
加盟店名称 漢字設置店舗名 業種 漢字設置場所 接続電話番号
サーフ　トリトン サーフトリトン スポーツ用品 亘理郡亘理町長瀞南原３２番地６ 0223-34-7577
クロサキ自動車 クロサキ自動車 整備工場 亘理郡亘理町長瀞字中橋３０－１ 0223-34-1133
谷津綿店 谷津綿店 寝具 亘理郡亘理町字北新町３ 0223-34-1330
馬上かまぼこ店　亘理さざんか通り店 馬上かまぼこ店　さざんか通り店 食品 亘理郡亘理町字中町東２０８－１ 000-000-0000
旬魚鮨の店　あら浜 旬魚　鮨の店　あら浜 飲食 亘理郡亘理町荒浜中野１８３－９ 0223-00-0000
わたり温泉　鳥の海 わたり温泉　鳥の海 ホテル 亘理郡亘理町荒浜築港通り４１－２ 0223-35-2744
リアル　サーフ リアルサーフ スポーツ用品 亘理郡亘理町荒浜字築港通り３４－２５ 0223-36-9664
ホンマモーター ホンマモーター 整備工場 亘理郡亘理町逢隈中泉字的場１０８－３ 0223-34-3053
南仙台ヨコハマタイヤサービス タイヤガーデン亘理 カー用品 亘理郡亘理町逢隈上郡字上３８ 0223-34-8839
スズキシヨツプ　わたり スズキショップ　わたり 整備工場 亘理郡亘理町逢隈上郡字上２６４ 0223-34-7511
石川自動車 株式会社石川自動車 整備工場 亘理郡亘理町逢隈上郡字上２４１ 0223-34-1227
和風レストラン田園　亘理店 和風レストラン田園　亘理店 飲食 亘理郡亘理町逢隈上郡字上１４７ 0223-34-8760
馬上かまぼこ店　本店 馬上かまぼこ店　本店 食品 亘理郡亘理町逢隈鹿島字西鹿島６２番地 000-000-0000
餃子のやまちゃん 餃子のやまちゃん 食品 亘理郡亘理町逢隈高屋柴北１３３－２ 0223-35-7953
フラワーショップ花物語　亘理店 花物語　亘理店 生花 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００みやぎ生協内 000-000-0000
鎌田呉服店 レディスカマタ　亘理店 呉服 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００－Ａ 0223-32-2598
ヘアメイクアーク　亘理店 ヘアメイクアーク亘理店 美容室 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００ 0223-29-4401
みやぎ生協 みやぎ生協　亘理店 スーパー 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００ 0223-33-0670
ダイシン亘理店 ダイシン　亘理店 ホームセンター亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００ 0223-33-1137
くすりのおおくま くすりのおおくま 薬局 亘理郡亘理町逢隈下郡字明神１７４－２ 0223-34-8667
和風レストラン田園　山元店 和風レストラン田園　山元店 飲食 亘理郡山元町小平字須崎１ 0223-37-0334
ワタキＰＲＯ ワタキプロ ホームセンター亘理郡山元町山寺字新清水３５ 0223-37-0118
総合衣料の森屋 有限会社　総合衣料の森屋 衣料 亘理郡山元町山寺字山下７３ 0223-37-0002
車や　ＪＯＢＡＮ ジェミニオート常磐山元 整備工場 亘理郡山元町山寺字作田山６０－１ 0223-37-3321
ナルケ自動車 ナルケ自動車 整備工場 亘理郡山元町高瀬字南下高瀬９８ 0223-37-0631
テクノボディ・ナルケ テクノボディ　ナルケ 整備工場 亘理郡山元町高瀬字南下高瀬８０ 0223-37-0991
せとや せとや 衣料 名取市閖上１－４０２－５Ｅ－９街区１画地 022-281-8828
牛たん炭焼　利久　岩沼店 牛たん炭焼　利久　岩沼店 飲食 名取市堀内北竹８５－７ 0223-25-3277
ほこだて仏光堂　仙台南店 ほこだて仏光堂　仙台南店 仏壇・仏具 名取市堀内北竹１５３－１ 03-0000-0000
工キング　宮城岩沼店 工キング　宮城岩沼店 ディスカウント・リサイクル名取市堀内南竹７５－４ 0223-23-0795
ミスタータイヤマン岩沼インター ミスタータイヤマン　岩沼センタ カー用品 名取市堀内南１６５－２ 0223-22-2949
Ｎａｔｕｒａｌ美田園店 Ｎａｔｕｒａｌ　美田園店 美容室 名取市美田園６－３－３－１０６ 022-398-8580
フジヤ フジヤ　名取店 衣料 名取市飯野坂３丁目５－１０イオンタウン名取２階 03-0000-0000
高橋ボデー 高橋ボデー 整備工場 名取市飯野坂３丁目４－６４ 022-384-1309
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　サン・ クリーニング 名取市飯野坂３丁目４５０－３ 022-242-2060
サンサンオート サンサンオート 整備工場 名取市飯野坂３丁目１－１７ 022-796-3099
日誠オート 日誠オート 整備工場 名取市飯野坂３－３－５５ 022-382-1281
末廣寿司　分店 末広寿司分店 飲食 名取市飯野坂２－１－１２ 022-384-8388
仙南ガス 仙南ガス キッチン・ガス用品名取市杜せきのした５丁目３１－９ 090-0000-000
ハードオフ　オフハウス オフハウス　名取杜せきのした店 ディスカウント・リサイクル名取市杜せきのした５－５－２アクロスプラザ杜せきのした 022-796-7223
パリーミキ オプティク　パリミキ　イオンモ メガネ 名取市杜せきのした５－３－１イオンモール名取３Ｆ 022-383-7927
牛たん炭焼　利久　名取店 牛タン炭焼　利休　名取店 飲食 名取市田高南９－１ 03-0000-0000
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台名取店 レンタカー 名取市田高字沢目６３－１ 022-384-0100
カーコンビニ倶楽部　ＮＡ名取店 カーコンビニ倶楽部ＮＡ名取店 整備工場 名取市田高字原３２１－１ 022-381-6556
コクピット　名取 コクピット名取 カー用品 名取市田高字原２１０ 022-382-3169
レディースイエロー レディースイエロー 衣料 名取市大手町５－１－５ 090-6780-6330
アンダンテ アンダンテ 美容室 名取市大手町１丁目３－１ 022-281-8377
仙臺カネタヤ　ミニカーショップオールサン ミニカーショップオールサンズ 玩具 名取市大曲藤木３９ 022-385-1174
寿三色最中本舗 寿三色最中本舗　名取店 食品 名取市増田柳田２５４－３ 022-384-4939
阿部時計店 阿部時計店 宝石・時計 名取市増田柳田１０－１ 022-382-3754
オグシ　ヘアー　リラックス オグシ　ヘアー　リラックス 美容室 名取市増田字柳田５１－１－１Ｆ 022-384-5631
寿三色最中本舗 寿三色最中本舗　名取 食品 名取市増田字柳田２５４－３ 022-384-4939
お仏壇　墓石あさの お仏壇　墓石　あさの 仏壇・仏具 名取市増田字柳田１３５－１ 022-384-3535
ミヤギオート（株） ミヤギオート　仙南営業所 整備工場 名取市増田字北谷２４７－１ 022-111-1111
ホンダカーズ宮城中央　名取中央店 ホンダカーズ宮城中央　名取中央 カーディーラー名取市増田関下６３４－１ 022-382-3171
ホンダカーズ宮城中央名取中央店Ｕ－Ｓｅｌ ホンダカーズ名取中央店オートテ カーディーラー名取市増田関下雑貨・手芸－１ 022-381-5441
ホンダカーズ宮城中央名取中央店Ｕ－Ｓｅｌ ホンダ名取中央店オートテラスコ カーディーラー名取市増田関の下雑貨・手芸－１ 022-381-5441
ホンダカーズ宮城中央　名取バイパス店 ホンダカーズ宮城中央　名取ＢＰ カーディーラー名取市増田７丁目１３―２６ 022-384-3922
ホンダカーズ宮城中央　名取バイパス店 ホンダカーズ宮城中央名取バイパ カーディーラー名取市増田７丁目１３－２６ 022-384-3922
日産プリンス宮城販売　名取店 日産プリンス宮城　名取店 カーディーラー名取市増田７丁目１３－２１ 022-382-2181
宮城三菱自動車　名取店 宮城三菱自販　名取店 カーディーラー名取市増田７－１５－１５ 022-384-6341
ホンダカーズ宮城中央　名取バイパス店 ホンダカーズ宮城中央　名取バイ カーディーラー名取市増田７－１３－２６ 022-384-3922
日産プリンス宮城販売　名取店 日産プリンス宮城販売　名取店 カーディーラー名取市増田７－１３－２１ 022-382-2181
ランゼル ランゼル 整備工場 名取市増田５丁目２－４ 022-383-3777
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ名取店 カーディーラー名取市増田５－７－１６ 022-384-1241
メガネの相沢 メガネの相沢　名取店 メガネ 名取市増田５－１８－４２ 022-384-0248
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　名取店 カーディーラー名取市増田５－１７－１６ 022-384-1241
うさぎ薬品 うさぎ薬品 薬局 名取市増田５－１－１２ 022-383-0880
馬上かまぼこ店　名取店 馬上かまぼこ店　名取店 食品 名取市増田４－１－１２ 000-000-0000
コナカ コナカ　名取店 男性既製服 名取市増田３丁目９－２８ 03-0000-0000
南仙台ヨコハマタイヤサービス 南仙台ヨコハマタイヤサービス カー用品 名取市増田３丁目８－４８ 022-384-1050
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城名取駅前 レンタカー 名取市増田３丁目１０－１９ 022-381-0100
油屋星呉服店 油屋　星　呉服店 呉服 名取市増田３－３－１８ 022-382-2327
セサミカンパニー ギャラリースペースセサミ 衣料 名取市増田２丁目３－１１ 03-0000-0000
上州屋 名取店 スポーツ用品 名取市増田１丁目１６－３２ 03-0000-0000
中央薬局 中央薬局 薬局 名取市増田１－１３－１２ 022-384-1783
イエローハット イエローハット名取南店 カー用品 名取市植松入生８３－３ 022-748-6988
宮城日産自動車名取店 宮城日産自動車　名取店 カーディーラー名取市植松田野部８６ 022-384-7041
ダイシャリン ダイシャリン　本部 自転車・バイク名取市植松字入生３９４－１ 022-796-7401
ダイシャリン ダイシャリン　名取店 自転車・バイク名取市植松字入生３９４ 022-382-1001
Ｂｏｄｙ車検センター Ｂｏｄｙ車検センター 整備工場 名取市植松字入生３３４－１ 022-384-8080
日産サティオ宮城　名取店 日産サティオ宮城　名取店 カーディーラー名取市植松字入生１０１－１ 022-384-2711
宮城日産自動車名取店 宮城日産　名取店 カーディーラー名取市植松字田野部８６ 022-384-7041
名取自動車整備工場 名取自動車整備工場 整備工場 名取市植松錦田７６－３ 022-382-0246
東北三菱 東北三菱空港営業所 カーディーラー名取市植松１－１ 022-382-5579
やまなか家　名取店 やまなか家　名取店 飲食 名取市上余田千上刈田２４６－２ 03-0000-0000
スタジオアミ　名取館 スタジオアミ　名取館 カメラ 名取市上余田千刈田５６８－１ 022-397-7756
デンコードー デンコードー 家電 名取市上余田字千刈田４６６ 022-382-8825
ブックオフプラス仙台南バイパス店 ブックオフプラス仙台南バイパス 雑貨・手芸 名取市上余田字千刈田２３１－１ 022-397-6661
センター薬局 センター薬局 薬局 名取市小山２－２－４３ 022-384-1607
ヘアメイクアーク　名取店 ヘアーメイクアーク名取店 美容室 名取市手倉田字八幡６１２ 022-398-3453
みやぎ生協 みやぎ生協　名取西店 スーパー 名取市手倉田字八幡６１２ 022-382-2089
梵天食堂　名取店 梵天食堂　名取店 飲食 名取市手倉田字諏訪５３２－１ラスティコート１Ｆ 022-382-7050
鐘崎 かまぼこの鐘崎　仙台南店 食品 名取市高舘熊野堂余方中東２８ 022-386-2424
タイヤショップ　クルース タイヤショップクールス カー用品 名取市高舘熊野堂字余方中東３２ 022-386-5207
菓匠三全 菓匠三全　仙台南インター店 食品 名取市高舘熊野堂字余方中東１７－１ 022-386-3011
テクニカルプロデュース　アチーヴ テクニカルプロデュース　アチー 整備工場 名取市高舘熊野堂字余方上２ 022-381-2126
テクニカルプロデュース　アチーヴ テクニカルプロデュースアチーヴ 整備工場 名取市高舘熊野堂字余方上２ 022-381-2126
ＴＲＥＫ　ＦＩＥＬＤ ＴＲＥＫ　ＦＩＥＬＤ 自転車・バイク名取市高舘熊野堂字余方上１２－１２ 022-381-3088
タイヤ　ナビ タイヤナビ カー用品 名取市高舘熊野堂字余方上１２－１２ 022-381-3755
小林技研 小林技研 整備工場 名取市高舘吉田字東内舘３６－６ 022-382-2255
菓匠三全　仙台南インター店 菓匠三全仙台南インター店 食品 名取市高館熊野堂字余方中東１７－１ 022-386-3011
宮城フエンダーサービス （有）宮城フェンダーサービス 整備工場 名取市下余田字木戸２０－３ 022-384-1856
久豊 久豊 整備工場 名取市下増田北原東１７０番 022-397-8431
ワタナベホームガーデン ワタナベホームガーデン 生花 名取市愛島北目山崎１４ 022-384-1749
仙台空港カントリークラブ 仙台空港カントリ－クラブ ゴルフ場 名取市愛島北目２－６６ 022-382-2111
仙台空港カントリークラブ 仙台空港カントリークラブ ゴルフ場 名取市愛島北目２―６６ 022-382-2111
名取ゴルフガーデン 名取ゴルフガーデン ゴルフ場 名取市愛島小豆島字島東３２４ 022-384-1131
仙台カントリークラブ 仙台カントリークラブ ゴルフ場 名取市愛島笠島南北沢１－８ 022-000-0000
森の芽ぶきたまご舎　愛島本店 森の芽ぶき　たまご舎　愛島本店 食品 名取市愛島笠島字上平８８－３ 022-381-0095
（株）伊藤チェーン　名取店 伊藤チェーン　名取店 スーパー 名取市愛島塩手字前野田４８－１０ 022-381-1415
時計宝石　コイケ 時計宝石コイケ 宝石・時計 名取市ゆりが丘４－６－１４ 022-386-1554
カツラ　ユミ 仙台ゆりが丘マリアージュアンヴ 仏壇・仏具 名取市ゆりが丘１丁目１８－１ 022-386-家具1
カツラ　ユミ 仙台ゆりが丘マリアージュ・アン 仏壇・仏具 名取市ゆりが丘１－１８－１ 022-386-家具1
小野寺家具店 有）小野寺家具店 家具 本吉郡本吉町津谷松岡６３ 0226-42-3105



まるげん呉服 まるげん呉服店 呉服 本吉郡本吉町津谷松岡２９ 0226-42-3058
南三陸まなびの里　いりやど 南三陸まなびの里いりやど ホテル 本吉郡南三陸町入谷字鏡石５番３ 0226-25-9502
おしゃれ空間　Ｌｉｐｓ おしゃれ空間　Ｌｉｐｓ 化粧品 本吉郡南三陸町志津川字五日町２０１－５ 0226-29-6627
南三陸ホテル観洋 南三陸ホテル観洋 ホテル 本吉郡南三陸町志津川黒崎９９－１７ 03-0000-0000
季節料理　志のや 季節料理　志のや 飲食 本吉郡南三陸町志津川御前下６２－４ 0226-47-1688
（株）ヤマウチ　さんさん商店街店 ヤマウチさんさん商店街店 食品 本吉郡南三陸町志津川五日町５１－Ｆ棟－１ 0226-46-2159
弁慶鮨 弁慶鮨 飲食 本吉郡南三陸町志津川五日町５１Ｅ－１ 0226-46-5141
オーイング菓子工房Ｒｙｏ オーイング菓子工房Ｒｙｏ 食品 本吉郡南三陸町志津川五日町５１－Ｂ－７ 03-0000-0000
佐良スタジオ 佐良スタジオ カメラ 本吉郡南三陸町志津川五日町５１－Ｂ－１ 03-0000-0000
ちばのり店 ちばのり店 食品 本吉郡南三陸町志津川五日町５１－Ａ－２ 03-0000-0000
フレンズくまがい フレンズくまがい 文具 本吉郡南三陸町志津川五日町２０１－５さんさん商店街Ｂ－ 0226-46-3237
たまや電気商会 パナックたまや 家電 本吉郡南三陸町志津川五日町２０１－５－Ｃ４ 0226-46-2234
おしゃれ空間　Ｌｉｐｓ おしゃれ空間Ｌｉｐｓ 化粧品 本吉郡南三陸町志津川五日町２０１－５ 0226-29-6627
阿部茶舗 阿部茶舗 食品 本吉郡南三陸町志津川五日町２０１－５ 0226-46-3202
歌津小太郎　本店 歌津小太郎本店 食品 本吉郡南三陸町歌津字管の浜５５－１ 0226-36-3655
ナカノ電気商会 ナカノ電気商会 家電 本吉郡南三陸町歌津字伊里前９６－１ 0226-36-2072
マルエー マルエー 衣料 本吉郡南三陸町歌津伊里前９６－１ 0226-36-2051
カネカ カネカ 衣料 本気仙沼市本吉町赤牛３０－１ 0226-44-3366
石焼ステーキ贅　宮城明石台店 石焼ステーキ贅　宮城明石台店 飲食 富谷市明石台６丁目１―２０ 022-371-0131
みやぎ生協 みやぎ生協　明石台店 スーパー 富谷市明石台６－１－３９ 022-218-6呉服
ラグノオみやぎ生協明石台店 ラグノオみやぎ生協明石台店 食品 富谷市明石台６－１－３９ 022-776-0331
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協明 クリーニング 富谷市明石台６－１－３９ 022-375-3791
ＭＡＫＥ ＭＡＫＥ 整備工場 富谷市富谷原前南７１ 022-348-6166
ｈａｉｒ　ｃｏｔｔａｇｅ　ＧＩＦＴ ｈａｉｒｃｏｔｔａｇｅＧＩＦＴ 美容室 富谷市富ヶ丘３丁目４－２０ 03-0000-0000
プチアンヌ プチアンヌ 衣料 富谷市富ヶ丘２－２６－１５ 022-358-2240
ＭＯＴＯＴＥＣ－Ｒ４ ＭＯＴＯＴＥＣ　Ｒ４ 自転車・バイク富谷市富ケ丘１－１－３３ 022-358-6952
ＭＯＴＯＴＥＣ－Ｒ４ ＭＯＴＯＴＥＣ－Ｒ４ 自転車・バイク富谷市富ヶ丘１－１－３３ 022-358-6952
美容室　ユア・マージュ大富店 美容室ユア・マージュ　大富店 美容室 富谷市日吉台２－２４－４ 022-348-医療5
ホンダカーズ宮城　富谷店 ホンダカーズ宮城富谷店 カーディーラー富谷市大清水１－３１－１ 022-341-1038
Ｎａｔｕｒａｌ富谷店 Ｎａｔｕｒａｌ富谷店 美容室 富谷市成田４丁目１８－５新富谷ガーデンシティプラザ１０ 022-208-3192
新とみやはりきゅう整骨院 新とみやはりきゅう整骨院 医療 富谷市成田３丁目１１－１７ 022-342-0337
スタジオアミ富谷館 スタジオアミ富谷館 カメラ 富谷市上桜木一丁目１－２ 022-358-8359
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　富谷店 カーディーラー富谷市上桜木１丁目１－９ 022-348-0310
富谷自動車学校 富谷自動車学校 自動車学校 富谷市三ノ関膳部沢上１１－３ 022-358-8787
仙台クラシックゴルフ倶楽部 仙台クラシックゴルフ倶楽部 ゴルフ場 富谷市今泉三ツ沢１４－３ 022-358-1144
プリンスメガネ プリンスメガネ メガネ 富谷市ひより台２丁目４－１８ 022-358-3166
スナック　スマイル スナック　スマイル 飲食 白石市柳町８３パ－クビル 090-8928-032
東天閣 東天閣 飲食 白石市柳町２９番地 03-0000-0000
メガネセンター　白石店 メガネセンター白石店 メガネ 白石市柳町１ 0224-24-レンタカー0
和光 マーガレット和光 衣料 白石市本町１８ 0224-24-自転車・バイク2
遠藤屋 遠藤屋 化粧品 白石市本町１４ 03-0000-0000
菓匠三全　白石本町店 菓匠三全　白石本町店 食品 白石市本町１０５ 0224-25-5811
みやぎ蔵王白石スキー場 宮城蔵王白石スキー場 レジャー施設 白石市福岡八宮字不忘山無番地 0224-24-8267
シマヌキタイヤ シマヌキタイヤ カー用品 白石市福岡長袋字八斗薪１３－２ 0224-25-2851
シマヌキタイヤ 島貫タイヤ カー用品 白石市福岡長袋字高畑４１ 0224-25-2851
佐竹ゴム工業所 佐竹ゴム工業所　サービスセンタ カー用品 白石市福岡長袋字下河原６０－１ 0224-26-2456
ホンダカーズ宮城　白石店 ホンダカーズ宮城　白石店 カーディーラー白石市福岡長袋字下河原５８ 0224-26-9661
南蔵王自動車学校 南蔵王自動車学校 自動車学校 白石市福岡長袋字下河原１５ 0224-25-2381
四季の宿　みちのく庵 四季の宿　みちのく庵 ホテル 白石市福岡蔵本字狐峯３－４－５ 0224-26-2111
一條旅館 時音の宿湯主一條 ホテル 白石市福岡蔵本字鎌先１－４８ 0224-26-2151
鈴木屋旅館 すずきや旅館 ホテル 白石市福岡蔵本字鎌先１－３３ 0224-25-4755
四季の宿　みちのく庵 四季の宿みちのく庵 ホテル 白石市福岡蔵本狐峯３－４－５ 03-0000-0000
一條旅館 時音の宿　湯主一條 ホテル 白石市福岡蔵本鎌先１－４８ 03-0000-0000
鈴木屋旅館 鈴木屋旅館 ホテル 白石市福岡蔵本鎌先１－３８ 03-0000-0000
宮城日産自動車　白石店 宮城ニッサン自動車　白石店 カーディーラー白石市福岡深谷字佐久来１２２－４ 0224-25-9履物
日産プリンス宮城販売　白石店 日産プリンス宮城　白石店 カーディーラー白石市八幡町８－４５ 0224-25-8721
ドコモショップ白石店 ドコモショップ　白石店 携帯電話 白石市八幡町４２６－１ 0224-22-1234
ヘアメイクアーク　セラビ白石店 ヘアメイクアーク白石店 美容室 白石市八幡町１１－１ 0224-24-5205
鎌田呉服店 レディスカマタ　シロイシテン 呉服 白石市八幡町１１－１ 0224-25-7113
えこ・もーど　みやぎ生協セラビ白石店 えこ・もーど　みやぎ生協セラビ 衣料 白石市八幡１１－１みやぎ生協セラビ白石店２階 0224-25-5573
東天閣 しんしん亭 飲食 白石市堂場前４５－７ 03-0000-0000
高橋輪店 高橋輪店 自転車・バイク白石市東小路１０３－３ 0224-26-3538
紅屋 紅屋 化粧品 白石市中町３８ 0224-26-2734
マルハン マルハン 衣料 白石市中町１７ 0224-26-2310
フジヤ フジヤ　白石店 衣料 白石市大平森合森合沖８３ 03-0000-0000
ブックＴＯＷＮ白石店 ブックＴＯＷＮ白石店 書籍 白石市大平森合字森合沖７６－１ 0224-26-6080
太平自動車修理工場 太平自動車修理工場 整備工場 白石市大鷹沢大町字大門畑１９－７ 0224-25-カー用品7
東新自動車 東新自動車 整備工場 白石市大鷹沢三沢字大師堂８８ 0224-26-3802
旬彩処　ひがし小路 ひがし小路 飲食 白石市大手町４－３ 03-0000-0000
はたけなか製麺（株） はたけなか製麺（株） 食品 白石市大手町４－１１ 0224-25-0111
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリ－ニング　ヨ－ク クリーニング 白石市大手町１－８ 0224-26-1061
セレクトショップヤシマ セレクトショップヤシマ 衣料 白石市西益岡町２－１０ 0224-26-3305
フィッシャーマン釣具館 フィッシャーマン釣具館 スポーツ用品 白石市城北町６－６ 0224-26-2312
アメリカ屋 アメリカ屋白石店 衣料 白石市城南１－２－２３ 0224-26-1337
ホテルいづみや ホテルいづみや ホテル 白石市小原湯元９ 0224-36-3001
ホテルいづみや ホテルいずみや ホテル 白石市小原字湯元９ 0224-29-2221
きちみ製麺 きちみ製麺 食品 白石市字本町４６ 0224-26-2484
ナガハシ ナガハシ 宝石・時計 白石市字本町１０５ 0224-25-1188
ナガハシ ナガハシ本店 宝石・時計 白石市字本町１０５ 0224-25-1188
