 仙台市泉区泉中央1－33－7 ビオ・シャンツェ102 仙台エリア 022-374-3357 飲食店（酒類提供あり）

白謙かまぼこ店 エスパル店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台エリア 022-212-3910 小売（お土産等）

白謙かまぼこ店 エスパル東館店 仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台エリア 022-791-1511 小売（お土産等）

薄利多売半兵ヱ仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-7-18 日吉第一ビルB1F 仙台エリア 022-738-8118

薄利多売半兵ヱ仙台国分町 仙台市青葉区国分町2-7-1 OH3番館ビルB1F 仙台エリア 022-224-2885 飲食店（酒類提供あり）

函太郎ララガーデン長町店 仙台市太白区長町7-20-5 店舗番号3030 仙台エリア 022-399-7122 飲食店（酒類提供あり）

函太郎仙台市名坂店 仙台市泉区市名坂清水端201-7 仙台エリア 022-346-8555 飲食店（酒類提供あり）

発酵の里わびいち 仙台市青葉区国分町2-12-5 凱旋門ビル1階 仙台エリア 022-398-3088 飲食店（酒類提供あり）

晩翠亭いこい荘旅館 仙台市青葉区木町通一丁目8-31 仙台エリア 022-222-7885 宿泊業・温泉施設

武田の笹かまぼこ エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1－1－1 仙台エリア 022-222-2035 小売（お土産等）

分福寿司 仙台市太白区八木山本町1-36-1 仙台エリア 022-229-2929 飲食店（酒類提供あり）

粉もんや 金ぞぅ 仙台市青葉区三条町12-6 仙台エリア 022-718-5766 飲食店（酒類提供あり）

平井スパゲティ 仙台市青葉区中央2-1-27 ever-i中央ビル2F 仙台エリア 022-714-1566 飲食店（酒類提供あり）

平賀こけし店 仙台市青葉区作並字元木13 仙台エリア 022-395-2523 小売（お土産等）

平和交通株式会社 仙台市青葉区国見5丁目4番22号 仙台エリア 022-234-7373 ハイヤー・タクシー

片倉商店 仙台市若林区卸町5丁目2-6 杜の市場内 仙台エリア 022-782-6536 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

本気マジカルクック 仙台市宮城野区榴岡4-4-6 八木企画室ビル1階 仙台エリア 022-296-5956 飲食店（酒類提供なし）

末廣寿司 仙台市若林区河原町1丁目 5-15ツインタワー広瀬川春圃101 仙台エリア 022-222-8290 飲食店（酒類提供あり）

味づくし安倶楽や 仙台市青葉区国分町2-1-10阿部フォートビル3F 仙台エリア 022-262-8684 飲食店（酒類提供あり）

味の牛たん喜助 JR仙台駅店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台駅3F牛たん通り 仙台エリア 022-221-5612 飲食店（酒類提供あり）

味の牛たん喜助 エスパル店 仙台市青葉区中央1－1－1 エスパル仙台店 B1F 仙台エリア 022-268-2560 飲食店（酒類提供あり）

味の牛たん喜助 おみやげ通り エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台本館地下1階おみやげ通り 仙台エリア 022-393-5840 小売（お土産等）

味の牛たん喜助 駅前中央本店 仙台市青葉区中央2-1-27 エバーアイ 3F 仙台エリア 022-265-2080 飲食店（酒類提供あり）

味の牛たん喜助 泉中央駅店 仙台市泉区泉中央1-7-1 地下鉄泉中央駅ビル 3F 仙台エリア 022-371-8020 飲食店（酒類提供あり）

味の牛たん喜助 定禅寺店 仙台市青葉区一番町4-10-14 定禅寺ビルB1F 仙台エリア 022-266-2118 飲食店（酒類提供あり）

味の牛たん喜助 南町通店 仙台市青葉区中央3-6-12  仙台南町通ビル2F 仙台エリア 022-748-7288 飲食店（酒類提供あり）

味処 豆や 仙台市青葉区栗生四丁目18番地3 仙台エリア 022-392-1775 飲食店（酒類提供あり）

味噌乃屋田所商店 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1－1－1 エスパル仙台B1F 仙台エリア 022-796-2067 飲食店（酒類提供あり）