家具のオオサワ 家具のオーサワ 家具 白石市字本鍛冶小路６ 080-0000-0000
藤よし 藤よし 飲食 白石市字長町５３ 0224-26-2423
靴のワタナベ 靴のワタナベ 靴 白石市字中町３９－１ 0224-26-2277
大庭スポーツ 大庭スポーツ スポーツ用品 白石市字中町３５－１ 0224-25-2072
丸吉 丸吉 呉服 白石市字中町３ 0224-25-0156
茂泉時計店 茂泉時計店 宝石・時計 白石市字中町２９－１ 0224-26-2021
馬上かまぼこ店　白石店 馬上かまぼこ店　白石店 食品 白石市字沢目８－３ 000-000-0000
小料理　纜 小料理　纜 飲食 白石市字沢目１５－１７ 0224-25-4484
オートパル オートパル 整備工場 白石市斎川伊具田２５－１ 080-0000-000
ムッシュ太田　矢本店 ムッシュ太田　矢本店 美容室 東松島市矢本町浦１３５ 0225-00-0000
菓匠三全　矢本ヨークベニマル店 菓匠三全　矢本ヨークベニマル店 食品 東松島市矢本字町浦１３５ 0225-83-4921
きものセンター彩 きものセンター　彩 衣料 東松島市矢本字上新沼１９－２ 0225-82-6477
まるみ矢本 ＭＡＲＵＭＩ 衣料 東松島市矢本字栄町５９－１ 0225-82-3018
オートサービス　スガ原 オートサービススガ原（株） 整備工場 東松島市大曲字権右ェ門下９４ 0225-90-4844
フリーサイド　サーフ フリーサイドサーフ スポーツ用品 東松島市赤井字有明２５－７ 0225-83-5611
ギャルソン・リエ ギャルソン・リエ 化粧品 東松島市赤井字新川前３４－６ 0225-83-4308
ダイシン矢本店 ダイシン　矢本店 ホームセンター東松島市赤井字新川前２８－６ 0225-83-4147
ミタカモーター ミタカモーター 整備工場 東松島市赤井高田８６－２ 0225-00-0000
フジヤ フジヤ矢本店 衣料 東松島市小松上浮足４３ 0225-84-1601
ｈａｉｒｍａｋｅ　ＰＲＯＵＤ　ｄｕＯ ヘアメイク　プラウド　デュオ 美容室 東松島市小松字谷地２２６ 0000-00-0000
ジョリ　マダム ジョリ　マダム 衣料 東松島市小松字下砂利田１３５－６ 0225-83-1477
イトウ自動車 イトウ自動車 整備工場 登米市米山町中津山瀬ケ崎２０番地１ 0220-55-1091
オートサービスササキ オートサービスササキ 整備工場 登米市米山町西野字藤渡戸４８－２ 0220-55-4380
たかはしタイヤ たかはしタイヤ カー用品 登米市迫町北方字日向前下７ 0220-22-6659
及川タイヤ商会　本店 ミスタータイヤマン佐沼 カー用品 登米市迫町森字平柳２５８－２ 0220-22-4429
くんぺる直売マーケット くんぺる直売マーケット 食品 登米市迫町新田字前沼１４９－７ 0220-28-2986
ボディーショップ　ハサマ ボディーショップ　ハサマ 整備工場 登米市迫町新田字下品ノ浦９８－５ 0220-28-2152
ＳＴショッパーズ ＳＴショッパーズ 男性既製服 登米市迫町佐沼末広４９ 03-0000-0000
フィッシング　サンリバー フィッシングサンリバー スポーツ用品 登米市迫町佐沼梅ノ木５－１－８ 0220-22-子供服2
メガネトケイの千葉 メガネトケイの千葉 宝石・時計 登米市迫町佐沼的場２４－１ 0220-22-3158
モードステーション モードステーション 衣料 登米市迫町佐沼中江４－８－７ 0220-22-6273
ベンクラブ ベンクラブ 男性既製服 登米市迫町佐沼中江２－５－４ 0220-22-6430
宮交観光サービス 佐沼旅行センター 旅行 登米市迫町佐沼中江２－３－１ 0220-22-2610
ＭＯＤＥ鈴屋 ＭＯＤＥ鈴屋 衣料 登米市迫町佐沼西佐沼６９ 03-0000-0000
うまい鮨勘 うまい鮨勘　佐沼支店 飲食 登米市迫町佐沼新飯島西６ 03-0000-0000
Ｍａｋｅ　Ｄｏｌｌ Ｍａｋｅ　Ｄｏｌｌ 化粧品 登米市迫町佐沼字八幡３－３－５ 0220-23-7161
ドコモショップ　佐沼梅ノ木店 ドコモショップ　佐沼梅ノ木店 携帯電話 登米市迫町佐沼字八幡１－１－５ 0220-23-2251



メガネの相沢 メガネの相沢　佐沼店 メガネ 登米市迫町佐沼字萩洗２－６－１ 0220-23-1841
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　佐沼店 カーディーラー登米市迫町佐沼字萩洗２－３－８ 0220-22-3011
宮城ダイハツ販売（株）（佐沼店） 宮城ダイハツ販売　佐沼店 カーディーラー登米市迫町佐沼字萩洗２－３－１ 0220-23-1201
日産サティオ宮城　迫店 日産サティオ宮城　迫店 カーディーラー登米市迫町佐沼字萩洗１－１－６ 0220-22-3196
宮城三菱自動車　佐沼店 宮城三菱自販　佐沼店 カーディーラー登米市迫町佐沼字萩洗１－１－１ 0220-22-7ペット・ペット用品
アクティブオート アクティブオート 整備工場 登米市迫町佐沼字梅ノ木５－３－４ 0220-21-0005
フィッシング　サンリバー フィッシング　サンリバー スポーツ用品 登米市迫町佐沼字梅ノ木５－１－８ 0220-22-子供服2
タイヤ館　佐沼 タイヤ館　佐沼 カー用品 登米市迫町佐沼字梅ノ木３－８－２０ 0220-22-8家電
宮交観光サービス 宮交観光サービス（株）佐沼旅行 旅行 登米市迫町佐沼字中江二丁目３－４ 0220-22-2610
日産プリンス宮城販売　迫店 日産プリンス宮城　迫店 カーディーラー登米市迫町佐沼字中江５－４－４ 0220-22-6623
サトー家具商会 サトー家具商会 家具 登米市迫町佐沼字中江４丁目３－４ 0220-22-文具1
シューズソルト シューズ　ソルト 靴 登米市迫町佐沼字中江４－９－５ 0220-22-ペット・ペット用品7
ピエールボア ピエールボア 衣料 登米市迫町佐沼字中江４－２－７ 0220-22-6556
田口セイコ－堂 田口セイコー堂 宝石・時計 登米市迫町佐沼字中江２丁目２－８ 0220-22-2744
メガネの西舘 メガネの西舘 メガネ 登米市迫町佐沼字中江１丁目１０－２ 0220-22-3703
ダイシャリン ダイシャリン　佐沼店 自転車・バイク登米市迫町佐沼字中江１－１２－６ 0220-22-8434
メガネの西舘 メガネの西館 メガネ 登米市迫町佐沼字中江１－１０－２ 0220-22-3703
小竹精肉店 小竹精肉店 食品 登米市迫町佐沼字西佐沼６２ 0220-22-2220
カドチョー カドチョ－ 衣料 登米市迫町佐沼字西佐沼５５ 0220-22-2141
カドチョー カドチョー 衣料 登米市迫町佐沼字西佐沼５５ 0220-22-2141
ビューティーサロンフレンド　佐沼店 ビューティーサロンフレンド 美容室 登米市迫町佐沼字西佐沼１２７の３ 0220-22-2605
結城産婦人科医院 結城産婦人科医院 医療 登米市迫町佐沼字小金丁２２－５ 0220-22-3252
宮城日産自動車　佐沼店 宮城日産　佐沼店 カーディーラー登米市迫町佐沼字光ヶ丘１６１ 0220-22-2615
三浦京染店 三浦京染店 呉服 登米市迫町佐沼字光ヶ丘１５５－２ 0220-23-0080
菅野自動車商会 菅野自動車商会 整備工場 登米市迫町佐沼字錦１３７ 0220-22-2410
秀美堂　はさま本店 ファッションモードいとう店 衣料 登米市迫町佐沼字下田中５３－７ 0220-22-2423
リ　ボ―テコーセー リボーテコーセー 化粧品 登米市迫町佐沼江合２－１－５ 0220-22-美容室0
コナカ コナカ　佐沼店 男性既製服 登米市迫町佐沼江合１－９－４ 03-0000-0000
宮城日産自動車　佐沼店 宮城日産自動車　佐沼店 カーディーラー登米市迫町佐沼光ヶ丘１６１ 0220-22-2615
シブヤスタジオ シブヤスタジオ カメラ 登米市迫町佐沼２－４－２５ 0220-22-9591
おてんとさん　南方店 おてんとさん　南方店 ホームセンター登米市南方町鴻ノ木８９－１ 0220-58-5680
ほしや本店 ほしや 衣料 登米市南方町高石３－１ 0220-58-2011
モードステーションごとう モードステーションごとう　本店 衣料 登米市東和町錦織字大舟渡７ 0220-44-3613
靴のいわぶち 靴のいわぶち 靴 登米市登米町寺池桜小路７６－３ 0220-52-2065
とよま観光物産センター　遠山之里 とよま観光物産センター　遠山之 ギフト・土産 登米市登米町寺池桜小路２ 0220-52-5566
モクモクハウス クラフトショップもくもくハウス 陶器 登米市津山町横山細屋２６－１ 0225-69-2341
日産プリンス宮城販売　中田店 日産プリンス宮城　中田店 カーディーラー登米市中田町石森字本町３８－１ 0220-34-6681
サクセスオート サクセスオート 整備工場 登米市中田町石森字長根１１９ 0220-34-4232
みやぎ生協 みやぎ生協　加賀野店 スーパー 登米市中田町石森字加賀野３－６－１ 0220-34-7373
ハート　ウェーブ ハートウェーブ 衣料 登米市中田町石森字加賀野３－４－１ 0220-34-8177
登米市立上沼診療所 登米市立上沼診療所 医療 登米市中田町上沼字新寺山下５９番地１ 000-000-0000
牛角　佐沼店 牛角　佐沼店 飲食 登米郡迫町佐沼字南佐沼１－５－１０ 0220-21-6282
靴のサトウ 靴のサトウ 靴 登米郡迫町佐沼字錦１３２ 0220-22-3086
名湯秘湯うなぎ湯の宿旬樹庵琢ひで 名湯うなぎの宿琢ひで ホテル 大崎市鳴子温泉星沼２０－９ 03-0000-0000
鳴子峡レストハウス売店 鳴子峡レストハウス売店 ギフト・土産 大崎市鳴子温泉星沼１３－５ 03-0000-0000
ゆさや旅館 ゆさや旅館 ホテル 大崎市鳴子温泉字湯元８４ 0229-83-2クリーニング
鳴子観光ホテル 鳴子観光ホテル ホテル 大崎市鳴子温泉字湯元４１ 0229-83-2333
リゾートパーク　ホテルオニコウベ リゾートパーク　ホテルオニコウ ホテル 大崎市鳴子温泉鬼首字大清水２６－１７ 0229-00-0000
オニコウベスキー場　ショップ オニコウベスキー場ショップ レジャー施設 大崎市鳴子温泉鬼首字小向原９－５５ 0229-86-2111
澤口自動車整備工場 澤口自動車整備工場 整備工場 大崎市田尻大貫字上長根２－２０ 0229-39-0520
カケチ電器商会 カケチ電器商会 家電 大崎市田尻沼部塩加良４６－８ 0229-39-1428
細葉屋 細葉屋 化粧品 大崎市田尻字町１９９ 0229-39-0025
フジヤ フジヤ　鹿島台店 衣料 大崎市鹿島台木間塚小谷地３３３－１ 0229-87-8951
パリーミキ パリミキ　イオンタウン鹿島台店 メガネ 大崎市鹿島台木間塚小谷地２６１－１－１Ｆイオンタウン鹿島台 0229-00-0000
鐘崎 鐘崎　鹿島台店 食品 大崎市鹿島台木間塚小谷地２６１－１ 0229-56-7730
ふとんの伊藤 レディスイトウ　ハナ 寝具 大崎市鹿島台木間塚字小谷地２６１－１ 0229-57-1311
かしまだい中央眼科 かしまだい中央眼科 医療 大崎市鹿島台木間■字小谷地３８３－５ 0229-56-6111
田村タイヤ商会（タイヤガーデン田村） 田村タイヤ商会 カー用品 大崎市鹿島台平渡新屋敷１－５ 0229-56-2256
ファッション　スズヒロ ファッション　スズヒロ 衣料 大崎市鹿島台平渡字東銭神７－２２ 0229-56-5838
シャディサラダ館いちのつぼ シャディサラダ館いちのつぼ ギフト・土産 大崎市鹿島台平渡字佐野前７ 0229-56-2592
清健堂スポーツ 清健堂スポーツ スポーツ用品 大崎市鹿島台平渡字佐野前１３－２ 0229-56-2328
清健堂スポーツ 清健堂 スポーツ用品 大崎市鹿島台平渡佐野前１３－２ 03-0000-0000
鹿野自動車販売 鹿野自動車販売 整備工場 大崎市鹿島台広長字内ノ浦８５－５ 0229-56-4アウトドア用品
シャディサラダ館いちのつぼ ハードウェア　いちのつぼ ギフト・土産 大崎市鹿島台広長字内ノ浦１４９－１ 0229-56-2027
若生　タイヤ 若生タイヤ 整備工場 大崎市三本木南谷地字要害３５２－１ 0229-52-2155
ヨネキ十字堂 ヨネキドラッグ　三本木カウボー 薬局 大崎市三本木南谷地字千刈田１４６ 0229-52-5327
パレット古川店 パレット　古川店 食品 大崎市古川李埣１丁目１３－３１ 0229-24-6660
パレット古川店 パレット古川店 食品 大崎市古川李埣１－１３－３１ 0229-24-8010
ミゾイ時計店 ミゾイ時計店 宝石・時計 大崎市古川北町５－６－２２ 0229-22-1708
宮城三菱自動車　古川店 宮城三菱自販　古川店 カーディーラー大崎市古川北町３－１－３６ 0229-22-2053
カワシマ薬局 漢方薬カワシマ 薬局 大崎市古川北稲葉２丁目１０－５０ 03-0000-0000
スタジオ　スマイル スタジオスマイル カメラ 大崎市古川北稲葉２－６－２６ 0229-24-2233
ｄｏｍａｒｔみやぎ生協古川南店 ｄｏｍａｒｔみやぎ生協古川南店 食品 大崎市古川北稲葉２－１－５ 000-111-1111
みやぎ生協 みやぎ生協　古川南店 スーパー 大崎市古川北稲葉２－１－５ 0229-23-3829
ＶＷ古川 ＶＷ古川 カーディーラー大崎市古川北稲葉２－１１－１ 022-237-0010
宮城ダイハツ販売（株）（古川店） 宮城ダイハツ販売　古川店 カーディーラー大崎市古川北稲葉１丁目２－４３ 0229-22-2257
丸昭自動車整備工場 丸昭自動車整備工場 整備工場 大崎市古川北稲葉１丁目１－５２ 0229-22-1055
ドコモショップ　古川南店 ドコモショップ古川南店 携帯電話 大崎市古川穂波７－１４－５ 0229-21-3186
ＰＲＯＵＤ　ＢＥＬＬＥ ＰＲＯＵＤ　ＢＥＬＬＥ 美容室 大崎市古川穂波６－１－１２ 0229-25-9980
タイヤワールド館ベスト古川店 タイヤワールド館ベスト　古川店 カー用品 大崎市古川穂波３－１－３１ 0229-25-4611
ホンダカーズ宮城中央　古川南店 ホンダーカーズ宮城中央古川南店 カーディーラー大崎市古川南新町６－８ 080-0000-000
ホンダカーズ宮城中央　古川南店 ホンダカーズ宮城中央　古川南店 カーディーラー大崎市古川南新町６―８ 0229-22-2714
シュンサイテイ　ヒデ 旬彩亭　秀 飲食 大崎市古川東町２－１ 0229-23-0071
古川自動車教習センター 古川自動車教習センター 自動車学校 大崎市古川鶴ヶ埣字新江北２５ 0229-23-3080
古川タイヤ商会 古川タイヤ商会 カー用品 大崎市古川中里字江添１５５－１ 0229-22-0657
メガネの相沢 メガネの相沢　古川中里店 メガネ 大崎市古川中里５－１５－４３ 0229-23-3005
Ｓポワール Ｓポワール 美容室 大崎市古川中里３－１１－３ 0229-24-1345
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台　新古川 レンタカー 大崎市古川中里２丁目９－６８ 0229-24-0100
日産サティオ宮城　古川店 日産サティオ宮城　古川店 カーディーラー大崎市古川中島町２－４７ 0229-23-1400
コナカ 紳士服のコナカ　イオンタウン古 男性既製服 大崎市古川沢田筒場浦１５ 0229-27-2611
宮城日野自動車 宮城日野自動車　古川営業部 整備工場 大崎市古川沢田新貝沼５３－１２ 0229-28-5522
協立塗料　古川営業所 協立塗料　古川営業所 整備工場 大崎市古川沢田沼ノ上５－１ 0229-27-1160
スクラム　古川店 スクラム古川店 書籍 大崎市古川沢田字筒場浦１５番 0229-27-1301
ヨネキ十字堂 ヨネキドラッグ　イオンタウン店 薬局 大崎市古川沢田字筒場浦１５イオンタウン古川内 0229-28-自転車・バイク7
美容室ビューティーワン 美容室ビューティーワン 美容室 大崎市古川大幡字原田１０－５ 0229-24-1984
ｄｉｇｈａｉｒ　ＴＲＩＥ ｄｉｇ　ｈａｉｒ　ＴＲＩＥ 美容室 大崎市古川大幡月蔵堤６５－１ 0229-23-0663
オーディン古川バイパス店 オーディン古川バイパス店 ディスカウント・リサイクル大崎市古川大宮８－８－１７ 0229-23-薬局5
ディッグ　ヘア ｄｉｇ　ｈａｉｒ 美容室 大崎市古川大宮７－４－２ 0229-24-2014
ヨネキ十字堂 ヨネキドラッグ　前田店 薬局 大崎市古川大宮１－１－３１ 0229-24-0825
阿部蒲鉾店　古川台町店 阿倍蒲鉾店古川台町店 食品 大崎市古川台町９－８ 03-0000-0000
菓匠三全　古川台町店 菓匠三全古川台町店 食品 大崎市古川台町９－８ 0229-23-3601
三立 三立　古川店 楽器・ＣＤ 大崎市古川台町９－２０リオーネふるかわ内Ｃ１－２ 0229-22-4024
よしだ おとめや 雑貨・手芸 大崎市古川台町９－２０リオーネふるかわ１Ｆ 03-0000-0000
よしだ レディスカジュアルおとめや 雑貨・手芸 大崎市古川台町９－２０－１Ｆリオーネフルカワ 0229-22-6152
やきとりセンター やきとりセンター古川駅前店 飲食 大崎市古川台町８番５号 0229-25-5薬局
やきとりセンター やきとりセンタ－古川駅前店 飲食 大崎市古川台町８－５ 0229-25-5薬局
いろはにほへと いろはにほへと　古川駅前店 飲食 大崎市古川台町７－１５ 0229-22-6311
いろはにほへと いろはにほへと古川駅前店 飲食 大崎市古川台町７－１５ 0229-22-6311
古川中央眼科 古川中央眼科 医療 大崎市古川台町４番３６号 0229-22-6111
レディースモードみうら レディースモード　みうら 衣料 大崎市古川台町４－４２ 0229-22-0420
レディースモードみうら レディースモードみうら 衣料 大崎市古川台町４－４２ 0229-22-0420
コンタクトプラザＤＯ コンタクトプラザＤｏ メガネ 大崎市古川台町４－３６ 0229-22-5963
菓匠三全 菓匠三全　古川台町店 食品 大崎市古川台町３９―１―１１７ 0229-00-0000
寿三色最中本舗 寿三色最中本舗　古川 食品 大崎市古川台町３９－１ 0229-24-0495
かねき かねき 衣料 大崎市古川台町３－４２ 0229-22-0552
かねき ㈱かねき 衣料 大崎市古川台町３－４２ 0229-22-0552



カンノ時計店 カンノ時計店 宝石・時計 大崎市古川台町２－２５ 03-0000-0000
シラトリ （有）シラトリ 宝石・時計 大崎市古川台町２－２４ 0229-22-1132
ゆうび おしゃれな風ゆうび 衣料 大崎市古川台町２－２１ 0229-24-2772
天賞堂 天賞堂 宝石・時計 大崎市古川台町１－７ 0229-23-家具1
靴のココ　スガワラ 靴のココ　スガワラ 靴 大崎市古川台町１０－５ 0229-22-4988
ラ　モード　アサシュウ ラ・モード・アサシュウ 衣料 大崎市古川台町１０－３ 0229-23-8874
吉岡運動具店 吉岡運道具店 スポーツ用品 大崎市古川前田町４－３ 0229-22-0408
粧苑こにしや 粧苑　こにしや 化粧品 大崎市古川西館２－２－２０ 0229-23-3052
ギフトのキムラ 有）ギフトのキムラ ギフト・土産 大崎市古川諏訪三丁目１－１０ 0229-23-8788
カーケアー倶楽部 カーケア倶楽部 整備工場 大崎市古川諏訪２－９－２３ 0229-22-9594
ダイシャリン ダイシャリン　古川店 自転車・バイク大崎市古川諏訪２－９－２２ 0229-23-5544
ダイシン古川 ダイシン　古川店 ホームセンター大崎市古川諏訪２－８－２３ 0229-23-0811
みのくら生花店 みのくら生花店 生花 大崎市古川諏訪２－２－１ 0229-22-4328
上州屋 古川店 スポーツ用品 大崎市古川諏訪２－１２－２４ 0229-22-家電7
古川第一施術院 フルカワ第一施術院 医療 大崎市古川諏訪１丁目５の３２ 0229-23-1230
ヘアースタジオ　Ｃｈｉｉ　Ｊｕｎ ヘアースタジオＣｈｉｉ＆Ｊｕｎ 美容室 大崎市古川諏訪１－４－３１ 0229-22-2740
宮城ダイハツ販売　古川バイパス店 宮城ダイハツ販売　古川バイパス カーディーラー大崎市古川城西２丁目５６－１ 0229-23-9789
メガネの相沢 メガネの相沢　古川４号バイパス メガネ 大崎市古川城西１－１１－３０ 0229-22-4713
伊藤忠エネクスホームライフ東北 伊藤忠エネクスＬＨ東北（株）古 キッチン・ガス用品大崎市古川小野字新鶴巻１２－１ 0229-28-2346
森谷履物店 森屋履物店 履物 大崎市古川十日町７－２６ 0229-22-0493
ヨネキ十字堂 ヨネキ十字堂　十日町店 薬局 大崎市古川十日町６３ 0229-22-0888
ソマキ　ミュージック ソマキ 楽器・ＣＤ 大崎市古川十日町３－１６ 0229-23-3331
ソマキ　ミュージック ソマキミュージック 楽器・ＣＤ 大崎市古川十日町３－１６ 0229-23-3331
佐藤呉服店 佐藤呉服店 呉服 大崎市古川七日町９－３ 0229-22-0026
パンプキンハウス パンプキンハウス 子供服 大崎市古川七日町４－３６ 0229-23-0461
小熊呉服店 小熊呉服店 呉服 大崎市古川七日町４－３５ 0229-22-0409
てんまん てんまん 衣料 大崎市古川七日町３－２ 0229-22-0玩具
たんや利久 牛たん炭焼　利久　古川七日町店 飲食 大崎市古川七日町１１番１号 03-0000-0000
ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ古川バイパス店 楽器・ＣＤ 大崎市古川字城西１５ 0229-21-8201
工キング大崎古川店 工キング　大崎古川店 ディスカウント・リサイクル大崎市古川字鴻ノ巣８５－１ 0229-29-9482
オートウェーブ古川 オートウエーブ古川 カー用品 大崎市古川荒谷字本町東４５ 0229-27-3450
ステラ　コンタクト ステラ　コンタクト メガネ 大崎市古川江合本町２丁目４－３１星眼科ビル 0229-22-7220
ワカミ自動車 ワカミ自動車整備工場 整備工場 大崎市古川江合本町２－４－１ 0229-22-1141
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　古川店 カーディーラー大崎市古川江合錦町２－３－３ 0229-23-1171
宮城日産自動車古川中央店 宮城日産　古川中央店 カーディーラー大崎市古川江合錦町１丁目２－１ 0229-22-1780
ホンダカーズ宮城中央　古川江合店 ホンダカーズ宮城中央　古川江合 カーディーラー大崎市古川江合錦町１－１－３ 0229-22-5411
東北自動車道　長者原ＳＡ下り線 東北自動車道長者原ＳＡ ギフト・土産 大崎市古川宮沢字金堀場 0229-28-3737
東北自動車道　長者原ＳＡ下り線 東北自動車道長者原ＳＡ下り線 ギフト・土産 大崎市古川宮沢字金堀場 000-000-0000
日産プリンス宮城販売　古川店 日産プリンス宮城販売　古川店 カーディーラー大崎市古川休塚字新西田３０ 0229-28-2050
ヨコハマタイヤサービス古川 横浜タイヤサービス古川 カー用品 大崎市古川休塚字三ツ江２５ 0229-28-4811
三塚タイヤ 三塚タイヤ カー用品 大崎市古川休■字目見田２６の３ 0229-28-2289
宮城日産自動車　古川店 宮城日産　古川店 カーディーラー大崎市古川休■字童子川３２－１ 0229-28-2277
日産プリンス宮城販売　古川店 日産プリンス宮城　古川店 カーディーラー大崎市古川休■字新西田３０ 0229-28-4123
レストラン　スギヤマ レストランスギヤマ 飲食 大崎市古川喜多町１－１－２０ 0229-24-5324
アイコンタクト アイコンタクト メガネ 大崎市古川駅南３－３６ 0000-00-0000
フラワープロデュース本店 フラワープロデュース本店 生花 大崎市古川駅東３丁目１３－２ 0229-21-0687
コナカ コナカ　古川駅東店 男性既製服 大崎市古川駅東２丁目１０－２６ 03-0000-0000
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城新幹線古 レンタカー 大崎市古川駅東１丁目１－８ 0229-23-0100
スタジオアミ　古川館 スタジオアミ古川館 カメラ 大崎市古川駅東１－６－２ 0229-25-7601
Ｋａｇｏ８ Ｋａｇｏ８ 衣料 大崎市古川駅前大通４－１４９－１２０１９ビル１Ｆ 0229-24-0280
よきもの　喜沢 ヨキモノ　キザワ 飲食 大崎市古川駅前大通４－１－１０－１Ｆ相沢ビル 0229-24-8544
カルビ大将 カルビ大将　古川駅前店 飲食 大崎市古川駅前大通３－２０－１ 0229-23-4564
カラオケ時遊館 時遊館　古川駅前店 レジャー施設 大崎市古川駅前大通２－３－８ 0229-21-8755
京屋呉服店 京屋呉服店 呉服 大崎市古川駅前大通２－３－３８ 0229-24-1300
ギフトのキムラ クラフト　キムラ ギフト・土産 大崎市古川駅前大通１丁目１４３－３ 03-0000-0000
ヨネキ十字堂 ヨネキドラック　ピボット店 薬局 大崎市古川駅前大通１－７－３５古川駅ビル内 0229-23-3882
フィフス フィフス 衣料 大崎市古川駅前大通１－４－５０一商ビル２Ｆ 0229-23-0007
ブロッサム ブロッサム 衣料 大崎市古川駅前大通１―３―４３ 0229-91-8021
仙台カスタマーセンター ＵＤトラックス　古川支店 カーディーラー大崎市古川稲葉字前田３７ 0229-22-0979
仙北自動車学校 仙北自動車学校 自動車学校 大崎市古川稲葉字新堀２６ 0229-22-1446
工キング大崎古川店 工キング ディスカウント・リサイクル大崎市古川稲葉字鴻ノ巣８５－１ 0229-29-9482
万代古川店 万代　古川店 ディスカウント・リサイクル大崎市古川稲葉字鴻ノ巣１３８ 0229-25-4400
ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｖｏｉｒ ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｖｏｉｒ 化粧品 大崎市古川稲葉１－１－５２ 03-0000-0000
ＨＩＲＡＮＯ　ＶＩＶＡＣＥ ＨＩＲＡＮＯ　ＶＩＶＡＣＥ 美容室 大崎市古川旭４丁目３－５ 0229-23-2667
アールグレイ アールグレイ 衣料 大崎市古川旭２丁目１－５ 0229-22-8118
ヨネキ十字堂 ヨネキ薬局　駅東店 薬局 大崎市古川旭２－４－５ 0229-24-8060
アメリカ屋 アメリカ屋　イオン古川店 衣料 大崎市古川旭２－２－１ 0229-25-4607
あ　ら　伊達な道の駅 あ　ら　伊達な道の駅 ギフト・土産 大崎市岩出山池月字下宮道下４－１ 000-000-0000
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　トラス クリーニング 大崎市岩出山上野目字涎池１７－１ 0229-25-5266
ＳＨＯＪＩ　ＡＮＴＩＱＵＥ ＳＨＯＪＩ　ＡＮＴＩＱＵＥ 家具 大崎市岩出山字東川原町１７－７ 0229-29-9775
岩出山自動車整備 有）岩出山自動車整備工場 整備工場 大崎市岩出山字重蔵１２５ 0229-72-1202
ヘアーサロン　ピュア ヘアーサロンピュア 美容室 多賀城市留ヶ谷２丁目４－１ 022-364-8277
万代多賀城店 万代　多賀城店 ディスカウント・リサイクル多賀城市明月１丁目１６８―１ 022-361-0844
宮城三菱自動車　多賀城店 宮城三菱自販　多賀城店 カーディーラー多賀城市明月１－６１－１ 022-366-3101
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ多賀城店 カーディーラー多賀城市明月１－３２ 022-362-8101
ヘアリゾート　クオリア ヘアリゾートクオリア 美容室 多賀城市八幡４丁目２－１２ 022-703-2175
コスメドブティック　クミ コスメド　クミ 化粧品 多賀城市八幡４－８－３１ 022-364-8922
ギフト＆ファッション　クローバー クローバー洋品店 衣料 多賀城市八幡３－６－２１キムラビル２ＦＡ 022-363-0067
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　多賀城店 カーディーラー多賀城市八幡２丁目１６－３６ 022-361-1360
タイヤ館　ルート４５ タイヤ館　ルート４５ カー用品 多賀城市八幡２－１７－２９ 022-364-0469
タイヤワールド館ベストアウトレットユーズ アウトレットユーズド館　ベスト カー用品 多賀城市八幡１－３－５１ 022-355-7431
タイヤワールド館ベストアウトレットユーズ アウトレットユーズド館ベスト カー用品 多賀城市八幡１－３－５１ 022-355-7431
カラオケ時遊館 時遊館　多賀城店 レジャー施設 多賀城市八幡１－３－４８ 022-361-3211
カルビ大将 カルビ大将　多賀城店 飲食 多賀城市八幡１－３－４６ 022-361-1361
ステーキ宮 ステーキ宮　多賀城店 飲食 多賀城市八幡１－３－４３ 022-365-3815
しゃぶしゃぶ温野菜　多賀城店 しゃぶしゃぶ温野菜多賀城店 飲食 多賀城市八幡１－２－３５アクロスプラザＢ棟 022-361-1344
タイヤワールド館ベスト多賀城店 タイヤワールド館ベスト　多賀城 カー用品 多賀城市八幡１－１－５ 022-366-7811
インドレストランガネーシャ多賀城駅前店 インドレストランガネーシャ多賀 飲食 多賀城市東田中２丁目４０－１ 022-366-7633
アミューズクラブＶ アミューズクラブＶ レジャー施設 多賀城市町前４丁目３－１０－２Ｆ 022-353-5705
焼肉・冷麺ヤマト　多賀城店 焼肉冷麺ヤマト　多賀城店 飲食 多賀城市町前２丁目７－３２ 022-385-7029
お茶の井ヶ田　喜久水庵　多賀城本店 喜久水庵　多賀城本店 食品 多賀城市町前２丁目６－１０ 03-0000-0000
宮城日産自動車　多賀城店 宮城日産　多賀城店 カーディーラー多賀城市町前２丁目１－６ 022-362-1101
やまなか家　多賀城店 やまなか家　多賀城店 飲食 多賀城市町前２丁目１－２２ 03-0000-0000
日産プリンス宮城販売　多賀城店 日産プリンス宮城　多賀城店 カーディーラー多賀城市町前２丁目１－１５ 022-365-9161
白寿殿　多賀城 白寿殿　多賀城 仏壇・仏具 多賀城市町前２丁目１－１２ 022-363-4141
ごんきや ごんきや　多賀城支店 仏壇・仏具 多賀城市町前２－３－１６ 022-111-1111
日産プリンス宮城販売　多賀城店 日産プリンス宮城販売　多賀城店 カーディーラー多賀城市町前２－１－１５ 022-365-9947
たんや利久 牛たん炭焼利久　多賀城店 飲食 多賀城市町前１丁目３番５号 03-0000-0000
たんや利久 利休　多賀城店 飲食 多賀城市町前１丁目３－５ 03-0000-0000
牛角　多賀城店 牛角　多賀城店 飲食 多賀城市町前１－４－２ 022-361-4561
ホンダカーズ宮城北　多賀城店 ホンダカーズ宮城北　多賀城店 カーディーラー多賀城市町前１－３－３ 022-366-2083
ホンダカーズ宮城北　多賀城店 ホンダカーズ宮城北多賀城店 カーディーラー多賀城市町前１－３－３ 022-366-2083
Ｎａｔｕｒａｌ多賀城駅前店 Ｎａｔｕｒａｌ多賀城駅前店 美容室 多賀城市中央二丁目１１－２１キャピタルヒルズＡ１階東側 000-000-0000
ブティック　ハタケヤマ ブティック　ハタケヤマ 衣料 多賀城市中央３―９―１１ 022-309-0241
みやぎ生協 みやぎ生協　多賀城店 スーパー 多賀城市中央３－１１－１２ 022-368-8577
ヘアクルーズピース ヘアクルーズ　ピース 美容室 多賀城市中央２丁目３－３ 03-0000-0000
蔦屋書店　多賀城市立図書館 蔦谷書店多賀城市立図書館 書籍 多賀城市中央２－４－３ 022-368-8860
みやぎ生協 みやぎ生協　大代店 スーパー 多賀城市大代５－４－３０ 022-362-8200
鐘崎 鐘崎　ヤマザワ多賀城店 食品 多賀城市城南２丁目１４－７ 022-309-7754
フラワーショップ花物語　多賀城店 花物語　多賀城店 生花 多賀城市城南２－１４－７ヤマザワ内 000-000-0000
ラグノオ　ヤマザワ多賀城店 ラグノオヤマザワ多賀城店 食品 多賀城市城南２－１４－７ 022-368-8788
ミスティー ミスティー 美容室 多賀城市城南１丁目１９－３２ 022-368-7870
スタジオアミ多賀城館 スタジオアミ　多賀城館 カメラ 多賀城市城南１－１９－２４ 022-389-2776
田口洋蘭園 田口洋蘭園 生花 多賀城市山王山王三区９０－１ 022-000-0000
菓匠　栄太楼　多賀城店 菓匠栄太楼　多賀城店 食品 多賀城市桜木３－３－５０ 022-365-6365
婦人服　花 婦人服　花 衣料 多賀城市桜木１－１－６ 022-367-6286



うさちゃんクリーニング うさちゃんクリーニング多賀城店 クリーニング 多賀城市高崎字水入４７ 022-309-7235
Ｎａｔｕｒａｌ　多賀城店 Ｎａｔｕｒａｌ　多賀城店 美容室 多賀城市高橋４－２１－４ 000-000-0000
ＬＥＮＮＹ ＬＥＮＮＹ 美容室 多賀城市高橋４－２０－１５ 022-368-7衣料
今野屋多賀城店 今野屋多賀城店 衣料 多賀城市高橋２－２５－１ 022-389-1031
関サイクルショップ 関サイクルショップ 自転車・バイク多賀城市高橋２－１８－１ 022-368-9316
みやぎ生協 みやぎ生協　高砂店 スーパー 多賀城市高橋２－１７－３ 022-389-1710
タイヤサービス多賀城店 タイヤサービス多賀城店 カー用品 多賀城市宮内１－３－７ 022-000-0000
瀬戸モータース 瀬戸モータース 整備工場 多賀城市下馬５丁目１－１８ 022-362-3482
瀬戸モータース （有）瀬戸モータース 整備工場 多賀城市下馬５－１－１８ 022-362-3482
ダイシャリン ダイシャリン　多賀城店 自転車・バイク多賀城市下馬５－１－１３ 022-365-0287
ギフトショップ　すずこう ギフトショップ　すずこう ギフト・土産 多賀城市下馬２－１１－１４ 022-365-8850
うまい鮨勘 うまい鮨勘　ゆとろぎ多賀城店 飲食 多賀城市栄２丁目３－３４ 090-0000-000
ダイシャリン ダイシャリン　印西ＢＩＧＨＯＰ 自転車・バイク千葉県印西市原１－２ 0476-29-4232
アート＆クラフトかづき アート＆クラフト　かづき ギフト・土産 仙北市角館町東勝楽丁２－２ 0187-54-1クリーニング
蒲生スポーツ 蒲生スポーツ スポーツ用品 仙北市角館町上新町３６ 0187-53-2630
小松洋品店 コマツ洋品店 衣料 仙北市角館町岩瀬町３ 0187-53-2625
ドゥ・エトワ－ルニ星 ドゥ　エトワール二星 衣料 仙北市角館町岩瀬町２４ 0187-53-2624
藤木伝四郎商店 藤木伝四郎商店 ギフト・土産 仙北市角館町下新町４５ 0187-54-1151
リトル　ワン りとる・わん 衣料 仙北市角館町横町１７ 0187-54-1170
ぎゃらりー櫻ＯＨ ギャラリー櫻ＯＨ 絵画・額縁 仙台市木町通一丁目８番１８号田村ビル２０１ 022-797-5684
ＢＥＮＩ　鈎取 レストヘアー鉤取店 美容室 仙台市太白区鉤取本町１－２１－１鉤取ショッピングセンター２Ｆ 022-243-8021
ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　あんどう ユーショップあんどう カー用品 仙台市太白区緑ヶ丘４丁目４－１７ 022-248-2382
和雑貨・フォトスタジオ　なごみ 和雑貨　フォトスタジオ　なごみ 雑貨・手芸 仙台市太白区柳生７丁目７－１ 022-242-2774
和雑貨・フォトスタジオ　なごみ 和雑貨　フォトスタジオなごみ 雑貨・手芸 仙台市太白区柳生７－７－１／柳生の森内 022-242-2774
ダイシン柳生店 ダイシン　柳生店 ホームセンター仙台市太白区柳生７－４－１ 022-242-5522
ガレージメント仙台 ガレージメント・仙台 整備工場 仙台市太白区柳生５－１３－１ 022-306-8060
みやぎ生協 みやぎ生協　柳生店 スーパー 仙台市太白区柳生５－１－１ 022-306-5802
ＢＥＮＩ　柳生 ＢＥＮＩ　仙台柳生店 美容室 仙台市太白区柳生４－４－１３ 022-381-8781
ＢＥＮＩ　柳生 リアライズ　ファブ 美容室 仙台市太白区柳生４－４－１３ 022-381-8780
モーターサイクルフルハウス モーターサイクルフルハウス 自転車・バイク仙台市太白区柳生４－３－１２－１０２ 022-306-7450
ＷＩＬＤ－１仙台太白店 ＷＩＬＤ－１　仙台太白店 アウトドア用品仙台市太白区柳生３丁目４－２ 022-242-9生花
お茶の井ヶ田喜久水庵　南仙台本店 喜久水庵　南仙台本店 食品 仙台市太白区柳生２丁目６－３ 03-0000-0000
花の膳 花の膳　柳生店 飲食 仙台市太白区柳生２丁目１０―１ 022-306-6001
メガネの相沢 メガネの相沢　南仙台店 メガネ 仙台市太白区柳生２－６－１７ 022-306-6255
家族葬の仙和　柳生ホール 家族葬の仙和　柳生ホール 仏壇・仏具 仙台市太白区柳生２－２－３ 022-395-7212
オフィスベンダー西中田 オフィスベンダー西中田店 文具 仙台市太白区柳生１丁目２－３ 022-306-7577
アメリカ屋 アメリカ屋南仙台店 衣料 仙台市太白区柳生１－６－３ 022-306-1155
ドコモショップ　南仙台店 ドコモショップ　南仙台店 携帯電話 仙台市太白区柳生１－１０－９ 022-741-6066
遠藤呉服店 ファッションえんどう 呉服 仙台市太白区茂庭町尻４９ 022-281-2405
アグリエの森 秋保ヴィレッジ　アグリエの森 食品 仙台市太白区茂庭中谷地南秋保ヴィレッジ 03-0000-0000
秋保ヴィレッジフードコート 秋保ヴィレッジ　フードコート 食品 仙台市太白区茂庭中谷地南３２－１ 022-302-6081
うさちゃんクリーニング うさちゃんクリーニング　茂庭店 クリーニング 仙台市太白区茂庭台４－１－３２ 022-381-2957
鐘景閣 鐘景閣 飲食 仙台市太白区茂庭字人来田西１４３－３ 022-245-6665
仙台万華鏡美術館 仙台万華鏡美術館 美術館・博物館仙台市太白区茂庭字松場１－２ 022-304-8080
石焼ステーキ贅　富沢西店 石焼ステーキ贅　富沢西アクロス 飲食 仙台市太白区富田京ノ北８１－１アクロスプラザ富沢西敷地 022-743-4129
たんや利久 牛タン炭焼　利休　富沢店 飲食 仙台市太白区富沢南１丁目１－１ 03-0000-0000
みやぎ生協 みやぎ生協　富沢店 スーパー 仙台市太白区富沢南１－９－５ 022-248-雑貨・手芸2
ＢｅーＣＯＯＬ富沢 Ｂｅ－ＣＯＯＬ　富沢 美容室 仙台市太白区富沢南１－２２－４ 022-281-8177
ビューティーラウンジ　Ａ＆Ａ ビューティー・ラウンジＡ＆Ａ 美容室 仙台市太白区富沢南１―１―１ 022-393-4744
リブルマルシェ　富沢店 リブルマルシェ　富沢店 雑貨・手芸 仙台市太白区富沢西三丁目１３－１アクロスプラザ富沢西内 022-393-5170
たんや利久 蕎麦居酒屋と和菓子の店　京乃北 飲食 仙台市太白区富沢西１－１９－７ 03-0000-0000
セレモニーホール掬水苑　太白 セレモニーホール掬水苑太白 仏壇・仏具 仙台市太白区富沢熊ノ前２９－１ 022-226-7985
ティルナノーグ ティルナノーグ 美容室 仙台市太白区富沢４丁目６－１ＳＫ２０ビル１０５ 022-249-6771
ＨＡＩＲ　ＲＥＬＡＸ　風香 Ｈａｉｒ　Ｒｅｌｕｘ　風香 美容室 仙台市太白区富沢４－８－３６ 022-244-5440
日野商店 有限会社日野商店 キッチン・ガス用品仙台市太白区富沢３－２８－２５ 022-243-8865
ＲＣアーベント ＲＣあーベント 玩具 仙台市太白区富沢３－２０－４６ 022-111-1111
和呉屋 和呉屋 呉服 仙台市太白区富沢２丁目８－３５ 022-393-7055
ヘアースタジオ　バース ヘアースタジオバース 美容室 仙台市太白区富沢２－２－６－１０２ 022-743-クリーニング5
ＤＥＥ　ＰＬＡＩＤ ディープレイド 衣料 仙台市太白区富沢１丁目１２－１ 022-743-6675
青葉ガーデン 青葉ガーデン 生花 仙台市太白区富沢１－１２－２ 022-243-0800
みやぎ生協 みやぎ生協　八木山店 スーパー 仙台市太白区八木山本町２－３３－１ 022-229-0089
ドッグサロン　チェルシー ドッグサロンチェルシー ペット・ペット用品仙台市太白区八木山本町１丁目３８－７ 022-000-0000
ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＪＡＰ ヘアメイクジャップ 美容室 仙台市太白区八木山本町１丁目１－２ 022-228-1671
ドッグサロン　チェルシー ドッグサロン　チェルシー ペット・ペット用品仙台市太白区八木山本町１－３８－７ 022-228-1366
セレモール八木山 セレモール八木山 仏壇・仏具 仙台市太白区八木山本町１－３７ 022-398-8541
カメイ調剤薬局　動物公園前店 カメイ調剤薬局　動物公園前店 薬局 仙台市太白区八木山本町１－１３－６ 022-229-7667
サロン　キクチ サロン　キクチ 宝石・時計 仙台市太白区八木山南３丁目１－７ 022-307-5703
家族葬の仙和　あすと長町ホール 家族葬の仙和　あすと長町ホール 仏壇・仏具 仙台市太白区八本松２－２－４７ 022-341-0598
ブロッ．２ ブロッ，２ー 美容室 仙台市太白区八本松１丁目１０－２５ 022-247-0222
ＦＥＬＩＺ　ＦＯＲ　ＨＡＩＲ フェリスフォーヘア 美容室 仙台市太白区南大野田３－１ 022-304-3656
カスタム通信機 カスタム通信機 携帯電話 仙台市太白区東中田４丁目６－６０サンシティ２３ 022-398-5318
ｇｌａｓｓｙ ｇｌａｓｓｙ スポーツ用品 仙台市太白区東中田２丁目１－３１ 022-741-2151
愉快なガラスたち 愉快なガラスたち 陶器 仙台市太白区東中田２－４－３７ 022-306-6407
白洋舎 白洋舎　長町営業所 クリーニング 仙台市太白区東郡山２－８－１０ 022-308-3866
宮城自動車学校 宮城自動車学校 自動車学校 仙台市太白区東郡山１－１０－１ 022-248-1105
宮交自動車学校 宮交自動車学校 自動車学校 仙台市太白区長嶺４－１ 00-0000-0000
スタジオアミ　長町館 スタジオアミ長町店 カメラ 仙台市太白区長町南４丁目５－３ 022-308-2202
スタジオアミ　長町館 スタジオアミ　長町館 カメラ 仙台市太白区長町南４－５－３ 022-308-2202
赤井沢 赤井沢　富沢店 文具 仙台市太白区長町南４－２８－１７ 022-246-7771
フラッツ１０２ フラッツ１０２ 衣料 仙台市太白区長町南４－２４－２０ 022-247-7101
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　泉崎店 クリーニング 仙台市太白区長町南４－１２－２７ 022-398-3480
ｂａｌａｎｃｅ　長町 ｂａｌａｎｃｅ長町 美容室 仙台市太白区長町南３丁目１－３２ 022-748-0312
きもの屋　長町店 きもの屋　長町店 呉服 仙台市太白区長町南３－４０－１ 022-249-9936
ｒａｒａ ララ 美容室 仙台市太白区長町南３－３－３８高橋ビル１Ｆ 022-304-3090
ダイエー商事 居酒屋　簾の家 飲食 仙台市太白区長町南３－３－３７－２Ｆ 022-304-雑貨・手芸0
白洋舎 白洋舎　仙南サービス店 クリーニング 仙台市太白区長町南３－３－３６ 022-248-2972
Ｉｎｂｒｏｔｅ Ｉｎｂｒｏｔｅ 美容室 仙台市太白区長町南１丁目８番２０号 022-249-8908
ヘアーメイク　リップス長町店 ヘアメイク　リップス 美容室 仙台市太白区長町南１丁目１８－４８ユルバンプチ 03-0000-0000
宮城日産自動車長町南店 宮城日産　長町南店 カーディーラー仙台市太白区長町８丁目２１－１４ 022-247-3161
宮城日産自動車長町南店 宮城日産自動車（株）長町南店 カーディーラー仙台市太白区長町８丁目２１－１４ 022-247-3162
しゃぶしゃぶ温野菜　長町店 しゃぶしゃぶ温野菜　長町店 飲食 仙台市太白区長町８－２２－５ 022-748-7782
ハーツ　フィールド ハーツフィールド 衣料 仙台市太白区長町８－２２－１０ 022-308-3920
宮城日産自動車長町南店 宮城日産自動車　長町南 カーディーラー仙台市太白区長町８－２１－１４ 022-247-3161
はんこ屋さん２１仙台長町店 はんこ屋さん２１　仙台長町店 文具 仙台市太白区長町８－１６－１１ 022-304-3416
焼肉レストランひがしやまザモール長町店 ひがしやま　ザ．モール長町店 飲食 仙台市太白区長町７丁目２０－３ザ・モール仙台長町３Ｆ 022-248-4129
赤井沢 トトス赤井沢 文具 仙台市太白区長町７丁目２０－３－３Ｆ 022-304-1666
うまい鮨勘 うまい鮨勘　長町ザモール支店 飲食 仙台市太白区長町７丁目２０－１５ザ・モール仙台長町Ｐ 03-0000-0000
日産プリンス宮城販売　長町店 日産プリンス宮城　長町店 カーディーラー仙台市太白区長町７丁目１９－４３ 022-246-3195
松屋薬品 松屋薬品 薬局 仙台市太白区長町７丁目１８－３７ 022-247-3221
みやぎ生協 みやぎ生協　長町店 スーパー 仙台市太白区長町７－５－１ 022-796-1047
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協長 クリーニング 仙台市太白区長町７－５－１ 022-797-8488
Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｃｏａ Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｃｏａ 美容室 仙台市太白区長町７－２４－５３－２Ｆファインビル 022-796-6383
おばやん おばやん 飲食 仙台市太白区長町７－２４－５３－１Ｆ 022-304-4794
集合郎　長町店 集合郎　長町店 飲食 仙台市太白区長町７－２４－２６山水苑ビル２Ｆ 022-746-5877
ファミリア皮膚科　長町 ファミリア皮膚科　長町 医療 仙台市太白区長町７－２０－５ララガーデン長町４Ｆ 022-724-7325
レナーク レナーク　ルグラン 美容室 仙台市太白区長町７－２０－３ザ・モール長町Ｐａｒｔ１ 0120-880-882
西友３ ザ．モール仙台長町店 大型店 仙台市太白区長町７－２０－３ザ・モール仙台長町本館 022-308-9221
焼肉レストランひがしやまザモール長町店 焼肉レストランひがしやま　ザ・ 飲食 仙台市太白区長町７－２０－３ザ・モール仙台長町３階 022-248-4129
海鮮・細うどん　すみれザ・モール仙台長町 海鮮・細うどん　すみれ 飲食 仙台市太白区長町７－２０－３ザ・モール仙台長町３Ｆ 022-247-1622
鳥ふく とり料理　仙臺鳥ふく 飲食 仙台市太白区長町７－２０－３ザ・モール仙台長町１Ｆ 022-395-6061
西友３ ａ・ｖ・ｖ　長町店 大型店 仙台市太白区長町７－２０－３ 022-304-2050
西友３ ザモール仙台長町 大型店 仙台市太白区長町７－２０－１５ザ・モール仙台長町パー 022-304-1490
レナーク Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｍｏｒｅ 美容室 仙台市太白区長町７－２０－１５ザ・モール仙台長町Ｐａｒｔ２ 0120-979-761
カプリチョーザ・ザ・モール仙台長町店 カプリチョーザ　ザ・モール仙台 飲食 仙台市太白区長町７－２０－１５ザ・モール仙台長町ＰＡ 022-304-2601
西友３ 西友　ザ．モール仙台長町 大型店 仙台市太白区長町７－２０－１５ザ・モール仙台長町 022-304-1490
西友３ イルーシー３００　長町店 大型店 仙台市太白区長町７－２０－１５ 022-302-6797



日産プリンス宮城販売　長町店 日産プリンス宮城販売　長町店 カーディーラー仙台市太白区長町７－１９－４３ 022-246-3197
食樂　長町店 食樂　長町店 飲食 仙台市太白区長町５丁目７－２高染７館１０２ 03-0000-0000
ホテル　ふじや ホテル　ふじや ホテル 仙台市太白区長町５丁目３－２３ 022-247-8001