味噌乃屋田所商店 国分町店 仙台市青葉区国分町2丁目10-1 仙台エリア 022-398-4855 飲食店（酒類提供あり）

味噌乃屋田所商店 仙台駅前店 仙台市青葉区中央一丁目7番1号 第一志ら梅ビル1階 仙台エリア 022-796-5539 飲食店（酒類提供あり）
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味噌乃屋田所商店 富沢店 仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷前43-11 仙台エリア 022-797-8660 飲食店（酒類提供あり）

湊一や仙台青葉通り店 仙台市青葉区中央3-1-20 HTT仙台駅前ビル 仙台エリア 022-722-8988 飲食店（酒類提供あり）

無垢とうや 仙台市青葉区国分町3－3－5  リスズビル2F 仙台エリア 022-263-6069 飲食店（酒類提供あり）

明月苑 大和町店 仙台市若林区大和町5－2－15 仙台エリア 022-385-6503 飲食店（酒類提供あり）

麺・酒処 いっちょまえ 仙台市太白区東中田4丁目21-24 仙台エリア 022-302-6656 飲食店（酒類提供あり）

茂庭荘 仙台市太白区茂庭字人来田西143-3 仙台エリア 022-245-5141 小売（お土産等）、宿泊業・温泉施設

木の家 仙台市太白区秋保町湯元字馬乙2-1 仙台エリア 022-397-2714 宿泊業・温泉施設

目利きの銀次 仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-9-1  新東北ビル 6階 仙台エリア 022-211-5988 飲食店（酒類提供あり）、フィットネス（スポーツジム等）

目利きの銀次 長町南駅前店 仙台市太白区長町南3-3-43  長町南たちばなビル 1階 仙台エリア 022-246-5288 飲食店（酒類提供あり）

野菜と酒のうまい店 居酒屋きりん 仙台市青葉区立町1-10 仙台エリア 022-224-6977 飲食店（酒類提供あり）

薬王堂仙台愛子店 仙台市青葉区上愛子車43-2 仙台エリア 022-796-8975 小売（お土産等）、その他

薬王堂仙台泉館店 仙台市泉区館2丁目1番569 仙台エリア 022-725-7340 小売（お土産等）、その他

薬王堂仙台泉根白石店 仙台市泉区小角字宮97番1 仙台エリア 022-379-5290 小売（お土産等）、その他

薬王堂仙台泉紫山店 仙台市泉区紫山4丁目1番地1 仙台エリア 022-341-9552 小売（お土産等）、その他

薬王堂仙台袋原店 仙台市太白区中田町字荒屋敷12番地 仙台エリア 022-281-9927 小売（お土産等）、その他

薬王堂仙台中田店 仙台市太白区中田6-9-27 仙台エリア 022-226-8982 小売（お土産等）、その他

薬王堂仙台南光台店 仙台市泉区松森字新田179番地 仙台エリア 022-341-7920 小売（お土産等）、その他

薬王堂仙台茂庭店 仙台市太白区茂庭1丁目5番地の9 仙台エリア 022-797-3237 小売（お土産等）、その他

柳町銀乃 仙台市青葉区一番町1-11-35フローリッシュ柳町1F 仙台エリア 022-393-7765 飲食店（酒類提供あり）

癒.酒.屋.わおん 青葉区中央3丁目3-18 新庄ビル地下1階 仙台エリア 022-722-0560 飲食店（酒類提供あり）

有限会社 稲荷レンタリース 仙台市青葉区国分町2丁目2‐9 仙台エリア 022-217-1305 レンタカー

与五郎寿司本店 仙台市青葉区国分町2-15-20 与五郎ビル1階 仙台エリア 022-215-4224 飲食店（酒類提供あり）

窯焼イタリアン Joe&Joe 仙台市宮城野区榴岡2-1-25 BiVi仙台駅東口4F 仙台エリア 022-296-1221 飲食店（酒類提供あり）

養老乃瀧 泉店 仙台市泉区泉中央1－14－3 仙台エリア 022-372-1146 飲食店（酒類提供あり）

養老乃瀧 本町1丁目店 仙台市青葉区本町1－12－2 仙台エリア 022-268-4646 飲食店（酒類提供あり）

利久の和食処 松島 仙台市青葉区中央1丁目1番1号 エスパル仙台B1F 仙台エリア 022-226-8729 飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