紀生 紀生　長町店 美容室 仙台市太白区長町５丁目３－１ 022-249-1819
カギの救急車　長町店 かぎの救急車　長町店 金物 仙台市太白区長町５丁目１２－１－１Ｆ 022-249-9948
カツラ　ユミ 紀生マリアージュ 仏壇・仏具 仙台市太白区長町５丁目１１－３０ 022-308-3132
赤井沢 赤井沢　長町店 文具 仙台市太白区長町５－３－３ 022-247-8848
ビューティースペース　リミックス ビューティースペースリミックス 美容室 仙台市太白区長町５－３－２５－２Ｆ菱沼ビル 022-249-6110
焼肉レストラン　ひがしやま　長町駅前店 焼肉レストランひがしやま長町駅 飲食 仙台市太白区長町５－１３－２７ 022-746-4129
ビューティー　イン　ファイブ ビューティ　イン　ファイブ 美容室 仙台市太白区長町５－１２－１５－１Ｆ佐竹ビル 022-247-2297
和牛人はらだ 和牛人はらだ 食品 仙台市太白区長町４丁目７－３８ 03-0000-0000
Ｓｗｉｔｃｈ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ スイッチ　フォー　ヘア 美容室 仙台市太白区長町４－３－１６ 022-249-6758
畑惣商店 畑惣商店 燃料 仙台市太白区長町３丁目９－１ 022-248-0028
エンドー時計店 エンドー時計店 宝石・時計 仙台市太白区長町３丁目１－６ 022-248-2762
和膳魚菜ととや 和膳魚菜　ととや 飲食 仙台市太白区長町３－５－３ライオンズプラザ長町中央１０２ 022-248-1008
ぼんてん漁港　長町店 ぼんてん漁港　長町店 飲食 仙台市太白区長町３－５－３ 022-248-8846
三陸料理　亀のや 三陸料理　亀のや 飲食 仙台市太白区長町３－５－２３ 022-308-4771
米工房いわい 米工房いわい 食品 仙台市太白区長町３－３－５ 022-247-3181
協裕堂 協裕堂ブックセンター 書籍 仙台市太白区長町１丁目７－３７ 022-247-3303
花いちばん 花いちばん 生花 仙台市太白区長町１丁目５－１４ 03-0000-0000
ブティック　サトウ ブティック　サトウ 衣料 仙台市太白区長町１丁目２－６ 022-247-7カー用品
ヘアーサロン　キープ ヘアーサロンキープ 美容室 仙台市太白区長町１丁目２－１１守屋ビル１Ｆ 022-249-2003
フラワーささき フラワーささき 生花 仙台市太白区長町１－６－７ 022-247-7375
メガネの相沢 メガネの相沢　長町店 メガネ 仙台市太白区長町１－５－６ 022-248-8600
サニーバッグ サニーバッグ カバン 仙台市太白区長町１－１－１０－１０３ 022-111-1111
古布工房　花松里 古布工房　花松里 衣料 仙台市太白区中田町前沖２１３－２４ 022-242-4717
フラワーショップ花物語　中田店 花物語　中田店 生花 仙台市太白区中田町千刈田１９－１ヤマザワ内 000-000-0000
ステーキ宮 ステーキ宮　仙台中田店 飲食 仙台市太白区中田町字北４４ 022-242-3113
Ｈａｉｒ　Ｓｐａｃｅ　ＯＬＩＶＥ ヘア　スペース　オリーブ 美容室 仙台市太白区中田町字千刈田１－６－２Ｆ 022-242-8575
万代仙台南店 万代　仙台南店 ディスカウント・リサイクル仙台市太白区中田町字杉の下３４ 022-381-8875
東北ピットイン 東北ピットイン 整備工場 仙台市太白区中田町字神明東４－５ 022-241-3322
つるやゴルフ つるやゴルフ　仙台店 スポーツ用品 仙台市太白区中田６－２８－１ 022-242-2245
南仙台自動車学校 南仙台自動車学校 自動車学校 仙台市太白区中田６－１－１ 022-241-3181
ダイシン　中田店 ダイシン　中田店 ホームセンター仙台市太白区中田５－１７－１ 022-306-2楽器・ＣＤ
家族葬の仙和　仙台中田ホール 家族葬の仙和　仙台中田ホール 仏壇・仏具 仙台市太白区中田４丁目４－３８ 022-341-0598
平安サプライ中田店 平安サプライ中田店 仏壇・仏具 仙台市太白区中田４－４－２５ 022-724-7428
宮城ダイハツ販売　中田店 宮城ダイハツ販売　中田店 カーディーラー仙台市太白区中田２丁目２５－２２ 022-242-3121
渡辺薬店 渡辺薬店 薬局 仙台市太白区中田１丁目６－１６ 03-0000-0000
タゼン タゼン　仙台南店 キッチン・ガス用品仙台市太白区中田１－７－４０ 022-306-3726
うさちゃんクリーニング うさちゃんクリーニング仙台富沢 クリーニング 仙台市太白区大野田字五反田４－８ 000-000-0000
ｔｒｏｖｅ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ富沢店 ｔｏｒｖｅ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ 美容室 仙台市太白区大野田５－３８－１１－１０１ 022-246-8710
ほこだて仏光堂　仙台太白店 ほこだて仏光堂　仙台太白店 仏壇・仏具 仙台市太白区大野田５－２０－６ 022-302-5619
セレモール太白 セレモール太白 仏壇・仏具 仙台市太白区大野田４－１－４ 022-304-0355
仙台自動車学校 仙台自動車学校 自動車学校 仙台市太白区大野田３－１３－１２ 022-247-4121
美容室ラフ ヘアサロン　ラフ 美容室 仙台市太白区大野田３－１１－３４－１０１ 022-249-5358
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　ビッグ クリーニング 仙台市太白区大野田３－１１－１４ 022-247-7752
オレンジハウス　アコ オレンジハウス　アコ ペット・ペット用品仙台市太白区大野田２丁目１０－１８ 022-247-8160
ひぐち 総合衣料　ひぐち 衣料 仙台市太白区袋原字台８２－３ 022-241-7389
山本製作所 山本製作所 自転車・バイク仙台市太白区袋原３丁目８－１６ 022-241-8627
炭火いちばじゅう　太子堂店 炭火いちばじゅう　太子堂店 飲食 仙台市太白区太子堂３－１７ 022-398-3373
マツオ マツオ 化粧品 仙台市太白区泉崎２丁目２６－５ 022-245-9345
マルナカ　西多賀 マルナカ　西多賀 金物 仙台市太白区泉崎２丁目２３－２６ 022-245-6374
タイヤワールド館ベスト西多賀店 タイヤワールド館ベスト　西多賀 カー用品 仙台市太白区泉崎２－２３－１７ 022-398-3801
大武写真館 大武写真館 カメラ 仙台市太白区泉崎１丁目８－２７ 022-244-6888
ミカドランドリー泉崎店 ミカドランドリー　泉崎店 クリーニング 仙台市太白区泉崎１丁目２０－４２ 022-243-4887
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ長町店 カーディーラー仙台市太白区泉崎１－１－１ 022-244-3141
ＨａｉｒＦａｃｔｏｒｙＨＡＲＶＥＳＴ ヘアファクトリーハーベスト 美容室 仙台市太白区西中田５－２０－１１ 022-741-5027
タゼン ガスショップ　タゼン キッチン・ガス用品仙台市太白区西中田５－１６－３８ 022-306-3357
Ｂａｌａｎｃｅ　ｈａｉｒｃｌｉｎｉｃ Ｂａｌａｎｃｅ　ｈａｉｒｃｌｉ 美容室 仙台市太白区西中田４丁目１０－１ 03-0000-0000
カーフィルムウインドウ カーフィルムウィンドウ 整備工場 仙台市太白区西中田４－１４－３６ 022-242-6679
カメイ調剤薬局　南仙台店 カメイ調剤薬局　南仙台店 薬局 仙台市太白区西中田３－２２－１０ 022-741-1196
アクト　イズム ヘアメイクアクトイズム 美容室 仙台市太白区西中田１丁目１７－１５ 022-306-3577
清月記 ぶつだんギャラリー　太白 仏壇・仏具 仙台市太白区西多賀４丁目４－５ 022-307-3888
焼肉冷麺ヤマト　西多賀店 焼肉冷麺ヤマト　仙台西多賀店 飲食 仙台市太白区西多賀４丁目４－１２ 022-797-4129
ａｎｋ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ ａｎｋ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 美容室 仙台市太白区西多賀４丁目１３－１８ 022-743-7055
オーダースーツ　サダ　仙台西多賀ショール オーダースーツ佐田西多賀ショー 男性注文服 仙台市太白区西多賀４－１４－３ 022-743-3医療
松浦呉服店 松浦呉服店 呉服 仙台市太白区西多賀３丁目６－４１ 03-0000-0000
ドッグサロン　クラーレ ドッグサロンクラーレ ペット・ペット用品仙台市太白区西多賀３丁目１の５ 03-0000-0000
コナカ コナカ　仙台西多賀店 男性既製服 仙台市太白区西多賀３丁目１－３０ 03-0000-0000
太白寝装 太白寝装 寝具 仙台市太白区西多賀３－７－４１ 022-245-5582
ヘアメイクアーク　西多賀店 ヘアメイクアーク西多賀店 美容室 仙台市太白区西多賀３－１－１ 022-398-7969
みやぎ生協 みやぎ生協　西多賀店 スーパー 仙台市太白区西多賀３－１－１ 022-245-3196
やまなか家　西多賀店 やまなか家　西多賀店 飲食 仙台市太白区西多賀２丁目１７－１ 03-0000-0000
鐘崎 鐘崎　西多賀店 食品 仙台市太白区西多賀２丁目１－１ 022-245-4282
畠商会 畠商会 陶器 仙台市太白区西多賀１丁目２１－１６ 022-743-7080
パリーミキ パリミキ　西多賀店 メガネ 仙台市太白区西多賀１－１４－１５ 022-000-0000
フローリストすずき　みやぎ生協太子堂店 フローリストすずき　みやぎ生協 生花 仙台市太白区諏訪町１－１ 022-308-4187
みやぎ生協 みやぎ生協　太子堂店 スーパー 仙台市太白区諏訪町１－１ 022-797-8315
ふじ花えん ふじ花えん 生花 仙台市太白区松が丘２５－２６ 022-229-6761
木とうるし樹乃詩 木とうるし樹乃詩 雑貨・手芸 仙台市太白区秋保町馬場字大滝３ 022-399-クリーニング5
ガラス工房　尚 ガラス工房　尚 陶器 仙台市太白区秋保町馬場字丸山１２－１ 022-399-5728
杜の家ブルック 杜の家　ブルック スポーツ用品 仙台市太白区秋保町湯向２５－２５ 022-797-8385
ホテルきよ水 ホテルきよ水 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元平倉１ 03-0000-0000
秋保グランドホテル 秋保グランドホテル ホテル 仙台市太白区秋保町湯元枇杷原１２－２ 0570-026-001
太白カントリークラブ 太白カントリークラブ　秋保コー ゴルフ場 仙台市太白区秋保町湯元太夫１３４ 022-397-3211
ホテル佐勘 ホテル佐勘 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元字薬師２８ 022-304-9236
佐藤屋旅館 佐藤屋旅館 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０８ 022-398-2711
ホテルニュー水戸屋 ホテルニュー水戸屋 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０２ 022-398-2304
奥州秋保温泉　蘭亭 奥州秋保温泉蘭亭 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元字木戸保７－１ 022-397-1家具
奥州秋保温泉　蘭亭 奥州秋保温泉　蘭亭 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元字木戸保７－１ 022-397-1家具
ＣＬＵＢ　Ｍ＆Ｍ Ｍ＆Ｍ 男性既製服 仙台市太白区秋保町湯元字木戸保３０－２ 022-796-0456
木の家 木の家 レジャー施設 仙台市太白区秋保町湯元字馬乙２－１ 022-397-2714
秋保リゾート森林スポーツ公園 秋保リゾート森林スポーツ公園 レジャー施設 仙台市太白区秋保町湯元字青木３３－１ 022-398-2345
篝火の湯　緑水亭 篝火の湯　緑水亭 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元字上原２７－２ 022-397-3333
篝火の湯　緑水亭 篝火の湯　緑水亭 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元字上原２７－２ 022-397-3333
ホテル瑞鳳 ホテル瑞鳳 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元字除２６－１ 022-397-1111
秋保リゾートホテルクレセント 秋保リゾートホテルクレセント ホテル 仙台市太白区秋保町湯元字行沢１－２ 022-397-3111
秋保リゾートホテル　クレセント 秋保リゾートホテルクレセント ホテル 仙台市太白区秋保町湯元行沢１－２ 03-0000-0000
茶寮宗園 茶寮宗園 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元釜土東１ 022-398-2311
ホテル　華乃湯 ホテル華乃湯 ホテル 仙台市太白区秋保町湯元３３－１ 03-0000-0000
ＰＡＳＳＩＯＮ長町南 ＰＡＳＳＩＯＮ　長町南 美容室 仙台市太白区鹿野３丁目２０－８ 022-304-1422
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城鹿野２８ レンタカー 仙台市太白区鹿野３丁目１６－２４ 022-246-0100
宮城ダイハツ販売　長町店 宮城ダイハツ販売長町店 カーディーラー仙台市太白区鹿野３－４－８ 022-304-3773
ハール　ピ　アート サロンド　ソワール 美容室 仙台市太白区鹿野３ー６ー１０ 022-248-8416
杜南自動車 杜南自動車商事 整備工場 仙台市太白区鹿野３－３－２ 022-246-3135
折原ふとん店 折原ふとん店 寝具 仙台市太白区鹿野３－２５－１３ 022-248-6930
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　長町店 カーディーラー仙台市太白区鹿野３－１５－４３ 022-304-4533
ダイシン　長町店 ダイシン　長町店 ホームセンター仙台市太白区鹿野３－１５－３８ 022-246-1531
ハバナデー ペットショップハバナデー ペット・ペット用品仙台市太白区鹿野２丁目１６－１６ 022-246-8871
杜南自動車 杜南自動車商事　工場 整備工場 仙台市太白区鹿野２－１３－１２ 022-248-3732
日産サティオ宮城　長町店 日産サティオ宮城　長町店 カーディーラー仙台市太白区鹿野２－１０－３ 022-247-2117
ゴトウヤ ファッションプラザ　ゴトウヤ 衣料 仙台市太白区四郎丸吹上３４－４ 03-0000-0000
美容室ファニー仙台山田鈎取店 美容室ファニー仙台山田鉤取店 美容室 仙台市太白区山田田中前１８４ 022-000-0000
インピンドウ 小林商店 宝石・時計 仙台市太白区山田上ノ台町１－５ 022-243-0765
メガネの相沢 メガネの相沢　太白山田店 メガネ 仙台市太白区山田字田中前１８９ 022-307-6511
ホンダカーズ宮城中央　太白山田店 ホンダカーズ宮城中央　太白山田 カーディーラー仙台市太白区山田字田中前１８８ 022-243-7301



ホンダカーズ宮城　太白店 ホンダカーズ宮城　太白店 カーディーラー仙台市太白区砂押南町６－６ 022-248-3511
ダイシャリン ダイシャリン　長町店 自転車・バイク仙台市太白区砂押南町３－３０ 022-246-2032
宮城日産自動車　西多賀店 みやぎ日産自動車　西多賀店 カーディーラー仙台市太白区砂押町２１－１２ 022-246-5321
宮城日産自動車　西多賀店 宮城日産　西多賀店 カーディーラー仙台市太白区砂押町２１－１２ 022-246-5321
ブランドヘアー　ラ・レオン ブランドヘアー　ラ・レオン 美容室 仙台市太白区向山３丁目４－１３ 022-211-9298
うまい鮨勘 うまい鮨勘　ゆとろぎ長町郡山 飲食 仙台市太白区郡山新橋北６－１ 03-0000-0000
ダイシャリン ダイシャリン 自転車・バイク仙台市太白区郡山上野３－１ 022-248-2105
うまい鮨勘 うまい鮨勘　ゆとろぎ長町郡山店 飲食 仙台市太白区郡山字新橋北６－１ 090-0000-000
ダイシャリン ダイシャリン　中古車センター 自転車・バイク仙台市太白区郡山字上野３－１ 022-248-2610
カラオケ時遊館 時遊館　名取大橋店 レジャー施設 仙台市太白区郡山字原田１－１ 022-304-1655
カーテック仙台 カーテック仙台 整備工場 仙台市太白区郡山７－１３－１５ 022-247-3452
加納自動車整備工場 加納自動車整備工場 整備工場 仙台市太白区郡山６丁目１－４３ 022-247-0375
宮城日産自動車長町バイパス店 宮城日産　長町バイパス店 カーディーラー仙台市太白区郡山５丁目７－１７ 022-247-7117
宮城日産自動車長町バイパス店 宮城日産自動車（株）長町バイパ カーディーラー仙台市太白区郡山５丁目７－１７ 022-247-7116
宮城日産自動車長町バイパス店 宮城日産自動車　長町バイパス店 カーディーラー仙台市太白区郡山５－７－１７ 022-247-7117
ハーレーダビッドソン仙台 ハーレーダビットソン　仙台 自転車・バイク仙台市太白区郡山５－５－３３ 022-746-8838
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台長町バイ レンタカー 仙台市太白区郡山４丁目１２－１５ 022-248-0100
やまなか家　仙台郡山店 やまなか家　仙台郡山店 飲食 仙台市太白区郡山４丁目１２－１４ 03-0000-0000
宮城トヨタ自動車 宮城トヨタ自動車　ＶＷ仙台 カーディーラー仙台市太白区郡山１－１５４－１３ 022-286-4777
東北三菱 東北三菱西多賀営業所 カーディーラー仙台市太白区鈎取本町１－３－１ 022-244-5家具
ペットプラザフレンディ ペットプラザ　フレンディ ペット・ペット用品仙台市太白区鈎取本町１－２１－１－２Ｆ 022-399-8235
ペットプラザフレンディ ペットプラザフレンディ ペット・ペット用品仙台市太白区鈎取本町１－２１－１－２Ｆ 022-399-8235
ＢＥＮＩ　鈎取 ＢＥＮＩ仙台鈎取店 美容室 仙台市太白区鈎取本町１－２１－１－２Ｆ 022-243-8022
ヘアサロン　フジワラ ヘアーサロン　フジワラ 美容室 仙台市太白区越路１７－２８エルメゾン越路１Ｆ 022-302-7903
アングゥ　ギャラリー アングゥギャラリー 美容室 仙台市太白区あすと長町４丁目２－１０－２Ｆ 022-302-4088
ホンダカーズ宮城中央　あすと長町店 ホンダカーズ宮城中央　あすと長 カーディーラー仙台市太白区あすと長町３丁目２―３９ 022-247-6151
ホンダカーズ宮城中央　あすと長町店 ホンダカーズ宮城中央あすと長町 カーディーラー仙台市太白区あすと長町３－２－３９ 080-0000-000
ＢｅーＣＯＯＬ　長町 Ｂｅ－ＣＯＯＬ　長町 美容室 仙台市太白区あすと長町２丁目２番１０号 000-000-0000
漁亭浜や　あすと長町店 漁亭浜や　あすと長町店 飲食 仙台市太白区あすと長町１丁目４－３０－３０６ 022-000-0000
たびのレシピ たびのレシピ 旅行 仙台市太白区あすと長町１－４－５０ス－パ－スポ－ツゼ 022-304-5クリーニング
漁亭浜や　あすと長町店 漁亭浜や　長町 飲食 仙台市太白区あすと長町１－４－３０Ｓ３０６ 022-748-4115
ヘアメイク　バニラ ヘアメイクバニラ 美容室 仙台市太白区あすと長町１－４－３０－３０５タカミヤスポーツ 022-399-8139
東北カレンダー 東北カレンダーギフト ギフト・土産 仙台市泉区野村字菅間前２５－２ 022-372-2494
阿部蒲鉾店　お客様相談室 阿倍蒲鉾店　お客様相談室 食品 仙台市泉区明通４丁目１０ 03-0000-0000
東北オートメカニック 東北オートメカニック 整備工場 仙台市泉区明通４－５－８ 022-377-3777
乗馬クラブクレイン仙台泉パークタウン 乗馬クラブ　クレイン仙台泉パー レジャー施設 仙台市泉区明通１丁目１－１７ 022-342-6342
ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ ダンロップ泉パークタウンテニス レジャー施設 仙台市泉区明通１－１－２ 022-378-1171
乗馬クラブクレイン仙台泉パークタウン 乗馬クラブクレイン仙台泉パーク レジャー施設 仙台市泉区明通１－１－１７ 022-342-6342
泉パークタウンゴルフ倶楽部 泉パークタウン　ゴルフ倶楽部 ゴルフ場 仙台市泉区明通１－１－１ 022-378-3311
泉パークタウンゴルフ倶楽部 泉パークタウンゴルフ倶楽部 ゴルフ場 仙台市泉区明通１－１－１ 022-378-3311
ＶｉＶｏ ヴィーボ 楽器・ＣＤ 仙台市泉区歩坂町６０番８号 022-375-0036
リトミック リトミック 不動産 仙台市泉区歩坂町６０－８ 022-375-5388
からんこ カランコ 衣料 仙台市泉区歩坂町２１－２６ 090-0000-000
からんこ からんこ 衣料 仙台市泉区歩坂町２１－２６ 022-374-9125
グリーンスポット グリーンスポット 生花 仙台市泉区福岡字藤沢１３ 022-379-7654
スプリングバレー泉高原スキー場 スプリングバレー泉高原スキー場 レジャー施設 仙台市泉区福岡字岳山１４～２ 022-379-3755
奥羽自動車学校 奥羽自動車学校 自動車学校 仙台市泉区八乙女中央三丁目５番１号 022-372-3277
カルビ大将 カルビ大将　仙台八乙女店 飲食 仙台市泉区八乙女中央２丁目４－５ 022-373-1055
たんや利久 牛たん炭焼　利久　泉本店 飲食 仙台市泉区八乙女中央２丁目１－１８ 022-000-0000
ｃｈｉｃ　ＨＡＩＲ ｃｈｉｃ　ＨＡＩＲ 美容室 仙台市泉区八乙女中央２丁目１－１５オフィス若生１０３ 03-0000-0000
市川典礼社 市川典礼社　事務所 仏壇・仏具 仙台市泉区八乙女中央２丁目１－１２ 022-000-0000
ステーキ宮 ステーキ宮　八乙女店 飲食 仙台市泉区八乙女中央２－４－１０ 022-375-3815
フルール　マルシェ フルールマルシェ 生花 仙台市泉区八乙女中央１丁目４－２０ 022-725-6225
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台八乙女店 レンタカー 仙台市泉区八乙女中央１丁目２－１ 022-373-0100
オー・ルージュ Ｆ１レーシングショップオー・ル 衣料 仙台市泉区八乙女中央１－６－１５八乙女スクエアビル 022-772-3755
フルール　マルシェ Ｆｌｅｕｒ　Ｍａｒｃｈｅ八乙女 生花 仙台市泉区八乙女中央１－４－２０ 022-725-6225
ＣＬＡＳＳ　ｌｉｎｏ ＣＬＡＳＳ　ｌｉｎｏ 美容室 仙台市泉区八乙女中央１－４－１５八乙女中央ビル２－Ｂ 022-725-5107
みやぎ生協 みやぎ生協 スーパー 仙台市泉区八乙女４－４－２ 022-374-1271
八乙女薬局 八乙女薬局 薬局 仙台市泉区八乙女４－４－１ 022-725-6201
カーテンホーム２１仙台店 カーテンホーム２１八乙女店 家具 仙台市泉区八乙女１―３―９ 022-372-自転車・バイク2
みやぎ生協 みやぎ生協　虹の丘店 スーパー 仙台市泉区虹の丘４－６－２ 022-374-0331
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協虹 クリーニング 仙台市泉区虹の丘４－６－２ 022-375-3471
フラワード　虹の丘本店 フラワード虹の丘本店 生花 仙台市泉区虹の丘４－２－９ 022-375-4111
ＰＡＳＳＩＯＮ　南中山 パッション南中山店 美容室 仙台市泉区南中山２丁目５－６ 022-348-4336
Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＧＲＡＣＥ Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＧＲＡＣＥ 美容室 仙台市泉区南中山２丁目３９－１ 03-0000-0000
ドッグ　タイム ドッグタイム ペット・ペット用品仙台市泉区南中山２丁目３７－２ 03-0000-0000
コットンフィールズファブリックマーケット コットンフィールズファブリック 雑貨・手芸 仙台市泉区南中山２－４２－１ 022-739-7181
メガネの相沢 メガネの相沢　南中山店 メガネ 仙台市泉区南中山２－１－１７ 022-376-8771
スタジオアミ　南中山館 スタジオアミ　南中山館 カメラ 仙台市泉区南中山２－１－１ 022-376-1753
日産プリンス宮城販売　中山店 日産プリンス宮城　中山店 カーディーラー仙台市泉区南中山１丁目３８－４ 022-277-1990
ホンダカーズ宮城　中山店 ホンダカーズ宮城　中山店 カーディーラー仙台市泉区南中山１－３８－７ 022-277-2221
日産プリンス宮城販売　中山店 日産プリンス宮城販売　中山店 カーディーラー仙台市泉区南中山１－３８－４ 022-277-1991
宮城三菱自動車　中山店 宮城三菱自販　中山店 カーディーラー仙台市泉区南中山１－３８－１ 022-277-5711
パリーミキ パリミキ　イオン　仙台中山店 メガネ 仙台市泉区南中山１－３５－４０イオン仙台中山店２Ｆ 022-303-1459
パリーミキ パリミキ　イオン仙台中山店 メガネ 仙台市泉区南中山１－３５－４０イオン仙台中山２Ｆ 022-303-1459
スポーツオーソリティ スポーツオーソリティ仙台中山店 スポーツ用品 仙台市泉区南中山１－３５－４０ 022-303-2381
ダイシン　長命ヶ丘店 ダイシン　長命ヶ丘店 ホームセンター仙台市泉区南中山１－３２－１ 022-277-1815
ヘアーアンドメイク　リアン Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｌｉｅｎ 美容室 仙台市泉区南光台南３丁目１－５信光ビル１Ｆ 022-251-8131
横山かまぼこ店 横山かまぼこ店 食品 仙台市泉区南光台南３丁目１４番３２号 03-0000-0000
セレモール南光台 セレモール南光台 仏壇・仏具 仙台市泉区南光台南３－１－７ 022-388-3家具
ホビーショップ　ノダヤ ホビーショップ　ノダヤ 玩具 仙台市泉区南光台南１丁目３－１１ 03-0000-0000
焼肉パルパル 焼肉パルパル 飲食 仙台市泉区南光台南１丁目２－１１ 022-251-6080
パリーミキ パリミキ　南光台店 メガネ 仙台市泉区南光台東２－１－１ 022-252-6471
菓匠三全 菓匠三全　南光台店 食品 仙台市泉区南光台東１丁目１―２２ 022-000-0000
ごんきや ごんきや　南光台支店 仏壇・仏具 仙台市泉区南光台７－４－２２ 022-251-7778
ごんきや ごんきや南光台支店 仏壇・仏具 仙台市泉区南光台７－４－２２ 022-111-1111
家族葬の仙和　南光台ホール 家族葬の仙和 仏壇・仏具 仙台市泉区南光台７－３－２８ 022-353-6871
Ｌｉｅｔｏ　Ｌｉｎｏ Ｌｉｅｔｏ　Ｌｉｎｏ 美容室 仙台市泉区南光台７－１９－５ 022-388-3911
みやぎ生協 みやぎ生協　南光台店 スーパー 仙台市泉区南光台７－１９－１１ 022-388-4221
みやぎ生協（テスト） みやぎ生協　南光台店（テスト） スーパー 仙台市泉区南光台７－１９－１１ 022-388-4221
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協南 クリーニング 仙台市泉区南光台７－１９－１１ 022-252-7131
ＢＥＡＲＳ ＢＥＡＲＳ 衣料 仙台市泉区南光台４丁目８－１ 022-346-1071
美容室　ライズ 美容室ライズ 美容室 仙台市泉区南光台２－１５－１－１Ｆ 022-718-2333
インドレストラン　ガネーシャ泉店 インドレストランガネーシャ泉店 飲食 仙台市泉区天神沢１－４－１６ 022-725-4ペット・ペット用品
仏壇の仙和　泉バイパス店 仏壇の仙和　泉バイパス店 仏壇・仏具 仙台市泉区天神沢１－３－２７ 022-218-1008
ダイシャリン ダイシャリン　泉店 自転車・バイク仙台市泉区天神沢１－２－１ 022-373-6898
ステーキ宮 ステーキ宮　仙台泉店 飲食 仙台市泉区天神沢１－１－１９ 022-373-7722
キクチ宝飾 キクチ宝飾 宝石・時計 仙台市泉区鶴が丘３丁目１３－３ 080-0000-000
東　綾子　きもの文化学苑 東　綾子　きもの文化学苑 衣料 仙台市泉区鶴が丘１丁目２８－１ 022-372-0069
ファッションハウスピア ファッションハウス　ピア 衣料 仙台市泉区鶴が丘１－３０－３ 022-375-7780
うさちゃんクリーニング うさちゃんクリーニング長命ヶ丘 クリーニング 仙台市泉区長命ヶ丘５－１３ 022-377-2403
クラフトサロン紀美 クラフトサロン紀美 雑貨・手芸 仙台市泉区長命ヶ丘４－９－１ 022-378-2678
ミカドランドリー長命ヶ丘店 ミカドランドリー　長命ヶ丘店 クリーニング 仙台市泉区長命ヶ丘４－３１－１６ 022-378-5805
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台長命ケ丘 レンタカー 仙台市泉区長命ケ丘３丁目３０－１ 022-377-0100
ごんきや ごんきや長命ケ丘支店 仏壇・仏具 仙台市泉区長命ヶ丘３－３０－１５ 022-111-1111
小さなお葬式　長命ヶ丘ホール 小さなお葬式　長命ヶ丘ホール 仏壇・仏具 仙台市泉区長命ヶ丘３－２８－３ 022-341-8636
パリーミキ パリミキ　泉店 メガネ 仙台市泉区長命ヶ丘３－２７－１ 022-378-7188
レストランシェフ長命ヶ丘店 レストラン　シェフツー 飲食 仙台市泉区長命ケ丘３－２６－１６ 022-377-2470
清月記 ぶつだんギャラリー　泉 仏壇・仏具 仙台市泉区長命ケ丘２丁目２２－２ 022-378-7レンタカー
カーコンビニ倶楽部長命ヶ丘店 東北オートメカニック長命ケ丘店 整備工場 仙台市泉区長命ケ丘２－２２－８ 022-772-1320
カーコンビニ倶楽部長命ヶ丘店 長命ヶ丘店 整備工場 仙台市泉区長命ヶ丘２－２２－８ 022-772-1320
清月記 ぶつだんギャラリー泉清月記 仏壇・仏具 仙台市泉区長命ケ丘２－２２－２ 022-378-7レンタカー
清月記 ぶつだんギャラリー泉 仏壇・仏具 仙台市泉区長命ヶ丘２－２２－２ 022-378-7レンタカー
ダイシャリン ダイシャリン　ＢＲＡＮＣＨ仙台 自転車・バイク仙台市泉区長命ヶ丘２－２１－１－１ＦＢＲＡＮＣＨ仙台ＷＥＳ 022-378-2965
たんや利久 しゃぶしゃぶ但馬屋ブランチ仙台 飲食 仙台市泉区長命ヶ丘２－２１－１ 022-000-0000
Ｌｉｏｎ　Ｈｅａｒｔ ライオン　ハート　長命ヶ丘店 美容室 仙台市泉区長命ヶ丘１－９－１０ 022-725-7790



食品館イトー仙台泉店 食品館イトー　仙台泉店 スーパー 仙台市泉区大沢３－９－１ 0224-11-1111
ジェームス泉インターシティ店 ジェームス仙台　ジェームス泉イ カー用品 仙台市泉区大沢２丁目３－７ 022-771-8008
回転鮨　清次郎　仙台泉店 回転鮨　清次郎　仙台泉店 飲食 仙台市泉区大沢２丁目１３―２ 022-771-8427
焼肉・冷麺　ヤマト　仙台泉店 焼肉冷麺ヤマト　仙台泉店 飲食 仙台市泉区大沢２丁目１３－１ 022-341-6329
ハードオフ　オフハウス ハードオフ・ガレージオフ仙台北 ディスカウント・リサイクル仙台市泉区大沢２－５－３ 022-771-8828
ホンダカーズ宮城中央　泉インター店 ホンダカーズ宮城中央　泉インタ カーディーラー仙台市泉区大沢２－３－４ 022-771-7730
ハードオフ　オフハウス オフハウス　仙台北店 ディスカウント・リサイクル仙台市泉区大沢２ー５ー３ 022-771-8838
ゴルフ工房グリーンボックス ゴルフ工房グリーンボックス スポーツ用品 仙台市泉区大沢２－１５－５ 022-371-9880
はなゆう仙台 はなゆう仙台 生花 仙台市泉区大沢２－１３－２ 022-725-3526
中央コンタクト 中央コンタクト　イオンタウン仙 メガネ 仙台市泉区大沢１－５－１－２Ｆイオンタウン仙台泉大沢 022-772-2071
エフワン　仙台泉大沢店 エフワン泉大沢 男性既製服 仙台市泉区大沢１－５－１－１Ｆ 022-772-7849
宮城三菱自動車　泉インター店 宮城三菱自販　泉インター店 カーディーラー仙台市泉区大沢１－２－４ 022-373-化粧品1
ファーマサポートシステムズ ファーマサポートシステムズ 薬局 仙台市泉区泉中央四丁目１番地の３セントレアカマ５－４ 022-706-7362
画像医学と脳健診 画像医学と脳健診 医療 仙台市泉区泉中央一丁目３３番１号 022-218-3147
Ｎａｔｕｒａｌ　泉中央店 Ｎａｔｕｒａｌ泉中央店 美容室 仙台市泉区泉中央一丁目１４－７ニューハイツ大泉２Ｆ 000-000-0000
Ｐｒｅｓｔｉｇｅ　Ｓｏｆａ Ｐｒｅｓｔｉｇｅ　Ｓｏｆａ 美容室 仙台市泉区泉中央４丁目４－１ＷＩＮビル４Ｆ 022-344-7234
ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｓｏｆａ泉中央 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｓｏｆａ泉 美容室 仙台市泉区泉中央４丁目４－１ＷＩＮビル２Ｆ 022-772-8032
ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｈｏｐｐａ ヘアーサロンホッパ 美容室 仙台市泉区泉中央４－７－５－１０２ 022-725-2254
アメリカ屋 アメリカ屋泉中央レディ 衣料 仙台市泉区泉中央４－１９－６ 022-373-9705
夢食房　魚とや 夢食房　魚とや 飲食 仙台市泉区泉中央４－１８－２グランフェリ－チェ泉中央 022-218-8665
美容室　ＣＬＡＳＳ 美容室ＣＬＡＳＳ 美容室 仙台市泉区泉中央３丁目３４－５グランド－ル泉中央３ 022-111-1111
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城泉中央駅 レンタカー 仙台市泉区泉中央３丁目２－４ 022-372-0100
ｂａｌａｎｃｅ　泉中央 ｂａｌａｎｃｅ泉中央 美容室 仙台市泉区泉中央３丁目２－１ルーセント２１ 022-771-2071
セレモール泉 セレモール泉中央 仏壇・仏具 仙台市泉区泉中央３－７－２ 022-375-1333
セレモール泉 セレモール泉 仏壇・仏具 仙台市泉区泉中央３－４－２ 022-375-1333
きもの屋　泉中央店 きもの屋　泉中央店 呉服 仙台市泉区泉中央３－３７－９スカイヒルズＳＴⅡ１０１ 022-776-6030
リアルムーン　仙台泉店 リアルムーン　仙台泉店 衣料 仙台市泉区泉中央３－３７－１－１０２フォンテーヌＳＴ 022-772-レンタカー0
リアルムーン　仙台泉店 リアルムーン仙台泉店 衣料 仙台市泉区泉中央３－３７－１ 022-772-レンタカー0
ハナ　ヘアー ハナヘアー 美容室 仙台市泉区泉中央３－３１－３ 022-375-1868
居酒屋田中んち　パート２ 居酒屋田中んちパート２ 飲食 仙台市泉区泉中央３－３０－２ 022-776-6202
Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｓｐｒｏｕｔ ヘアーサロン　スプラウト 美容室 仙台市泉区泉中央３－２９－７－１Ｆウイング２１ 022-341-3383
ｆｉｒｓｔ　泉中央 ヘアアンドメーク　ファースト 美容室 仙台市泉区泉中央３－２－１ルーセント２１ 022-771-2071
菓匠三全 菓匠三全　泉中央店 食品 仙台市泉区泉中央２丁目２―２ 022-000-0000
ドギーアース ドギーアース　泉中央店 ペット・ペット用品仙台市泉区泉中央２丁目１９－１０ 022-000-0000
ミカドランドリー泉中央店 ミカドランドリー　泉中央店 クリーニング 仙台市泉区泉中央２丁目１２－１ 022-776-7167
ＷＩＬＤ－１仙台泉店 ＷＩＬＤ－１　仙台泉店 アウトドア用品仙台市泉区泉中央２丁目１１－８ 022-371-7611
三立 三立　ピアノパーク 楽器・ＣＤ 仙台市泉区泉中央２－２－６ 022-374-5700
着物ディスカウントショップ　呉ふくや 呉ふくや 呉服 仙台市泉区泉中央２―２３―１３ 022-771-1378
酒菜居酒屋　角いち 酒菜居酒屋　角いち 飲食 仙台市泉区泉中央２－１９－１５－１０３カンフォートハイツ泉 022-375-7701
ヘアメイク　アヴァンセ泉中央店 ヘアメイクアヴァンセ泉中央店 美容室 仙台市泉区泉中央２－１７－３－１０３フリード泉中央 022-218-3403
タゼン タゼン　泉中央店 キッチン・ガス用品仙台市泉区泉中央２－１４－６ 022-375-0255
シップス シップス 美容室 仙台市泉区泉中央１丁目３４－８庄司ビル１Ｆ 022-371-5541
Ｕｉ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ Ｕｉ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ 美容室 仙台市泉区泉中央１丁目１５－１ナイスシティアリーナ泉中 022-343-1380
ぼんてん漁港泉中央店 ぼんてん漁港　泉中央店 飲食 仙台市泉区泉中央１丁目１４－９大泉ビル 022-375-1991
たんや利久 牛タン炭焼　利休　泉中央店 飲食 仙台市泉区泉中央１丁目１３－２ 03-0000-0000
歩楽人　泉中央店 歩楽人　泉中央店 靴 仙台市泉区泉中央１－７－１地下鉄泉中央ビル２Ｆ 022-773-1192
スタジオアミ　泉中央ＳＷＩＮＧ館 スタジオアミ泉中央スウィング館 カメラ 仙台市泉区泉中央１－７－１泉中央駅ビルスウィング５Ｆ 022-341-3910
カーサベガルタ カーサベガルタ 玩具 仙台市泉区泉中央１－７－１泉中央駅ビル２Ｆ 022-343-1845
マイコンタクト マイコンタクト　泉店 メガネ 仙台市泉区泉中央１－７－１スイング２Ｆ 022-371-8385
市名坂薬局 市名坂薬局 薬局 仙台市泉区泉中央１－６－３－２Ｆセルバテラス 022-375-ペット・ペット用品0
仙台循環器病センター 仙台循環器病センター 医療 仙台市泉区泉中央１－６－１２ 022-218-0264
メガネの相沢 メガネの相沢　泉アリオ店 メガネ 仙台市泉区泉中央１－５－１ 022-375-8801
紀生 ＫＩＳＥＩ美容室 美容室 仙台市泉区泉中央１－５－１ 022-374-5520
家族葬の仙和　泉中央ホール 家族葬の仙和泉中央ホール 仏壇・仏具 仙台市泉区泉中央１－３８－１４ 022-341-8716
Ｗｅｌｃｏｍ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｍｏｏｎ ウェルカム　トゥ　ザ　ムーン 飲食 仙台市泉区泉中央１－１９－７泉中央二番館２ 022-771-6755
Ｗｅｌｃｏｍ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｍｏｏｎ ウエルカトウザムーン　泉中央店 飲食 仙台市泉区泉中央１－１９－７－２Ｆ泉中央二番館 022-771-6755
居酒家　ひな田 ひな田 飲食 仙台市泉区泉中央１－１８－１４ビルドスマイルⅠ２Ｆ 022-341-6065
ラムと焼肉のあべちゃん ラムと焼肉のあべちゃん 飲食 仙台市泉区泉中央１－１８－１４ビルドスマイル１Ｆ 022-725-3040
黄桜酒場　かっぱ天国 かっぱ天国 飲食 仙台市泉区泉中央１－１７－３遊食館ビルＢ１Ｆ 022-371-8228
伊達のいろり焼　ＹＡＭＡＴＯ ＹＡＭＡＴＯ 飲食 仙台市泉区泉中央１－１６－５泉中央一番館２Ｆ 022-773-4888
伊達のいろり焼　ＹＡＭＡＴＯ 伊達のいろり焼　ＹＡＭＡＴＯ 飲食 仙台市泉区泉中央１－１６－５－２Ｆ泉中央一番館 022-773-4888
チロル泉中央店 チロル　泉中央店 飲食 仙台市泉区泉中央１－１６－５ 022-773-5445
アシュレ　ルードゥス アシュレ　ルードゥス 美容室 仙台市泉区泉中央１－１５－３赤間総業パーキングビル１Ｆ 022-372-7006
ぼんてん漁港泉中央店 ぼんてん漁港泉中央店 飲食 仙台市泉区泉中央１－１４－９ 022-375-1991
ドコモショップ　泉中央店 ドコモショップ　泉中央店 携帯電話 仙台市泉区泉中央１－１２－２－１Ｆ泉パークビル 022-373-1311
レディースコレクションここ和 レディースコレクションここ和 衣料 仙台市泉区泉崎１－３４－１３ 022-244-1260
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　泉ヶ丘 クリーニング 仙台市泉区泉ヶ丘４－９－５ 022-772-2650
リサイクル店得　泉店 リサイクル店得　泉店 ディスカウント・リサイクル仙台市泉区泉ヶ丘１－２－１５９－１ 022-371-2835
ミスター　ダンディー ミスターダンディー スポーツ用品 仙台市泉区上谷刈丸太３虹の丘ゴルフプラザ内 022-218-8755
レナーク レナーク　ウィズ 美容室 仙台市泉区上谷刈４－１１－３６ＡＣＳ２Ｆ 022-375-8398
美容室カール２１ 美容室カール２１ 美容室 仙台市泉区上谷刈３丁目６－２５ 022-371-4255
セレモニーホール掬水苑いずみ セレモニーホール掬水苑いずみ 仏壇・仏具 仙台市泉区上谷刈３丁目１－１６ 022-739-8ディスカウント・リサイクル
イエローハット イエローハット泉加茂店 カー用品 仙台市泉区上谷刈２－４－５ 022-371-6301
ジゥエルタイム　泉本店 ジゥエルタイム　泉本店 宝石・時計 仙台市泉区上谷刈１丁目６－８ 022-372-7733
食樂　八乙女店 食樂　八乙女店 飲食 仙台市泉区上谷刈１丁目６－１ 03-0000-0000
しゃぶしゃぶ温野菜　八乙女店 しゃぶしゃぶ温野菜八乙女店 飲食 仙台市泉区上谷刈１丁目４－１３ 022-776-1194
タイヤ館八乙女 タイヤ館　八乙女 カー用品 仙台市泉区上谷刈１丁目１－１０ 022-373-0062
ジゥエルタイム　泉本店 ジゥエルタイム 宝石・時計 仙台市泉区上谷刈１－６－８ 022-372-7733
タイヤワールド館ベスト泉八乙女店 タイヤワールド館ベスト　泉八乙 カー用品 仙台市泉区上谷刈１－６－１ 022-773-2811
（株）ダイコク ダイコク 整備工場 仙台市泉区松森明神２７－１５ 022-771-9590
モトリ スクーターハウス　モトリ 自転車・バイク仙台市泉区松森前沼５１ 022-347-3478
上州屋 新仙台泉店 スポーツ用品 仙台市泉区松森上河原１番地－１ 03-0000-0000
かのおスポーツ かのおスポーツ スポーツ用品 仙台市泉区松森字明神１－１ 022-372-8556
村山自動車 村山自動車泉バイパス店 整備工場 仙台市泉区松森字中道３２－１ 022-373-2151
仙台北自動車学校 仙台北自動車学校 自動車学校 仙台市泉区松森字台９３－２５ 022-373-9771
ペットエコ仙台　松森店 ペットエコ仙台　松森店 ペット・ペット用品仙台市泉区松森字太子堂５６ 022-375-1281
ペットエコ仙台　松森店 ペットエコ仙台　松森店　１ ペット・ペット用品仙台市泉区松森字太子堂５６ 022-375-1281
陶空間　一寸法師 陶空間　一寸法師 陶器 仙台市泉区松森字前田６７－８ 022-771-5773
モトリ モトリ 自転車・バイク仙台市泉区松森字前沼５２－１ 022-342-8552
アーリーバード　泉店 アーリーバード　泉店 ホームセンター仙台市泉区松森字陣ヶ原５３ 022-111-1111
村山自動車 村山自動車本社車両販売場 整備工場 仙台市泉区松森字陣ヶ原２６－１１－１ 022-373-9588
村山自動車 村山自動車 整備工場 仙台市泉区松森字陣ヶ原２６－１１ 022-373-6355
オートガレージマックス オートガレージマックス 整備工場 仙台市泉区松森字新田７９－１ 022-776-1353
ハリケン自動車 ハリケン自動車 整備工場 仙台市泉区松森字刺松７２－１ 022-373-6120
タイヤ館　いずみ タイヤ館　いずみ カー用品 仙台市泉区松森字斎兵衛２－１６ 022-371-0520
タイヤボックス仙台 タイヤボックス仙台 カー用品 仙台市泉区松森字後田６２－１ 022-344-7104
ホンダカーズ宮城中央　泉松森店 ホンダカーズ宮城中央　泉松森店 カーディーラー仙台市泉区松森字関場１０－１ 022-374-0321
ダイシン　泉店 ダイシン　泉店 ホームセンター仙台市泉区松森字浦田８６ 022-373-6773
ハーレーダビットソン宮城 ハーレーダビッドソン宮城 自転車・バイク仙台市泉区松森字浦田８６ 022-374-8880
食品館イトー　泉松森店 食品館イトー　泉松森店 スーパー 仙台市泉区松森字浦田５８ 022-341-4755
万代仙台泉店 万代　仙台泉店 ディスカウント・リサイクル仙台市泉区松森斎兵衛５８－９ 022-371-0045
スタジオアミ泉松森館 スタジオアミ　泉松森館 カメラ 仙台市泉区松森斎兵衛５８－１０２ 022-771-2751
早坂サイクル 早坂サイクル　泉バイパスアネッ 自転車・バイク仙台市泉区松森後田８５－１ 03-0000-0000
早坂サイクル 早坂サイクル　泉バイパス店 自転車・バイク仙台市泉区松森後田８１－１ 03-0000-0000
ハーレーダビットソン宮城 ハーレダビッドソン宮城 自転車・バイク仙台市泉区松森浦田８６ 03-0000-0000
ドコモショップ仙台泉バイパス店 ドコモショップ仙台泉バイパス店 携帯電話 仙台市泉区松森浦田５３ 022-374-0301
Ｓｈｅａ　ＤＯＬＣＥ Ｓｈｅａ　ＤＯＬＣＥ 美容室 仙台市泉区将監殿２丁目１－１ 022-218-5857
寝装の山田 寝装の山田 寝具 仙台市泉区将監７－１－１４ 022-373-0276
ＨＡＩＲＳＰＲＡＹ　住吉台 ヘアスプレイ　住吉台 美容室 仙台市泉区住吉台東３－１－４ 022-779-6692
カメイ調剤薬局　住吉台店 カメイ調剤薬局　住吉台店 薬局 仙台市泉区住吉台東２－８－１７ 022-347-9883
泉自動車学校 泉自動車学校 自動車学校 仙台市泉区実沢字新坂沢１ 022-379-3420
ユアテックスタジアム仙台　グッズ売店 ユアテックスタジアム　ベガルタ 玩具 仙台市泉区七北田柳７８ 03-0000-0000
ユアテックスタジアム仙台　売店 小山フーズ 飲食 仙台市泉区七北田柳７８ 022-216-1011
ユアテックスタジアム仙台　売店 チケット 飲食 仙台市泉区七北田柳７８ 03-0000-0000
ヘアメイクドロップ ヘアサロン　ドロップ 美容室 仙台市泉区七北田町２５セノアビラ１Ｆ 03-0000-0000
ミカサボディー ミサカボデイー 整備工場 仙台市泉区七北田新田６１－１ 022-374-8986



阿部蒲鉾店　泉インター店 阿倍蒲鉾店泉インター店 食品 仙台市泉区七北田新田３－１ 03-0000-0000
寿三色最中本舗 寿三色最中本舗　泉インター店 食品 仙台市泉区七北田新田３－１ 022-372-6937
ベガルタ仙台スタジアム売店 ベガルタ仙台スタジアム売店 スポーツ用品 仙台市泉区七北田字柳７８ 022-774-8301
ユアテックスタジアム仙台　売店 ユアテックスタジアム　星栄商店 飲食 仙台市泉区七北田字柳７８ 022-375-7800
大寿司 大寿司 飲食 仙台市泉区七北田字町５２－２２ 022-372-8472
Ｌｉｏｎ　Ｈｅａｒｔ ＬＩＯＮ　ＨＥＡＲＴ泉中央店 美容室 仙台市泉区七北田字町５１－２メゾン・ラビリテ１Ｆ 022-344-7617
吉野美工 吉野美工 整備工場 仙台市泉区七北田字新道４０－１０ 022-272-1770
寿三色最中本舗 寿三色最中本舗　泉 食品 仙台市泉区七北田字新田６ 022-372-6937
菓匠三全　泉インター店 菓匠三全　泉インター店 食品 仙台市泉区七北田字新田３－１ 022-372-6471