旅館つかさ 仙台市青葉区本町一丁目3番1号 仙台エリア 022-221-1970 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

旅籠・はたご 仙台市青葉区一番町4丁目10－11 FRKビル3階 仙台エリア 022-797-4490 飲食店（酒類提供あり）

炉地BAR 八兵衛 仙台市青葉区中央3-1-14中央古久根ビル1F 仙台エリア 022-796-7029 飲食店（酒類提供あり）

露庵うめ治 仙台市青葉区中央1-6-23 鹿島ビル1F 仙台エリア 022-722-3720 飲食店（酒類提供なし）

老家 仙台市泉区泉中央1-7-1SWINGビル3階 仙台エリア 022-342-4799 飲食店（酒類提供あり）

和彩 Seeds 仙台市泉区泉中央1丁目9-4 102 仙台エリア 022-371-5667 飲食店（酒類提供あり）

和菜しば田 仙台市青葉区二日町10-28伊澤ビル1F 仙台エリア 022-264-1268 飲食店（酒類提供あり）

和食十喜 仙台市青葉区本町1－2－5 第三志ら梅ビル1階 仙台エリア 022-224-5102 飲食店（酒類提供あり）

和食処 大ばん 仙台市青葉区中央1-7-6 西原ビル地下1階 仙台エリア 022-262-1746 飲食店（酒類提供あり）

和食処 和（やわらぎ） 仙台市太白区秋保町湯元字行沢1-2 仙台エリア 022-397-3111 飲食店（酒類提供あり）、宿泊業・温泉施設

和食堂 さぶら 仙台市青葉区中央3-10-22 第六菊水ビル1，2階 仙台エリア 022-265-7147 飲食店（酒類提供あり）

和食波奈仙台店 仙台市青葉区中央2-1-1 東宝ビルB1F 仙台エリア 022-217-1787 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 愛子店 仙台市青葉区栗生7丁目1番地の5 仙台エリア 022-391-8838 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 一番町店 仙台市青葉区一番町3丁目4-26よろづ園ビル2階 仙台エリア 022-714-3722 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 岩切店 仙台市宮城野区岩切分台1丁目1-9 仙台エリア 022-396-5777 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 苦竹店 仙台市宮城野区南目館20-30 仙台エリア 022-236-6888 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 幸町店 仙台市宮城野区幸町5-1-9 仙台エリア 022-297-0026 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 荒井店 仙台市若林区荒井7丁目53番地の3 仙台エリア 022-390-5589 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 若林店 仙台市若林区若林3丁目5番59号 仙台エリア 022-282-0122 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 新田東店 仙台市宮城野区新田東5丁目13番地の21 仙台エリア 022-237-1331 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 西多賀店 仙台市太白区泉崎2-23-28 仙台エリア 022-243-2266 飲食店（酒類提供あり）
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和風レストランまるまつ 泉大沢店 仙台市泉区大沢2丁目15-10 仙台エリア 022-773-8813 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 中野店 仙台市宮城野区中野2丁目1-24 仙台エリア 022-259-3999 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 南吉成店 仙台市青葉区南吉成2-17-4 仙台エリア 022-719-3777 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 南光台店 仙台市泉区南光台7-19-3 仙台エリア 022-251-5455 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 茂庭店 仙台市太白区茂庭1丁目2番地 仙台エリア 022-399-7199 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 柳生店 仙台市太白区柳生2-1-1 仙台エリア 022-242-5777 飲食店（酒類提供あり）

和風レストランまるまつ 六丁の目店 仙台市若林区伊在1丁目12-16 仙台エリア 022-287-7101 飲食店（酒類提供あり）

壽三色最中本舗 エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1－1－1エスパル仙台地下1階 仙台エリア 022-267-4036 小売（お土産等）