つるやゴルフ仙台泉インター店 つるやゴルフ　仙台泉インター店 スポーツ用品 仙台市泉区七北田字新田２５－４ 022-772-6678
宮城ダイハツ販売（株）（仙台泉店） 宮城ダイハツ販売　仙台泉店 カーディーラー仙台市泉区七北田字新田２０－１ 022-371-3811
アルファロメオ仙台 アルファロメオ仙台 カーディーラー仙台市泉区七北田字笹４２－１ 022-772-6311
フェラーリ仙台サービスセンター フェラーリ仙台サービスセンター カーディーラー仙台市泉区七北田字笹３４－５ 022-776-9313
ボルボ　カー仙台泉 ボルボカー仙台泉 カーディーラー仙台市泉区七北田字笹２９－１ 022-776-9311
鐘崎 牛たん鐘崎　名品街道店 食品 仙台市泉区七北田山ノ寺７－１ 022-375-3806
パリーミキ オプティック　パリ　ミキ　泉パ メガネ 仙台市泉区寺岡６丁目５－１泉パークタウンタピオ１Ｆ 022-776-2028
ＡＱＵＡＮ ＡＱＵＡＮ ディスカウント・リサイクル仙台市泉区寺岡６－９－２ 022-342-1120
（株）たびのレシピ　仙台泉タピオ店 （株）たびのレシピ仙台泉タピオ 旅行 仙台市泉区寺岡６－５－１泉パークタウンタピオ１Ｆ 022-341-衣料8
パリーミキ オプティックパリミキ　泉パーク メガネ 仙台市泉区寺岡６－５－１泉パークタウンタピオ１Ｆ 022-378-9610
金港堂 金港堂　泉パークタウン店 書籍 仙台市泉区寺岡６－５－１タピオ北館２Ｆ 022-377-8088
泉パークタウン　タピオ 泉パークタウン　タピオ 大型店 仙台市泉区寺岡６－５－１ 022-342-5950
仙台ロイヤルパークホテル 仙台ロイヤルパークホテル ホテル 仙台市泉区寺岡６－２－１ 022-377-1111
美容室キューティーハンド 美容室キューティーハンド 美容室 仙台市泉区寺岡５－１２－２２ 022-377-3711
ＶＥＲＹ 美容室　ＶＥＲＹ 美容室 仙台市泉区寺岡１－９－１３ 022-342-5366
リストランテ　パスタ リストランテ　パスタ 飲食 仙台市泉区寺岡１－１－１ 022-000-0000
澤本自動車 （株）澤本自動車 整備工場 仙台市泉区市名坂柳清水１００－１ 022-372-3612
焼肉パルパル市名坂店 焼肉パルパル　市名坂店 飲食 仙台市泉区市名坂萩清水１０２－１ 022-218-9788
ペットサロン　ウィズ ペットサロン　ウィズ ペット・ペット用品仙台市泉区市名坂楢町２０１－１１ 022-218-9084
宮城日産自動車　泉店 宮城日産自動車　泉店 カーディーラー仙台市泉区市名坂鳥井原５－３ 022-372-9511
喜久水庵　ヨークベニマル市名坂店 喜久水庵　ヨークベニマル市名坂 食品 仙台市泉区市名坂中道１００－９ヨークベニマル市名坂内 022-771-0242
喜久水庵　ヨークベニマル市名坂店 お茶の井ヶ田喜久水庵ヨークベニ 食品 仙台市泉区市名坂中道１００－９ヨークベニマル市名坂 03-0000-0000
フジヤ フジヤ　市名坂店 衣料 仙台市泉区市名坂中道１００－９ヨークタウン市名坂 022-771-7781
カラオケ時遊館 時遊館　仙台泉店 レジャー施設 仙台市泉区市名坂字野蔵１－１ 022-772-9585
ペットサロン　ウィズ ペットウィズ泉店 ペット・ペット用品仙台市泉区市名坂字楢町２０１－１１ 022-218-4736
ラケットショップ広瀬 ラケットショップ広瀬　泉店 スポーツ用品 仙台市泉区市名坂字東裏９０－４ 022-375-2255
みやぎ生協 みやぎ生協　市名坂店 スーパー 仙台市泉区市名坂字東裏１－３ 022-771-8688
宮城日産自動車　泉店 宮城日産　泉店 カーディーラー仙台市泉区市名坂字鳥井原５－３ 022-372-9511
日産プリンス宮城販売　泉バイパス店 日産プリンス宮城　泉ＢＰ店 カーディーラー仙台市泉区市名坂字鳥井原２－２ 022-372-8123
メガネの相沢 メガネの相沢　ヨークタウン市名 メガネ 仙台市泉区市名坂字中道１００－９ 022-218-8792
チヨダグループ シュープラザ仙台市名坂 靴 仙台市泉区市名坂字中道１００―９ 022-772-7楽器・ＣＤ
チヨダグループ 東京靴流通センター泉 靴 仙台市泉区市名坂字栖町１３８－１ 022-372-8558
ホンダカーズ宮城中央　向陽店 ホンダカーズ宮城中央　向陽店 カーディーラー仙台市泉区市名坂字新門前１３－１ 022-375-8440
佐田　仙台ショールーム （株）佐田　仙台ショールーム 衣料 仙台市泉区市名坂字鹿島１―１ケーヨーＤ２―２０２ 022-771-8471
セレモール泉　市名坂 セレモール泉　市名坂 仏壇・仏具 仙台市泉区市名坂字御釜田１４６－２ 022-725-3636
セレモール泉　市名坂 セレモール泉市名坂 仏壇・仏具 仙台市泉区市名坂字御釜田１４６－２ 022-725-3636
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　泉店 カーディーラー仙台市泉区市名坂字御釜田１２１－１ 022-372-1311
日産サティオ宮城　泉店 日産サティオ宮城　泉店 カーディーラー仙台市泉区市名坂字原田５４ 022-372-2332
ＡＵＳＥＮＴＩＣＳ ＡＵＳＥＮＴＩＣＳ 衣料 仙台市泉区市名坂字原田１７－４ 022-355-6937
仙台支店　家庭サービス課 仙台支店　家庭サービス課 キッチン・ガス用品仙台市泉区市名坂字原田１６０ 022-375-3751
（株）スマイク　仙台営業所 スマイク　仙台営業所 キッチン・ガス用品仙台市泉区市名坂山岸５０－１１ 080-0000-0000
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　市名坂 クリーニング 仙台市泉区市名坂原田１６９－１ 022-344-8クリーニング
かに政宗　泉店 かに政宗　泉店 飲食 仙台市泉区市名坂原田１００－２ 03-0000-0000
東北三菱 東北三菱泉営業所 カーディーラー仙台市泉区山の寺２－１－８ 022-373-3111
東北三菱 ＭＩＮＩ仙台 カーディーラー仙台市泉区山の寺２－１－１３ 022-218-1630
インドカレーダイニングＳＡＮＴＡ インドカレーダイニング　ＳＡＮ 飲食 仙台市泉区山の寺１丁目１－１４ 022-371-8衣料
泉国際ゴルフ倶楽部 泉国際ゴルフ倶楽部 ゴルフ場 仙台市泉区根白石字花輪山５－２ 022-379-3333
ｂｉｚ　ｃｒｅｅｋ　ｃａｆｅ ｂｉｚ　ｃｒｅｅｋ　ｃａｆｅ 飲食 仙台市泉区根白石字下河原３９ 022-341-カー用品4
みやぎ生協 みやぎ生協　高森店 スーパー 仙台市泉区高森８－５３－４７ 022-777-7321
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協高 クリーニング 仙台市泉区高森８－５３－４７ 022-777-4衣料
デンキカン泉 デンキカン泉 家電 仙台市泉区高森７－４３－６ 022-378-8812
お茶の井ヶ田喜久水庵　泉高森本店 喜久水庵　泉高森店 食品 仙台市泉区高森４丁目２－５３９ 03-0000-0000
ヘアーアンドメイク　ソファー高森 ヘアーアンドメイクソファ高森 美容室 仙台市泉区高森４丁目２－５３９ 022-797-8861
ｄｏｗｋｕ ｄｏｗｋｕ 美容室 仙台市泉区高森１丁目１－２ 03-0000-0000
日産仙台北販売　泉パークタウン店 日産仙台北　泉パークタウン店 カーディーラー仙台市泉区高森１－１－２９２ 022-111-1111
ｄｏｗｋｕ ドゥーク 美容室 仙台市泉区高森１－１－２ 022-777-6255
レナーク レナーク　コフレ 美容室 仙台市泉区高森１－１－１９０高森ショッピングプラザ南館 022-378-4843
八文字屋書店 八文字屋書店 書籍 仙台市泉区高玉町４－１ 022-371-1988
うまい鮨勘 うまい鮨勘　ゆとろぎ泉店 飲食 仙台市泉区高玉町３－３ 090-0000-000
ほこだて仏光堂　仙台泉店 ほこだて仏光堂　仙台泉店 仏壇・仏具 仙台市泉区高玉町２－２３ 022-000-0000
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　向陽台 クリーニング 仙台市泉区向陽台４－２４－１７ 022-373-9560
おしゃれショップゆき おしゃれショップゆき 衣料 仙台市泉区向陽台２丁目４－１９ 022-373-3002
ＡＬＩＣＥ　ＷＯＲＬＤ　泉店 ＡＬＩＣＥ　ＷＯＲＬＤ　泉店 美容室 仙台市泉区向陽台２丁目２４－３２ 022-371-2281
ＡＬＩＣＥ　ＷＯＲＬＤ　本店 アリスワールド本店 美容室 仙台市泉区向陽台２－２１－５ 022-772-2625
松森自動車商会 有限会社松森自動車 整備工場 仙台市泉区古内字宮下１－１ 022-377-1348
鎌田呉服店 ヨークベニマル泉古内店内ｎｅｘ 呉服 仙台市泉区古内坂ノ上１－２３ 022-377-4807
美容室　クラッシュ 美容室　クラッシュ 美容室 仙台市泉区桂３丁目２－５ 022-372-雑貨・手芸0
ブレアガーデン ブレアガーデン 飲食 仙台市泉区桂１丁目１－１ 022-739-7715
ダイシン桂店 ダイシン　桂店 ホームセンター仙台市泉区桂１－１６－７ 022-375-0062
グリーンマート桂店 グリーンマート　桂店 スーパー 仙台市泉区桂１－１２－１ 03-0000-0000
ギャラリー拓坊 ギャラリー拓坊 陶器 仙台市泉区館６－１４－４ 022-348-2580
水の音 水の音 雑貨・手芸 仙台市泉区館２－１－１１５ 022-376-7563
白洋舎 白洋舎　泉営業所 クリーニング 仙台市泉区加茂５－２１－７ 022-378-6361
白洋舎 白洋舎　泉サービス店 クリーニング 仙台市泉区加茂５－２１－１７ 022-378-6361
日産サティオ宮城　加茂店 日産サティオ宮城　加茂店 カーディーラー仙台市泉区加茂１－８－１ 022-378-2130
ブックセンター湘南　黒松店 ブックセンタ－湘南　黒松店 書籍 仙台市泉区旭丘堤２－２２－２みやぎ生協黒松店 022-272-3281
みやぎ生協 みやぎ生協　黒松店 スーパー 仙台市泉区旭丘堤２－２２－２ 022-272-9631
ズーズーカンパニー ズーズーカンパニー ペット・ペット用品仙台市泉区みずほ台３－１３ 022-773-7081
ズーズーカンパニー ズーズーカンパニー　八乙女店 ペット・ペット用品仙台市泉区みずほ台３－１３ 03-0000-0000
ホテルグリーンアーバ ホテル　グリーンアーバ ホテル 仙台市青葉区立町４－１０ 022-000-0000
グラスハウス　スガハラ仙台店 菅原工芸硝子　仙台店 陶器 仙台市青葉区立町２３－１９定禅寺ハイツ１Ｆ 022-723-3266
オーク　ナチュラルストア オーク　ナチュラルストア 食品 仙台市青葉区立町２２－１４ 022-211-0938
坂本商会 株式会社坂本商会 家電 仙台市青葉区立町２２－１１ 022-225-1146
ラケットショップ広瀬 ラケットショップ広瀬 スポーツ用品 仙台市青葉区立町１－２ 022-265-0778
アトリエ　ヴィセ アトリエ　ヴィセ 美容室 仙台市青葉区落合５丁目１－１０－１Ｆ 022-391-7888
タイヤワールド館ベスト栗生店 タイヤワールド館ベスト　栗生店 カー用品 仙台市青葉区落合４－１－１ 022-796-6411
ＥＣＯ・ＭＯＤＥ　落合本店 ＥＣＯ・ＭＯＤＥ落合本店 衣料 仙台市青葉区落合２丁目１１－１２ 022-391-1720
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　モリヤ クリーニング 仙台市青葉区落合２－６－７ 022-391-8878
スキンケア＆メイク　ストーリー スキンケア＆メイクストーリー 化粧品 仙台市青葉区落合１丁目１４－３８－１０ 022-391-8774
スキンケア＆メイク　ストーリー スキンケア＆メイク　ストーリー 化粧品 仙台市青葉区落合１丁目１４－３８ 022-391-8774
宮城日産自動車木町通店 宮城日産　木町通店 カーディーラー仙台市青葉区木町通２丁目３－１２ 022-274-4123
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台中央店 レンタカー 仙台市青葉区木町通２丁目３－１ 022-275-0100
トラベルｅ旅．ｃｏｍ トラベルｅ旅．ｃｏｍ 旅行 仙台市青葉区木町通２－５－１８－４Ｆ大熊ビル 022-797-5005
サロンド　ヒロ　アイリー サロンドヒロアイリー 美容室 仙台市青葉区木町通２－４－３６ 022-274-3773
（株）エーゼット エーゼット カメラ 仙台市青葉区木町通２－３－１９ 022-219-1681
宮城日産自動車木町通店 宮城日産自動車　木町通店 カーディーラー仙台市青葉区木町通２－３－１２ 022-274-4123
懐仁堂漢方薬局　仙台店 懐仁堂漢方薬局仙台店 薬局 仙台市青葉区木町通２－１－６０１Ｆ 022-111-1111
ドラックペンギン一番町店 ドラッグペンギン　北四番丁店 薬局 仙台市青葉区木町通２－１－５５第８丸昌ビル１０２ 022-275-6885
クロワッサンの店　仙台店 クロワッサンの店　仙台店 雑貨・手芸 仙台市青葉区木町通１丁目６－２４ 022-211-9683
美容室グランジュ本店 美容室グランジュ本店 美容室 仙台市青葉区木町通１－８－１８田村ビル２Ｆ 022-261-2185
みやぎ生協 みやぎ生協　木町店 スーパー 仙台市青葉区木町通１－６－２８ 022-223-9395
ＲＯＯＳＴＥＲ　ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ ルースター　モーターサイクル 自転車・バイク仙台市青葉区木町１３－３エルステ木町１Ｆ 022-346-9819
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　西友木 クリーニング 仙台市青葉区木町１－３１ 022-271-8878
ｃａｃｈｅｔｔｅ カシェット 美容室 仙台市青葉区木町１０－８－１Ｆ 022-717-4481
ＦＲＡＧＩＳ　仙台店 ＦＲＡＧＩＳ　仙台店 家具 仙台市青葉区本町３丁目２－１ハーフムーンビル１Ｆ 022-797-2340
十肴とみぞう 十肴とみぞう 飲食 仙台市青葉区本町３－６－９コ－ポすがわら１Ｆ 022-111-1111
ＩＣＯＮＳ ＩＣＯＮＳ 衣料 仙台市青葉区本町２丁目９－３産伸ビル２Ｆ 03-0000-0000



家具の橋本 家具の橋本 家具 仙台市青葉区本町２丁目８－７ 022-222-7686
ユノメ ユノメ家具　本店 家具 仙台市青葉区本町２丁目７－３ 03-0000-0000
たんや利久 牛タン炭焼　利休　本町店 飲食 仙台市青葉区本町２丁目６－１３ 03-0000-0000
（株）Ｈａｎａ ブティック　ハナ 衣料 仙台市青葉区本町２丁目５－１４ 022-264-6577
江陽会館 レストランロンシャン ホテル 仙台市青葉区本町２丁目３番１号 022-267-5111
コセキ コセキカメラ カメラ 仙台市青葉区本町２丁目３－１０仙台本町ビル１Ｆ 022-222-3560
ｍｕｔｅ　勾当台公園店 ｍｕｔｅ勾当台公園店 美容室 仙台市青葉区本町２丁目１８－２３勾当台パークビル４０２ 000-000-0000
居酒屋　翔 居酒屋　翔 飲食 仙台市青葉区本町２丁目１４－２６ 022-222-8817
オステリア　カンティーナ オステリア・カンティーナ 飲食 仙台市青葉区本町２丁目１４－１ 022-217-8118
オステリア　カンティーナ ビストロぼんてん　本町店　宅配 飲食 仙台市青葉区本町２丁目１４－１ 080-0000-000
Ｌａｉｄ　Ｂａｃｋ　Ｔａｙｌｏｒ Ｌａｉｄ　Ｂａｃｋ　Ｔａｙｌｏ 衣料 仙台市青葉区本町２丁目１２－３－１Ｆ 022-398-7966
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城本町店 レンタカー 仙台市青葉区本町２丁目１１－３３ 022-224-0100
ストア　ジューゴノヴ ＳＴＯＲＥ１５ＮＯＶ 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区本町２丁目１０－６－１Ｆ 022-221-5763
整体院ＴＢＣＣ 整体院　ＴＢＣＣ 整体・サロン 仙台市青葉区本町２丁目１０－３３第２日本オフィスビル１ 022-723-0765
Ｃｏｃｏ　Ｒｙｎｅ ココリーネ 衣料 仙台市青葉区本町２－９－８－１Ｆ日宝本町ビル 022-215-3421
ビスポーク ビスポーク 衣料 仙台市青葉区本町２－９－２０大永ビル３０３ 022-000-0000
ホテルグリーンセレク ホテル　グリーンセレク ホテル 仙台市青葉区本町２－９－１４ 022-217-3117
ユノメ ユノメ家具本店 家具 仙台市青葉区本町２－７－３ 022-225-8321
ｆｌｏｗｅｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ｒｉｅｙ フラワースタジオ　リエイ 生花 仙台市青葉区本町２－６－２２－１Ｆベルツビル 022-399-7027
ハミングバード オステリア　ハミングバード本町 飲食 仙台市青葉区本町２－６－１６ 022-225-0生花
ライブドーム　スターダスト ライブドーム　スターダスト 飲食 仙台市青葉区本町２－５－１８－４Ｆ 022-235-1139
かに政宗　本町店 かに政宗　本町店 飲食 仙台市青葉区本町２－５－１８ 022-265-0880
ｂｉｓｃｃｏ ｂｉｓｃｏ 衣料 仙台市青葉区本町２－５－１６ 022-721-1477
ｆｉｒｓｔ　ＳＥＮＤＡＩ ｆｉｒｓｔ　仙台 美容室 仙台市青葉区本町２－４－８５１０ビル２Ｆ 022-267-3064
ヘアー＆メイク　ブリランテ ヘアー＆メイク　ブリランテ 美容室 仙台市青葉区本町２－４－１４第２遠藤ビル３Ｆ 022-263-4588
江陽会館 江陽グランドホテル ホテル 仙台市青葉区本町２－３－１ 022-267-5111
くらし座 くらし座 家具 仙台市青葉区本町２－１９－９クリスタルパレス本町ビル東３Ｆ 022-395-7616
三番町薬局 三番町薬局 薬局 仙台市青葉区本町２－１９－９クリスタルパレスビル１階 022-263-6987
ディスクノート ディスクノート 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区本町２－１９－９－３Ｆクリスタルパエレス本町ビル 022-222-2837
Ａｌｌｕｒｅ Ａｌｌｕｒｅ 美容室 仙台市青葉区本町２－１９－７－１Ｆ仙台ドリームビル 022-212-7333
ＧＯＬＤＥＮ　ＲＯＣＫ ヘアーデザインプラスゴールデン 美容室 仙台市青葉区本町２－１９－１７－２Ｆプルミエ勾当台ビル 022-713-6017
ブランコ　ヘア＆メイク ブランコ　ヘアアンドメイク 美容室 仙台市青葉区本町２－１８－２４丸山ビル２Ｆ 022-722-0201
ＮＯＴＥ ＮＯＴＥ 飲食 仙台市青葉区本町２－１７－２－１Ｆ 022-216-5771
Ｆｕｎｎｙ　ｆａｃｅ Ｆｕｎｎｙ　ｆａｃｅ 美容室 仙台市青葉区本町２－１７－１本町Ｎビル２０３ 022-302-5775
仙台　さえら 仙台　さえら 衣料 仙台市青葉区本町２－１７－１本町Ｎビル１Ｆ 022-215-0780
びすとろぼんてんケータリング事業部 ビストロぼんてん本町店　宅配 飲食 仙台市青葉区本町２－１４－１ 022-217-8118
ストア　ジューゴノヴ ストア・ジューゴノヴ 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区本町２－１０－６本町太田ビル１Ｆ 022-221-5763
コピン モイスティーヌコピンサロン 化粧品 仙台市青葉区本町１丁目４－６セントラルハイツ１０１ 022-211-1675
フォトスタジオ　フォープラス フォープラス カメラ 仙台市青葉区本町１丁目２－２－８Ｆ 022-399-9360
ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｓｏｆａ　仙台駅前 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅＳｏｆａ仙台 美容室 仙台市青葉区本町１丁目１－８第一日本オフィスビル１Ｆ 022-722-0680
リサイクルショップ　アベル リサイクルショップ　アベル ディスカウント・リサイクル仙台市青葉区本町１丁目１２－３１ライオンズマンション 022-265-8637
たんや利久 利久　花京院店　一階 飲食 仙台市青葉区本町１丁目１２－１サンライズ仙台本町ビル 022-722-9666
たんや利久 利休　花京院　１Ｆ 飲食 仙台市青葉区本町１丁目１２－１サンライズ仙台本町ビル 03-0000-0000
伊達の牛たん本舗 伊達の牛たん本舗　本店 食品 仙台市青葉区本町１丁目１－１アジュール仙台地階 022-722-2535
蔵の庄　花京院通本店 蔵の庄　花京院通本店 飲食 仙台市青葉区本町１丁目１０－２１ 022-261-8778
松枝祥美堂 松枝祥美堂 陶器 仙台市青葉区本町１丁目１０－１９ 022-225-8781
広瀬コンタクトレンズ 広瀬コンタクトレンズ メガネ 仙台市青葉区本町１－２－３ 022-222-5388
パレスへいあん パレスへいあん ホテル 仙台市青葉区本町１－２－２ 022-265-5111
白洋舎 白洋舎　花京院店 クリーニング 仙台市青葉区本町１－１４－２４田中ビル１Ｆ 022-222-2868
白洋舎 白洋舎　花京院サービス店 クリーニング 仙台市青葉区本町１－１４－２４佐藤ビル１Ｆ 022-222-2868
ＢＬＡＣＫ　ＳＴＯＲＥ ブラック　ストア 衣料 仙台市青葉区本町１－１３－２６ 022-217-3407
ハナサク ハナサク　本店 生花 仙台市青葉区本町１－１３－２３ 022-265-8739
旨味や　典眞ノ蔵 旨味や典眞ノ蔵 飲食 仙台市青葉区本町１－１１－１４－１ＦＨＡＮＡＩＸ２ 022-721-1184
旬魚鮨の店　あら浜 あら浜 飲食 仙台市青葉区本町１－１０－１５斉藤ビル１Ｆ 022-263-0840
キッズクエスト キッズ　クエスト 各種教室 仙台市青葉区北目町６－６－１Ｆ 022-223-美容室7
ミカドランドリー北目町店 ミカドランドリー　北目町店 クリーニング 仙台市青葉区北目町２－２６ 022-266-6雑貨・手芸
サーフカンパニー　新港店 サーフカンパニー　仙台泉店 スポーツ用品 仙台市青葉区北根４－１－５ 022-301-キッチン・ガス用品1
ＴＫガレージ黒松 ＴＫガレージ黒松 カーディーラー仙台市青葉区北根４－１－１１ 022-277-1210
ニューローズ美容室　北根店 ニューローズ美容室　北根店 美容室 仙台市青葉区北根３丁目１９－３９パルハウス１０２ 022-728-2602
イルマーレ イルマーレ 衣料 仙台市青葉区片平１丁目４－１ 022-221-9775
えかきや えかきや 絵画・額縁 仙台市青葉区片平１丁目３－２６ 022-225-7647
フラワーギフトはなむら フラワーギフトはなむら 生花 仙台市青葉区片平１丁目１番１１号カタヒラビル１Ｆ 022-268-5432
對橋楼　春風亭 対橋楼春風亭 飲食 仙台市青葉区片平１－４－１５アルス仙台１Ｆ 022-227-8633
日本料理　ｅ． 日本料理　ｅ． 飲食 仙台市青葉区片平１－１－１８バレンタインハウス１Ｆ 022-797-7668
カメイ調剤薬局　米ヶ袋店 カメイ調剤薬局　米ケ袋店 薬局 仙台市青葉区米ヶ袋２丁目２－５３ 022-263-0809
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　八幡 クリーニング 仙台市青葉区八幡町４－１－１２ 022-275-8623
ティーズ　センター店 ティーズ　センター店 自転車・バイク仙台市青葉区八幡５丁目２－１ 022-727-6737
ほづみ呉服店 ほづみ呉服店 呉服 仙台市青葉区八幡５－６－１２ 022-234-1606
早坂サイクル 早坂サイクル　八幡町店 自転車・バイク仙台市青葉区八幡４丁目５－１７ 03-0000-0000
高山燃料 高山燃料 燃料 仙台市青葉区八幡４丁目５－１５ 022-234-3美術館・博物館
Ｌｅ　ｍｉｅｕｘ Ｌｅ　ｍｉｅｕｘ 美容室 仙台市青葉区八幡４丁目２－８フォンテーヌ守口１Ｆ 022-725-3299
ホズミ ホズミ 衣料 仙台市青葉区八幡４－３－５ 022-233-1011
ヘアーアレンジメントパーラー　ユフル ヘアーアレジメントパーラーユル 美容室 仙台市青葉区八幡４－２－１１Ｆ 022-272-7786
Ｄｉ・ＶＥＲＤＥ八幡 Ｄｉ・ＶＥＲＤＥ 飲食 仙台市青葉区八幡３丁目１－５０レキシントンプラザ八幡 022-217-2410
フィール・エー　レキシントンプラザ フィール・エー　レキシントンプ 美容室 仙台市青葉区八幡３丁目１－５０レキシントンプラザ２Ｆ 022-212-8自転車・バイク
井筒釣具店 井筒釣具店 スポーツ用品 仙台市青葉区八幡３－３－１ 022-222-7927
ヤマト屋書店　仙台八幡店 ツタヤヤマトヤ書店　仙台八幡店 書籍 仙台市青葉区八幡３－１－５０レキシントンプラザ八幡 022-217-9662
スタジオアミ　八幡館 スタジオアミ　八幡館 カメラ 仙台市青葉区八幡３－１－５０－２Ｆレキシントンプラザ八幡 022-796-3881
みやぎ生協 みやぎ生協　八幡町店 スーパー 仙台市青葉区八幡３－１－５０ 022-212-8生花
ティーズ （株）ティーズ 自転車・バイク仙台市青葉区八幡３－１－４４ 022-225-2755
Ｍｅｌｌｏｗ　Ｃｌａｓｓｉｃ メロウ　クラシック 衣料 仙台市青葉区八幡３－１－１ 022-264-0913
東海林呉服店 東海林呉服店 衣料 仙台市青葉区八幡２丁目５番５号 022-234-5373
ラヴィール　エステ　ココ ラヴィールエステＣＯＣＯ 美容室 仙台市青葉区八幡２－３－４ 022-272-6375
スポーツ工房Ｔ－ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ スポーツ工房Ｔ－ＬＡＢＯＲＡＴ スポーツ用品 仙台市青葉区八幡２－２－５ 022-233-8863
プリンス　メガネ プリンスメガネ メガネ 仙台市青葉区八幡２－２－５ 022-234-9955
白洋舎 白洋舎　八幡サービス店 クリーニング 仙台市青葉区八幡１－５－１８ 022-261-9168
佐幸時計店 佐幸時計店 宝石・時計 仙台市青葉区八幡１－３－１１ 022-225-2239
パスタハウス　ポモドーロ パスタハウス　ポモドーロ 飲食 仙台市青葉区柏木２丁目６－２８ 022-233-8908
ＳＨＯＰヒロタ ＳＨＯＰヒロタ 衣料 仙台市青葉区柏木２－６－１９ 022-272-1477
柏木自動車整備工場 柏木自動車整備工場 整備工場 仙台市青葉区柏木２－１－４７ 022-275-3346
ヘアキュアサロン　美容館 ヘアキュアサロン　美容館 美容室 仙台市青葉区柏木１丁目８－４２－１Ｆ 022-276-7675
みやぎ生協 みやぎ生協　柏木店 スーパー 仙台市青葉区柏木１－２－４５ 022-276-6322
アトリエＡＫＩＫＯ アトリエＡＫＩＫＯ 男性注文服 仙台市青葉区二日町７－３２勾当台ハイツ１Ｆ 022-265-7820
和みダイニング　きりん 和みダイニング　きりん 飲食 仙台市青葉区二日町６－２３第二シャンボール青葉１Ｆ 022-263-6655
アパマンシヨップ　県庁市役所前店 アパマンショップ　県庁市役所前 不動産 仙台市青葉区二日町６－１３ 022-222-6730
アサヒゴルフ商会ＥＸＥ ＥＸＥ スポーツ用品 仙台市青葉区二日町３―６ 022-213-生花1
ヘア＆メイク　アルティスタ　ロサ ヘアメイク　アルティスタ　ロサ 美容室 仙台市青葉区二日町２－１５－１Ｆ二日町鹿島ビル 022-265-6674
ハミングバード 炙屋十兵衛　二日町本店 飲食 仙台市青葉区二日町１８－１１芳賀ビル１Ｆ 022-222-2311
ゴルフクラフトＨＩＲＡＮＯＹＡ ゴルフクラフト　ヒラノヤ スポーツ用品 仙台市青葉区二日町１４－１４関ビル二日町 022-214-4658
居酒屋一期一会 居酒屋　一期一会 飲食 仙台市青葉区二日町１３－２６ネオハイツ勾当台１０５ 022-797-7376
呑み食い処　壱盛 呑み食い処　壱盛 飲食 仙台市青葉区二日町１１－１５Ｉｎｔｏｗｎｅｒ二日町１Ｆ 022-263-6339
和菜　しば田 和菜　しば田 飲食 仙台市青葉区二日町１０―２８伊澤ビル１Ｆ 022-264-1268
ハードオフ　オフハウス オフハウス　仙台西店 ディスカウント・リサイクル仙台市青葉区南吉成７－２－２ 022-303-1667
オフィスベンダー南吉成本店 オフィスベンダー南吉成本店 文具 仙台市青葉区南吉成６丁目１－１ 022-277-7611
セラピア吉成店 セラピア 化粧品 仙台市青葉区南吉成３－１６－７恵泉ビル１Ｆ 022-227-6669
梵天食堂南吉成店 梵天食堂　南吉成店 飲食 仙台市青葉区南吉成２丁目１７－８ 022-352-5581
お茶の井ケ田　喜久水庵　南吉成店 喜久水庵　南吉成本店 食品 仙台市青葉区南吉成２丁目１７－１ 03-0000-0000
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　南吉成店 カーディーラー仙台市青葉区南吉成２－１７－６ 022-303-2930
フィール・エー南吉成 フィールエー南吉成店 美容室 仙台市青葉区南吉成１丁目１６－３ 022-303-4322
ネイルサロン　ｃｏｍｆｏｒｔ コンフォート 美容室 仙台市青葉区南吉成１－１６－３ｆｅｅｌ．ａ内 022-719-2777
丹野輪業商会 丹野輪業商会　黒松店 自転車・バイク仙台市青葉区藤松３－２ 022-271-6362
ＬｕｍｏｓＧｅｎｅｒａｌＳｔｏｒｅ ＬｕｍｏｓＧｅｎｅｒａｌＳｔｏ 雑貨・手芸 仙台市青葉区東照宮２丁目２－１６ 022-341-9833
ジャッジ ジャッジ 宝石・時計 仙台市青葉区東照宮１－７－１１ 022-234-スーパー0
革工房　妃 革工房　妃 雑貨・手芸 仙台市青葉区東照宮１－１３－３７ハイムＳ１０１号室 022-739-8295
シーポート シーポート 家電 仙台市青葉区東照宮１－１３－３２ 022-728-7237
ホンダカーズ宮城中央　東勝山店 ホンダカーズ宮城中央　東勝山店 カーディーラー仙台市青葉区東勝山３－４－１０ 022-276-5522



ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　仙台店 クリーニング 仙台市青葉区東勝山３－１８－１１ 022-272-1061
Ｂｒｉｄｇｅ　ＳｋａｔｅｂｏａｒｄＳｈｏ Ｂｒｉｄｇｅ スポーツ用品 仙台市青葉区土樋１－１－１０ 022-398-3327
髪洗館＆男髪館 大久保俊一美容室 美容室 仙台市青葉区堤通雨宮町４－１０－２０１大同ビル 022-234-7569
東北三菱 東北三菱中央営業所 カーディーラー仙台市青葉区堤通雨宮町３－１２ 022-275-2125
赤井沢 赤井沢　雨宮店 文具 仙台市青葉区堤通雨宮町２－２０ 022-233-7077
ヴィヴァーチェ ヴィヴァーチェ カバン 仙台市青葉区堤通雨宮町１２－１２ 022-272-7レンタカー
仙台ショールーム　工芸家具　欅 欅産業（株）北仙台ショールーム 家具 仙台市青葉区堤町一丁目２－７０シティウィング北仙台１Ｆ 022-271-カー用品1
日産プリンス宮城販売　堤町店 日産プリンス宮城　堤町店 カーディーラー仙台市青葉区堤町３丁目１８－８ 022-275-3321
日産プリンス宮城販売　堤町店 日産プリンス宮城販売　堤町店 カーディーラー仙台市青葉区堤町３－１８－８ 022-275-3321
仙台ショールーム　工芸家具　欅 工芸家具　欅 家具 仙台市青葉区堤町２－７０シティーウイング北仙台１Ｆ 022-271-カー用品1
仙台ショールーム　工芸家具　欅 欅産業　北仙台ショールーム 家具 仙台市青葉区堤町１丁目２－７０シティウィング北仙台１Ｆ 022-271-カー用品1
おっぺしゃん　本店 おっぺしゃん　本店 飲食 仙台市青葉区通町２丁目１３－３ 022-272-8502
二輪工房　佐藤 二輪工房　佐藤 自転車・バイク仙台市青葉区通町２丁目１－３ 022-234-0491
美容室ぷりずむ 美容室ぷりずむ 美容室 仙台市青葉区通町１丁目６－１２－２０３ 022-274-1848
ホテルグリーンシティ ホテル　グリーンシティ ホテル 仙台市青葉区通町１－６－２３ 022-000-0000
ザ・ガーデン　中山店 ザ・ガーデン　中山店 生花 仙台市青葉区中山台西１－１ 022-277-8711
ペットエコ　中山店 ペットエコ　中山店　１ ペット・ペット用品仙台市青葉区中山台西１－１ 022-719-2211
やまなか家　中山吉成店 やまなか家　中山吉成店 飲食 仙台市青葉区中山吉成１丁目１－８ 03-0000-0000
Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｇａｒｄｅｎ ＰｒｅｍｉｕｍＧａｒｄｅｎ 美容室 仙台市青葉区中山吉成１－６６－１７ 022-303-1066
ＰＡＳＳＩＯＮ中山２号店 ＰＡＳＳＩＯＮ　中山２号店 美容室 仙台市青葉区中山８丁目２５－８ 022-347-3233
フラワー中山　本店 フラワー中山　本店 生花 仙台市青葉区中山５丁目６の３ 022-303-1187
齋美容室 齋美容室 美容室 仙台市青葉区中山４丁目１４－６ 022-278-4131
グットばいく グットばいく 整備工場 仙台市青葉区中山２－６－３５ 022-279-2822
フクヤジャパン ブルーゲート 衣料 仙台市青葉区中央二丁目３－２２－３Ｆ 022-265-8078
フクヤジャパン Ｐ４ 衣料 仙台市青葉区中央二丁目３－２２－２Ｆ 022-797-0272
フクヤジャパン 久世福商店仙台クリスロード店 衣料 仙台市青葉区中央二丁目３－２２－１Ｆ 022-748-4105
たんや利久 利休　北目町店 飲食 仙台市青葉区中央４丁目９－７ 03-0000-0000
仙台国際ホテル 仙台国際ホテル　宴会 ホテル 仙台市青葉区中央４丁目６番１号 022-000-0000
仙台国際ホテル 仙台国際ホテル ホテル 仙台市青葉区中央４丁目６－１ 022-268-1111
いたがき　朝市店 いたがき　朝市店 食品 仙台市青葉区中央４丁目３－２３ 022-263-4キッチン・ガス用品
寿司勝 寿司勝 飲食 仙台市青葉区中央４丁目２－３０ 022-222-7225
ホテルモントレ仙台 ホテルモントレ仙台　エスカーレ ホテル 仙台市青葉区中央４丁目１番８号 022-265-7110
勘助 勘助 飲食 仙台市青葉区中央４丁目１－３仙台プレイビル地階 022-262-9927
ＥＢＥＡＮＳ ＥＢＥＡＮＳ 大型店 仙台市青葉区中央４丁目１－１ 022-393-7965
ホテルグリーンマーク ホテル　グリーンマーク ホテル 仙台市青葉区中央４－８－１０ 022-224-1050
いろはにほへと アトム予備機 飲食 仙台市青葉区中央４－６－１－２７Ｆ 022-266-5810
ラパウザ ラパウザ　ＳＳ３０店 飲食 仙台市青葉区中央４－６－１ 022-266-5804
東北みちのえき仙台駅前朝市通り店 東北みちのえき仙台駅前朝市通り 飲食 仙台市青葉区中央４－４－２－２Ｆ丸寿ビル 022-266-2819
ホテルグリーンウエル ホテル　グリーンウエル ホテル 仙台市青葉区中央４－３－３ 022-216-6656
ぼんてん漁港　朝市店 ぼんてん漁港　朝市店 飲食 仙台市青葉区中央４－３－２５－１Ｆ前原ビル 022-738-9350
ＢａＰｈａｒｅ バファール 食品 仙台市青葉区中央４－２－２６－１Ｆマスカットビル２ 022-395-7223
ホテルモントレ仙台 ホテルモントレ仙台 ホテル 仙台市青葉区中央４－１－８ 022-723-1361
時計のアカシヤ 時計のアカシヤ 宝石・時計 仙台市青葉区中央３丁目８－５新仙台駅前ビル２Ｆ 022-264-8040
佐藤敬商店 佐藤敬商店 食品 仙台市青葉区中央３丁目８－５新仙台駅前ビル 022-222-2026
こがね海産物 こがね海産物 食品 仙台市青葉区中央３丁目８－ペット・ペット用品Ｆ新仙台駅前ビル 022-266-7448
ヤマタカ三浦商店 ヤマタカ三浦商店 食品 仙台市青葉区中央３丁目８－５ 022-227-8662
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城　仙台駅 レンタカー 仙台市青葉区中央３丁目８－２９ 022-213-0100
ＤＵＣＣＡ仙台駅前 デュッカ　仙台駅前 飲食 仙台市青葉区中央３丁目６－１０－３Ｆマックスマクタビ 022-000-0000
ＤＵＣＣＡ仙台駅前 ＤＵＣＣＡ仙台駅前 飲食 仙台市青葉区中央３丁目６－１０ 022-000-0000
菜時季　大原 菜時季　大原 飲食 仙台市青葉区中央３丁目１－２１ＵＳビル１９６Ｆ 022-264-4861
うつぼ うつぼ楽器 ディスカウント・リサイクル仙台市青葉区中央３丁目１－１１－２Ｆ 022-222-9232
うつぼ ディスカウントショップうつぼ ディスカウント・リサイクル仙台市青葉区中央３丁目１－１１－１Ｆ 022-223-1817
サンティー 三者鼎立（株）サンティー 雑貨・手芸 仙台市青葉区中央３－９－２３ 022-748-5906
香楽 香楽 飲食 仙台市青葉区中央３－９－１７ 022-227-7207
浜伸　渡邊商店 浜伸　渡邊商店 食品 仙台市青葉区中央３－８－５新仙台駅前ビル１Ｆ 022-222-2048
亀水 亀水 食品 仙台市青葉区中央３－８－５新仙台駅前ビル 022-267-6023
金華山 金華山高野商店 食品 仙台市青葉区中央３－８－５－１Ｆ新仙台駅前ビル 022-266-5260
インポートショップ　リマール インポートショップ　リマール 雑貨・手芸 仙台市青葉区中央３－８－５ 022-227-0140
メガネの相沢 メガネの相沢　南町通り店 メガネ 仙台市青葉区中央３－８－３１ 022-262-0581
メガネの相沢 メガネの相沢　本館 メガネ 仙台市青葉区中央３－８－３１ 022-262-0581
せり草庵 せり草庵 飲食 仙台市青葉区中央３－６－１２－２Ｆ仙台南町通ビル 022-217-1660
華の縁 華の縁 飲食 仙台市青葉区中央３－５－３０Ｔ＆ＩＮＥＸＴ２Ｆ 022-796-3663
ヴァンドーム ＶＩＮＤＯＭＥ 飲食 仙台市青葉区中央３－５－１Ｔ＆Ｉビル１Ｆ 022-721-5755
長池産婦人科 長池産婦人科 医療 仙台市青葉区中央３－４－２ 022-222-自転車・バイク1
パリーミキ パリ－ミキ　仙台駅前店 メガネ 仙台市青葉区中央３－４－１安田生命仙台第２ビル１Ｆ 022-112-2823
いろはにほへと いろはにほへと仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区中央３－１－２仙台ハーベストビル４Ｆ 022-713-7085
いろはにほへと いろはにほへと　仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区中央３－１－２仙台ハーベスト 022-713-7085
にぎりの徳兵衛 にぎりの徳兵衛　仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区中央３－１－２４荘銀ビル２Ｆ 022-999-9999
仙台駅前コンタクト 仙台駅前コンタクト メガネ 仙台市青葉区中央３－１－２４ 022-265-クリーニング5
ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＪＥＷＥＬ ヘアメイク　ジユエル 美容室 仙台市青葉区中央３－１－２１－６Ｆ仙台駅前ＥＡＳＴ 022-213-6269
ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＪＥＷＥＬ ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＪＥＷＥＬ 美容室 仙台市青葉区中央３－１－２１－６Ｆ 022-213-6269
レナーク レナーク　アリア 美容室 仙台市青葉区中央３－１－１鳳月ビル４Ｆ 022-268-2432
Ｎａｔｕｒａｌ　ｌｅａｆ仙台駅前店 Ｎａｔｕｒａｌ　ｌｅａｆ仙台駅 美容室 仙台市青葉区中央３－１－１４中央古久根ビル８Ｆ 000-000-0000
ハミングバード 炉地ＢＡＲ八兵衛 飲食 仙台市青葉区中央３－１－１４中央古久根ビル１Ｆ 022-796-7029
下町や もんじゃ焼き　下町や 飲食 仙台市青葉区中央３－１０－３ＤＳ中央ビル２Ｆ 022-712-1688
仙台　ほむら 仙台ほむら 飲食 仙台市青葉区中央３－１０－１４ 022-266-0803
リヴォルーショングループ ＨＯＯＤＳ　ＳＥＮＤＡＩ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目８－２８Ａ２ビル２Ｆ 022-723-6681
リヴォルーショングループ ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ　０４ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目８－２６リヴォルーションＨＯビル３Ｆ 022-722-1553
リヴォルーショングループ リヴォルーション 衣料 仙台市青葉区中央２丁目８－２６リヴォルーションＨＯビ 022-722-1553
リヴォルーショングループ ＰＥＥＬ＆ＬＩＦＴ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目８－２６－２Ｆ 022-261-5571
リヴォルーショングループ メゾンマルジェラ　仙台 衣料 仙台市青葉区中央２丁目８－２５Ａ１ビル２Ｆ 022-723-6684
ＯＭＵ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　本店 ＯＭＵ仙台　本店 美容室 仙台市青葉区中央２丁目８－１１ホテルプレミアムグリーン 022-268-8230
ジージー ジージー　仙台店 衣料 仙台市青葉区中央２丁目７－３０角川ビルＢ１－１１ 022-266-1ホームセンター
Ｌ’ＡＺＵＲ Ｌ’ＡＺＵＲ 男性既製服 仙台市青葉区中央２丁目７－３０角川ビル 022-224-1390
レアオブザループ・Ｂ、Ｃ、Ｏ レアオブザループ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目７－３０－１０２ 022-716-0732
伊勢屋　クリスロード店 伊勢屋クリスロード店 飲食 仙台市青葉区中央２丁目６－７－Ｂ１ 022-261-5561
林屋履物店 おはきもの和装小物林屋 履物 仙台市青葉区中央２丁目６－６ 022-222-4430
炭焼牛たん　東山　仙台本店 ひがしやま　仙台本店 飲食 仙台市青葉区中央２丁目６－３０ 022-263-4129
リーガルライト リーガルライツ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目６－２２森屋ビル１Ｆ 022-263-6686
ＲＡＦＦＩＳＨ　ＤＯＧ ＲＡＦＦＩＳＨ　ＤＯＧ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目６－１４光翠ビルＢ１Ｆ 03-0000-0000
炭焼牛たん　東山　仙台本店 炭焼牛たん東山　仙台本店 飲食 仙台市青葉区中央２丁目６～３０ 022-263-4129
三原堂 三原堂 宝石・時計 仙台市青葉区中央２丁目５－２ 022-222-2028
櫻井伊之助薬舗 櫻井伊之助薬舗 薬局 仙台市青葉区中央２丁目５－１０－２Ｆ 022-263-6904
精幸堂 精幸堂 文具 仙台市青葉区中央２丁目５－１０ 022-223-2053
早坂サイクル 早坂サイクル　仙台中央店 自転車・バイク仙台市青葉区中央２丁目４－６ 03-0000-0000
水晶堂 メガネは水晶堂 メガネ 仙台市青葉区中央２丁目４－１１ 022-261-1577
マブチファブリックス　仙台本店 マブチファブリックス仙台本店 雑貨・手芸 仙台市青葉区中央２丁目３－６イオン仙台店７Ｆ 090-0000-000
マブチファブリックス　仙台本店 マブチファブリックス　仙台本店 雑貨・手芸 仙台市青葉区中央２丁目３－６イオン仙台７Ｆ 022-227-3456
フクヤジャパン 久世福商店　仙台クリスロード店 衣料 仙台市青葉区中央２丁目３－２２－１Ｆ 022-111-1111
イブローズ仙台店 イブローズ　仙台店 衣料 仙台市青葉区中央２丁目３－２１イブブリアンビル１Ｆ 022-212-1211
阿部蒲鉾店　本店 阿倍蒲鉾店本店 食品 仙台市青葉区中央２丁目３－１８ 03-0000-0000
たんや利久 利休　中央通店 飲食 仙台市青葉区中央２丁目２－１６ 03-0000-0000
インタージェム インタージェム 宝石・時計 仙台市青葉区中央２丁目１－５青葉２１ビル７Ｆ 022-222-7368
焼肉レストラン　ひがしやま　仙台駅前店 ひがしやま仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区中央２丁目１－２７ＥｖｅｒｌＢ１Ｆ 022-214-4129
焼肉レストラン　ひがしやま　仙台駅前店 焼肉レストランひがしやま仙台駅 飲食 仙台市青葉区中央２丁目１－２７Ｅｖｅｒ－ＩＢ１Ｆ 022-214-4129
焼肉レストラン　ひがしやま　仙台駅前店 ひがしやま　仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区中央２丁目１－２７ＥｖｅｒＩＢ１Ｆ 022-214-4129
ひらが フリーメイクショップひらが 化粧品 仙台市青葉区中央２丁目１－１５ 022-222-0158
すてーき広尾 すてーき広尾 飲食 仙台市青葉区中央２丁目１１－２８りんくすビル２Ｆ 022-213-4129
今井コンタクトレンズセンター 今井コンタクトレンズセンター メガネ 仙台市青葉区中央２丁目１１－１８階 022-265-7261
ぼんてん漁港中央二丁目店 ぼんてん漁港　中央二丁目店 飲食 仙台市青葉区中央２丁目１１－１１ＯＯＴＯＭＯＢＬ 022-265-8118
焼肉レストラン　ひがしやま　仙台駅前店 ひがしやま　アイ 飲食 仙台市青葉区中央２丁目１０－３０仙台明芳ビル６Ｆ 022-712-4129
リヴォルーショングループ ＭＡＲＣ　ＪＡＣＯＢＳ　仙台 衣料 仙台市青葉区中央２丁目１０－１０リヴォルーションビル 022-217-2891
ステア　ワイズ ステアワイズ 衣料 仙台市青葉区中央２－９－７－２Ｆ 022-261-6440
ｂａｌａｎｃｅ仙台中央 ｂａｌａｎｃｅ仙台中央 美容室 仙台市青葉区中央２－８－２８Ａ２ビル３Ｆ 022-398-6080
ＢＡＰＥ　ＳＴＯＲＥ　仙台 ＢＡＰＥ　ＳＴＯＲＥ仙台 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２８－Ａ２ 022-214-2018
リヴォルーショングループ リヴォルーション５ 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２６－４ＦリヴォルーションビルＨＯ 022-262-6256



ＢＡＰＥ　ＳＴＯＲＥ　仙台 ＢＡＰＥ　ＳＴＯＲＥ　仙台 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２６－１Ｆリヴォルーションビル 022-214-2018
リヴォルーショングループ ＳＨＡＦＴ 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２６－１Ｆ 022-721-8173
リヴォルーショングループ リヴォルーション　９　予備 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２６ 022-262-6256
リヴォルーショングループ リヴォルーション６ 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２６ 022-262-6256
ジージー ジージー 衣料 仙台市青葉区中央２－７－３０角川ビルＢ１Ｆ 022-266-1ホームセンター
ランジェリーショップ　アリス ランジェリーショップ　アリス 衣料 仙台市青葉区中央２－７－３０角川ビル１Ｆ 022-222-2671
リーガルライト リーガルライト 衣料 仙台市青葉区中央２－７－３０角川ビル１Ｆ 022-715-2生花
オーガン中央店 オーガン中央店 衣料 仙台市青葉区中央２－７－３０角川ビル１０５ 022-268-6420