壽三色最中本舗 吉成店 仙台市青葉区吉成1丁目17－3 仙台エリア 022-278-8817 小売（お土産等）

壽三色最中本舗 泉インター店 仙台市泉区七北田新田3－1 仙台エリア 022-372-6937 小売（お土産等）

壽三色最中本舗 藤崎店 仙台市青葉区一番町3－2－17藤崎百貨店地下1階 仙台エリア 022-261-5111 小売（お土産等）

梵天丸 仙台市青葉区国分町2－10－23 丸伊プラザ2F 仙台エリア 022-263-8811 飲食店（酒類提供あり）

梵天食堂 中野栄店 仙台市宮城野区出花二丁目4-1 仙台エリア 022-786-0122 飲食店（酒類提供あり）

梵天食堂 南吉成店 仙台市青葉区南吉成2-17-18 仙台エリア 022-352-5581 飲食店（酒類提供あり）

梵天食堂 六丁の目店 仙台市若林区大和町5-24-15 仙台エリア 022-236-2882 飲食店（酒類提供あり）

榴ヶ岡銀杏 仙台市宮城野区榴岡1-7-15サニービル101 仙台エリア 022-766-8553 飲食店（酒類提供あり）

榴岡銀杏 仙台市宮城野区榴岡1-7-15サニービル101 仙台エリア 022-766-8553 飲食店（酒類提供あり）

炙屋十兵衛エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台地下1F 仙台エリア 022-715-5039 飲食店（酒類提供あり）

炙屋十兵衛二日町本店 仙台市青葉区二日町18-11芳賀ビル1F 仙台エリア 022-222-2311 飲食店（酒類提供あり）

燗酒白ワイン 焼鳥もみじ 仙台市青葉区国分町3-10-34 コーポすず1階 仙台エリア 022-393-4993 飲食店（酒類提供あり）

珈琲まめ坊 仙台市青葉区米ケ袋1‐1‐12 仙台エリア 022-738-8066 飲食店（酒類提供なし）、小売（お土産等）

眞野屋 昭和町1-37 ジェーエーシービル1階 眞野屋 仙台エリア 022-342-1755 飲食店（酒類提供なし）、飲食店（酒類提供あり）、小売（お土産等）

篝火の湯 緑水亭 仙台市太白区秋保町湯元字上原27番地の2 仙台エリア 022-397-3333 宿泊業・温泉施設

糀の郷 仙台市青葉区高野原3丁目1-1 仙台エリア 022-393-7378 小売（お土産等）

糀や仁太郎 仙台駅前店 仙台市青葉区中央二丁目2-38フォーシーズンビル8階 仙台エリア 022-395-8875 飲食店（酒類提供あり）

糀や仁太郎本店 仙台市青葉区国分町二丁目5-18コロニアルビル2階 仙台エリア 022-714-1739 飲食店（酒類提供あり）

萬代 仙台市青葉区本町1-12-2 モンテベルデ花京院1F 仙台エリア 022-397-7437 飲食店（酒類提供あり）

贔屓 仙台市青葉区国分町2-15-2 グランパレビル1階 仙台エリア 022-796-4408 飲食店（酒類提供あり）

隨縁亭 仙台市青葉区中央4丁目1-8 仙台エリア 022-265-5504 飲食店（酒類提供あり）

餃子STANDカワグチ 仙台市青葉区中央1-10-25 仙台エリア 022-797-3399 飲食店（酒類提供あり）

餃天堂 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町3-9-2 プラスビル1F 仙台エリア 022-399-9391 飲食店（酒類提供あり）

鮨 和こう 仙台市青葉区国分町2-12-5 凱旋門ビル1F 仙台エリア 022-393-6808 飲食店（酒類提供あり）

鮨の遊彩 仙台市宮城野区幸町3丁目3番1号YSKコーポ103 仙台エリア 022-256-7588 飲食店（酒類提供あり）

http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://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.sanshokumonaka.jp/
http://www.sanshokumonaka.jp/
http://www.sanshokumonaka.jp/
http://www.sanshokumonaka.jp/
http://gfplam.com/
http://gfplam.com/
http://fujita-seisaku.co.jp/
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http://www.koujinosato.com/
https://nitarou-ekimae.gorp.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ000030425/
https://mandai.owst.jp/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/
https://sushi-wakou.com/
https://www.yousai.link/