ヘアーアンドネイルシーブランブラッシェ ヘアーアンドネイル　シーブラン 美容室 仙台市青葉区中央２－７－３０角川ビル 022-225-5577
オーガン中央店 オーガン　中央店 衣料 仙台市青葉区中央２－７－３０－１０５角川ビル 022-268-6418
４５ｒｐｍ仙台店 ４５ｒｐｍ仙台 衣料 仙台市青葉区中央２－７－２８ 022-722-2645
Ｄｅｖｅｌｌｏｐｅ Ｄｅｖｅｌｌｏｐｅ． 美容室 仙台市青葉区中央２－７－１５ＭＵＳＥビル２Ｆ 022-797-0797
オゾンコミュニティ ヒステリックグラマー仙台店 衣料 仙台市青葉区中央２－７－１１仙台ストックマンビル 022-264-アウトドア用品6
ＨＧ仙台店 ＨＧ仙台店 衣料 仙台市青葉区中央２－７－１１ストックマンビル１Ｆ 022-216-5021
オゾンコミュニティ ヒステリック　グラマー　仙台店 衣料 仙台市青葉区中央２－７－１１ストックマンビル１Ｆ 022-264-アウトドア用品6
パリーミキ パリミキ　クリスロード店 メガネ 仙台市青葉区中央２－６－８ホテルプレミアムグリーンプラ 022-393-4601
オモニ　クリスロード店 オモニ　クリスロード店 飲食 仙台市青葉区中央２－６－７－２Ｆ太田屋ビル 022-797-0779
イタリア料理の店　チロル イタリア料理の店　チロル 飲食 仙台市青葉区中央２－６－６ 022-222-8577
Ｌｏａ　ｓｕｎｉ ロア　サニ 美容室 仙台市青葉区中央２－６－３２ダイヤクレストビル 022-397-6470
ライティング　コーナーズ ファクトタム　仙台 衣料 仙台市青葉区中央２－６－２２森屋ビル１Ｆ 022-227-8907
エスカイア エスカイア 男性既製服 仙台市青葉区中央２－６－１山口ビル１Ｆ 022-223-1076
鳥幸　中央店 鳥幸　中央店 飲食 仙台市青葉区中央２－６－１９豊栄堂ビルＢ１Ｆ 022-215-1417
カットスペースＨ２Ｏ Ｈ２Ｏ 美容室 仙台市青葉区中央２－６－１９豊栄堂ビル４Ｆ 022-265-2544
鳥幸　中央店 居酒屋鳥幸　仙台中央店 飲食 仙台市青葉区中央２－６－１９－Ｂ１Ｆ 022-215-1417
ＢＬＡＣＫ　ＳＴＯＲＥ ＢＬＡＣＫ　ＳＴＯＲＥ 衣料 仙台市青葉区中央２－６－１９２Ｆ 022-111-1111
ＫＩＮＧＳ ＫＩＮＧＳ 衣料 仙台市青葉区中央２－６－１９１Ｆ 022-111-1111
白洋舎 白洋舎　中央サービス店 クリーニング 仙台市青葉区中央２－６－１２光翠ビル１Ｆ 022-225-1657
クープ美容室 クープ　美容室 美容室 仙台市青葉区中央２－６－１２－２Ｆ光翠 022-265-1930
西村呉服店 きものの老舗にしむら 呉服 仙台市青葉区中央２－６－１１ 022-261-5291
西村呉服店 西村呉服店 呉服 仙台市青葉区中央２－６－１１ 022-261-5291
リフレクソロジーサロン　クアハート リフレクソロジーサロン　クアハ 美容室 仙台市青葉区中央２－６－１０－２Ｆ 022-715-9810
リフレクソロジーサロン　クアハート クアハート 美容室 仙台市青葉区中央２－６－１０ 022-715-9810
ナインエー 美容室ナインエー 美容室 仙台市青葉区中央２－６－１０ 022-265-3502
アトリエティアズ アトリエティアズ 宝石・時計 仙台市青葉区中央２－５－９庄文堂ビル３Ｆ 022-711-メガネ4
お茶の井ヶ田　仙台中央本店 お茶の井ヶ田　仙台中央本店 食品 仙台市青葉区中央２－５－９－１Ｆ庄文堂ビル 03-0000-0000
菅原園 菅原園　三瀧山不動院店 食品 仙台市青葉区中央２－５－７ 022-263-4113
ハミングバード 新時代　仙台新伝馬町店 飲食 仙台市青葉区中央２－５－１５ 022-797-7074
中華料理　華門 トリモン 飲食 仙台市青葉区中央２－５－１０桜井薬局ビルＢ１Ｆ 022-265-0252
中華料理　華門 中華料理　華門 飲食 仙台市青葉区中央２－５－１０ 022-265-0252
山野楽器　仙台店 山野楽器　ロックイン仙台 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区中央２－４－２新星堂カルチェ５－Ｂ１Ｆ 022-215-1175
山野楽器　仙台店 山野楽器山野ミュージックサロン 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区中央２－４－２新星堂カルチェ５－７Ｆ 022-215-1654
山野楽器　仙台店 山野楽器　ＹＭＳ仙台 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区中央２－４－２ 022-215-1654
集合郎　はなれ 集合郎　はなれ 飲食 仙台市青葉区中央２－４－１１水晶堂ビルＢ１ 022-215-8260
水晶堂 水晶堂 メガネ 仙台市青葉区中央２－４－１１ 022-222-6963
フクヤジャパン フクヤジャパン 衣料 仙台市青葉区中央２－４－１０ 022-111-1111
パリーミキ アトリエ　パリミキ仙台店 メガネ 仙台市青葉区中央２－３－６ダイエー仙台２Ｆ 022-223-7739
チヨダグループ チヨダ仙台店 靴 仙台市青葉区中央２－３－６ 022-227-0661
中央コンタクト　仙台店 中央コンタクト　仙台店 メガネ 仙台市青葉区中央２－３－２９中央２丁目ビル１Ｆ 022-212-2233
セザーヌ バッグ＆アクセサリー　セザーヌ カバン 仙台市青葉区中央２－３－２０セザーヌビル２Ｆ 022-222-8249
ＲＩＮＧ ＲＩＮＧ 衣料 仙台市青葉区中央２－３－２０セザーヌビル２Ｆ 022-224-5866
レナーク レナーク　イスト 美容室 仙台市青葉区中央２－３－１８クリスロード阿部蒲鉾店２Ｆ 022-222-8431
阿部蒲鉾店　本店 阿部蒲鉾店　本店（ひょうたん揚 食品 仙台市青葉区中央２－３－１８ 022-221-7121
ガーデンヘアー ガーデンヘアー 美容室 仙台市青葉区中央２－２－５２Ｆ 022-266-3663
カメイ調剤薬局　青葉通り店 カメイ調剤薬局　青葉通り店 薬局 仙台市青葉区中央２－２－５ 022-302-6451
うまいものあり　おおみ矢　仙台駅前店 うまいものありおおみ矢 飲食 仙台市青葉区中央２－２－３８フォーシーズンビル５Ｆ 022-393-生花2
吟　伊達哉 吟　伊達哉 飲食 仙台市青葉区中央２－２－３８フォーシーズンビル３Ｆ 022-281-9932
Ｏｕｐｅ Ｏｕｐｅ 飲食 仙台市青葉区中央２－２－３８－Ｂ１Ｆ 022-399-9カメラ
なごみだいにんぐ　飛梅　クリスロード店 なごみだいにんぐ　飛梅　クリス 飲食 仙台市青葉区中央２－２－３０ニッコービル２Ｆ 022-399-6922
三好堂 三好堂 玩具 仙台市青葉区中央２－２－２９ 022-261-2361
近江屋綿店 大江屋綿店 寝具 仙台市青葉区中央２－２－２８ 022-223-2977
丸仙カバン店 丸仙カバン店 カバン 仙台市青葉区中央２－２－２０ 022-222-5800
整体院ＴＢＣＣ ティビーカイロプラクティック 整体・サロン 仙台市青葉区中央２―１１―２３太田ビル２Ｆ 022-723-0765
古傳　小林 古傳　小林 飲食 仙台市青葉区中央２－１－５青葉２１ビルＢ１ 022-797-5025
ドクターマーチン　センダイ Ｄｒ．ＭａｒｔｅｎｓＳＥＮＤＡ 靴 仙台市青葉区中央２－１－３０須田ビル１Ｆ 022-217-1192
ミドリ薬食相談室 ミドリ薬食相談室 薬局 仙台市青葉区中央２－１－２７キャピタル中央１Ｆ 022-223-3414
マルシェ酒場イチバル マルシェ酒場イチバル 飲食 仙台市青葉区中央２－１－２７－３Ｆ 022-302-6347
焼肉レストラン　ひがしやま　仙台駅前店 焼肉レストラン東山仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区中央２－１－２７ 022-214-4129
オンザアース オンザアース　オリジナル 衣料 仙台市青葉区中央２－１－１５仙台マンションビル３Ｆ 022-213-2801
オンザアース オンザアース　クラシック 衣料 仙台市青葉区中央２－１－１５仙台マンションビル２Ｆ 022-213-2801
ハンフリィズ ハンフリイズ 衣料 仙台市青葉区中央２－１－１５仙台マンション１Ｆ 022-261-1815
オンザアース オンザアースツールス 衣料 仙台市青葉区中央２－１－１５－３Ｆ仙台マンションビル 022-213-2801
ＫＥＬＬＣＨ ＫＥＬＬＣＨ 宝石・時計 仙台市青葉区中央２－１－１５－３Ｆ 022-215-4132
ハンフリィズ ハンフリィズ 衣料 仙台市青葉区中央２－１－１５－１Ｆ 022-261-1815
ひらが ひらが 化粧品 仙台市青葉区中央２－１－１５ 022-222-0158
ｔｅｔｅ ｔｅｔｅ 美容室 仙台市青葉区中央２－１１－３０－３ＦＹＳビル 022-748-6637
ぼんてん漁港中央二丁目店 ぼんてん漁港中央二丁目店 飲食 仙台市青葉区中央２－１１－１１ 022-265-8118
リヴォルーショングループ ＬＥＳ　ＣＯＵＲＥＵＲＳ 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－８東三番丁ビル１Ｆ 022-213-7045
アイディーアンドカンパニー ＤＵＲＯＣ 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－３－Ｂ１Ｆ第二ＭＴビル 022-211-8666
アイディーアンドカンパニー Ｌ’ＨＯＭＭＥＲＯＱＵＥＴＴＥ 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－３－１Ｆ第二ＭＴビル 022-213-子供服1
ＣＯＭＥＴ ＣＯＭＥ’Ｔ 食品 仙台市青葉区中央２－１０－２４－１Ｆ仙台ガス局ショー 022-215-3736
ＫｉＲＡＮＡ　Ｓａｒｉ キラーナ　センダイ 美容室 仙台市青葉区中央２－１０－２０三栄広瀬通ビル３Ｆ 022-722-0815
ＫｉＲＡＮＡ　Ｓａｒｉ キラーナサリ 美容室 仙台市青葉区中央２－１０－２０三栄広瀬ビル３Ｆ 022-722-0727
ＫｉＲＡＮＡ　Ｓａｒｉ ＫｉＲＡＮＡ　Ｓａｒｉ 美容室 仙台市青葉区中央２－１０－２０ヒューマン広瀬通 022-722-0727
いろり酒場　たら福 いろり酒場　たら福　広瀬通店 飲食 仙台市青葉区中央２－１０－１－１Ｆ第二勝山ビル 022-398-8611
家庭料理　ソウルオモニ 家庭料理　ソウルオモニ 飲食 仙台市青葉区中央２－１０－１－１Ｆ第ニ勝山ビル 022-398-7812
いろり酒場　たら福 いろり酒場　たら福 飲食 仙台市青葉区中央２－１０－１－１Ｆ勝山ビル 022-398-8611
Ｆ．Ｉ．Ｌ．ＳＥＮＤＡＩ Ｆ．Ｉ．Ｌ　ＳＥＮＤＡＩ 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－１０レボリューションビル 022-217-7224
リヴォルーショングループ Ｖｉｖｉｅｎｎｅ　Ｗｅｓｔｗｏ 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－１０リヴォルーションビル３Ｆ 022-211-5745
ＢＡＰＥ　ＳＴＯＲＥ　仙台 パイレーツ仙台 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－１０－２Ｆリヴォルーションビル 022-216-1351
コナカ コナカ　仙台駅前本店 男性既製服 仙台市青葉区中央１丁目９－１新東北ビル２Ｆ・３Ｆ 03-0000-0000
コナカ スーツセレクト　仙台 男性既製服 仙台市青葉区中央１丁目９－１新東北ビル１Ｆ 03-0000-0000
丸特漁業部　仙台駅前ＡＫビル店 こちら丸特業部　仙台駅前ＡＫビ 飲食 仙台市青葉区中央１丁目８－３８－７ＦＡＫビル 022-265-4333
利久　名掛丁店 牛タン炭焼　利休　名掛丁店 飲食 仙台市青葉区中央１丁目８－２９ＪＹビル１Ｆ 03-0000-0000
牛タン焼専門店　司 牛タン焼専門店　司　西口名掛丁 飲食 仙台市青葉区中央１丁目８－２５マジェスティビル２Ｆ 022-797-0265
ｔｉｎｔ　ｍａｋｅ　ｈａｉｒ ｔｉｎｔ　ｍａｋｅ＆ｈａｉｒ 美容室 仙台市青葉区中央１丁目８－２３タイコヤビル２Ｆ 022-393-6725
うまい鮨勘 うまい鮨勘　名掛丁支店 飲食 仙台市青葉区中央１丁目７－７ 03-0000-0000
アルソアあむーる仙台駅前店 アルソアアムール　仙台駅前店 化粧品 仙台市青葉区中央１丁目７－１８日吉第１ビル１階 022-215-5711
ｔｈｅ　ｌａｂｏ　ｕｎｇｕ Ｔｈｅ　ｌａｂｏ　ｕｎｇｕ 美容室 仙台市青葉区中央１丁目７－１１トモエヤビル４Ｆ 022-349-5579
たんや利久 牛タン炭焼　利休　仙台西口本店 飲食 仙台市青葉区中央１丁目６－１ＨＥＲＢ－ＳＥＮＤＡＩ５ 03-0000-0000
炭火ビストロ　華泉 炭火ビストロ華泉 飲食 仙台市青葉区中央１丁目６－１８山一仙台中央ビルＢ１ 022-217-7430
ＡＥＲ オフィスベンダー文具の杜１ 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１４Ｆ 022-723-8020
ＡＥＲ さばえめがね館　仙台ＡＥＲ店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１－２Ｆ 022-796-3450
ＡＥＲ ホシヤマコーヒー店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１２Ｆ 022-723-8111
ＡＥＲ ヴァサラロード　アエル店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１１Ｆ 022-265-0ペット・ペット用品
ＡＥＲ アエル 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8001
マイコンタクト マイコンタクト　仙台駅前店 メガネ 仙台市青葉区中央１丁目１０－１ヒューモスファイブビル４ 022-715-7471
ピンクハウス ピンクハウス　仙台さくら野 衣料 仙台市青葉区中央１－９－３３さくら野仙台２Ｆ 022-217-4楽器・ＣＤ
ＳＵＩＴ　ＳＥＬＥＣＴ　ＳＥＮＤＡＩ スーツセレクト仙台店 男性既製服 仙台市青葉区中央１－９－１新東北ビル１Ｆ 022-716-2052
牡鹿半島　駅前店 牡鹿半島　駅前店 飲食 仙台市青葉区中央１－８－３８ＡＫビル８Ｆ 022-714-0533
丸特漁業部　仙台駅前ＡＫビル店 丸特漁業部　仙台駅前ＡＫビル 飲食 仙台市青葉区中央１－８－３８ＡＫビル７Ｆ 022-265-4333
蔵の庄　総本店 蔵の庄 飲食 仙台市青葉区中央１－８－３８ＡＫビル４Ｆ 022-268-2488
蔵の庄　総本店 蔵の庄　総本店 飲食 仙台市青葉区中央１－８－３８－４ＦＫビル 022-268-2488
びすとろ　平 ビストロ　平 飲食 仙台市青葉区中央１－８－３２ 022-262-4295
串焼き　鳥々屋 串焼き鳥々屋 飲食 仙台市青葉区中央１－８－３１センター街２Ｆ 022-265-8860
やきとり牛たん焼助　名掛丁店 焼助　名掛町店 飲食 仙台市青葉区中央１－８－３１－２Ｆ 022-214-0307
串鳥　仙台駅西口店 串鳥　仙台駅西口店 飲食 仙台市青葉区中央１－８－２６－１Ｆラ・サーミビル 022-726-2989



タイコヤ タイコヤ カバン 仙台市青葉区中央１－８－２３ 022-261-2355
仙台料理　すが井 仙台　すが井 飲食 仙台市青葉区中央１－８－２２サンスクエア庄司ビルＢ１ 022-263-1854
味てつや 味てつや 飲食 仙台市青葉区中央１－８－２２ 022-217-2477
利久　ドン　キホーテ仙台駅前店 利久　ドン・キホーテ仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区中央１－８－２０ドン・キホーテ仙台駅西口ビル 022-000-0000
バール　ダイコク バールダイコク 飲食 仙台市青葉区中央１－７－６西原ビル２Ｆ 022-213-9132
ＨＵＢ仙台名掛丁店 ＨＵＢ仙台名掛丁店 飲食 仙台市青葉区中央１－７－６西原ビル１Ｆ 022-722-8682
大ばん 和食処　大ばん 飲食 仙台市青葉区中央１－７－６－Ｂ１ 022-262-1746
丸特漁業部　名掛丁店 丸特漁業部　名掛丁店 飲食 仙台市青葉区中央１－７－４宮城商事ビルＢ１ 022-716-1170
チャコット仙台店 チャコット　仙台店 衣料 仙台市青葉区中央１－７－４－宮城商事ビル２Ｆ 022-225-7441
チャコット仙台店 チャコット仙台支店 衣料 仙台市青葉区中央１－７－４宮城商事ビル２Ｆ 022-225-6541
ホテルグリーンパシフィック ホテル　グリーンパシフィック ホテル 仙台市青葉区中央１－７－２９ 022-000-0000
アルソアあむーる仙台駅前店 アルソアあむーる仙台駅前店 化粧品 仙台市青葉区中央１－７－１８日吉第一ビル１Ｆ 022-215-5711
アジアナーセリー アジアナーセリー　中央店 生花 仙台市青葉区中央１－７－１８仙台ビル１Ｆ 022-723-1570
新古々がみそ　仙台駅前店 新古々がみそ　仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区中央１－７－１－３Ｆ 022-797-5025
Ｎａｔｕｒａｌ　仙台駅前店 Ｎａｔｕｒａｌ仙台駅前店 美容室 仙台市青葉区中央１－６－２３鹿島ビル７０１ 022-724-7440
Ｎａｔｕｒａｌ　ｇｒｏｗ　仙台駅前店 Ｎａｔｕｒａｌｇｒｏｗ仙台駅前 美容室 仙台市青葉区中央１－６－２３－３Ｆ鹿島ビル 022-302-4415
ユニクロ ユニクロ　仙台アエル店 衣料 仙台市青葉区中央１－３－１仙台アエル３階 0120-090-296
ユニクロ ユニクロ仙台アエル店 衣料 仙台市青葉区中央１－３－１仙台アエル３階 0120-170-296
ＭＯＮＣＥＡＵ　ＦＬＥＵＲＳ　ＡＥＲ店 モンソーフルール　仙台アエル店 生花 仙台市青葉区中央１－３－１アエル１階 022-721-1787
マリッジ マリッジパートナーズ 599 仙台市青葉区中央１－３－１アエル１７Ｆ 022-266-1788
ＭＯＮＣＥＡＵ　ＦＬＥＵＲＳ　ＡＥＲ店 ＭＯＮＣＥＡＵ　ＦＬＥＵＲＳ 生花 仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲアトリウム１階 022-721-1787
アエル館内イベント３ アエル館内イベント３ 大型店 仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲ９Ｆ 022-267-9211
ベガルタ仙台イベント ベガルタ仙台イベント 玩具 仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲ９Ｆ 022-216-1011
日専連ライフサービス 日専連カスタマーセンター 598 仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲ９Ｆ 022-723-8055
丸善　仙台アエル店 丸善　仙台アエル店 書籍 仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲ１Ｆ 022-264-0151
宮城県成人病予防協会　中央診療所 中央診療所　アエルクリニック 医療 仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲ１２Ｆ 022-263-4053
ドコモショップ　アエル店 ドコモショップアエルテン 598 仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲ 022-267-9289
古今東北臨時売店 古今東北臨時売店 ギフト・土産 仙台市青葉区中央１－３－１－１Ｆ 080-0000-0000
宮城県成人病予防協会　中央診療所 中央診療所　健診 医療 仙台市青葉区中央１－３－１－１２ＦＡＥＲ 022-263-4050
エイブル調剤薬局 エイブル調剤薬局 薬局 仙台市青葉区中央１－３－１－１０ＦＡＥＲ 022-723-6722
ベガルタ仙台イベント（５％ＯＦＦ） ベガルタ仙台　イベント 玩具 仙台市青葉区中央１－３－１ 022-216-1011
ベガルタ仙台イベント（５％ＯＦＦ） 日専連イベント 玩具 仙台市青葉区中央１－３－１ 022-267-9211
口福吉祥　シーロン 口福吉祥シーロン 飲食 仙台市青葉区中央１－２－３マークワンビル１Ｆ 022-212-4606
寧々家 寧々家　仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区中央１―１０―２３大成ＧＳビル６Ｆ 022-722-3336
ラグノオ仙台エスパル店 ラグノオ仙台エスパル店 食品 仙台市青葉区中央１－１－１ 022-261-3履物
マイコンタクト マイコンタクト仙台駅前店 メガネ 仙台市青葉区中央１－１０－１ヒューモスファイブビル４Ｆ 022-715-7471
仙台ロフト ＨＭＶ　仙台ロフト店 大型店 仙台市青葉区中央１－１０－１０仙台駅前開発ビル 022-716-6770
ピュア　フット ピュア　フット 美容室 仙台市青葉区中央１－１０－１０－Ｂ２Ｆ 022-712-8601
ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｌｉｅｎ ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｌｉｅｎ 美容室 仙台市青葉区大町２丁目７－２０大町パークマンション１ 022-399-7961
くらしギャラリー風ち草 くらしギャラリー風ち草 雑貨・手芸 仙台市青葉区大町２丁目３－１１レイトンビル１Ｆ 022-264-8883
ジュエル　キラ ジュエルキラ 宝石・時計 仙台市青葉区大町２丁目３－１１レイトンビル１Ｆ 022-267-6018
シクロ　ヤマグチ シクロ　ヤマグチ 自転車・バイク仙台市青葉区大町２丁目１５－４０ 022-223-1618
菓匠三全 菓匠三全　大町店 食品 仙台市青葉区大町２丁目１４―１９ 022-000-0000
Ｂｒｉｃｏｌａｇｅ ブリコラージュ 衣料 仙台市青葉区大町２－９－２２－１Ｆ 022-226-7914
秋保ヴィレッジフェアｉｎＡＥＲ 秋保ヴィレッジフェアｉｎＡＥＲ 大型店 仙台市青葉区大町２－７－２３ 022-224-1371
ｉｄｅａ（イデア） イデア 美容室 仙台市青葉区大町２－７－１３佐直ビル１０１ 022-227-4144
チャールス Ｍａｒｂｌｅ 衣料 仙台市青葉区大町２－７－１１－１０３ 022-711-5533
ラ・サルテン ラ・サルテン 飲食 仙台市青葉区大町２－６－３錦戸ビル１Ｆ 022-215-0633
日産サティオ宮城　中央店 日産サティオ宮城　中央店 カーディーラー仙台市青葉区大町２－１５－３５ 022-221-6351
菓匠三全 菓匠三全 食品 仙台市青葉区大町２－１４－１８ 022-268-3001
和の極　ＤＥ　一福 和の極　ＤＥ　一福 飲食 仙台市青葉区大町２－１３－２３ 022-796-6家具
アランフェス アランフェス 衣料 仙台市青葉区大町２－１１－３８ 022-211-6462
ピンクハウス ピンクハウス　仙台 衣料 仙台市青葉区大町２－１－１ 022-225-7735
サロンド　ファヴォリ サロンドファヴォリ（アトリエ） 美容室 仙台市青葉区大町１丁目２－１８クエストワン１Ｆ 022-346-6626
きものと帯二幸 きものと帯　二幸 呉服 仙台市青葉区大町１－４－１－１Ｆ明治安田生命ビル 022-225-1164
寿司吉 寿司吉 飲食 仙台市青葉区大町１－４－１０ 022-223-9683
リトルクイニー リトルクイニー 美容室 仙台市青葉区大町１－３－３ 022-261-3443
アイディーアンドカンパニー ロムブラン 衣料 仙台市青葉区大町１－３－２５大町シティビル２Ｆ 022-217-4000
アイディーアンドカンパニー ロムサンク 衣料 仙台市青葉区大町１－３－２５／大町シティビル１Ｆ 022-722-7255
レディバード レディバード 衣料 仙台市青葉区大町１－３－２－１Ｆ仙台ＭＩＤビル 022-721-8778
リアルスタイル仙台 リアルスタイル仙台 家具 仙台市青葉区大町１－１－１８西欧館１Ｆ 022-711-6260
リアルスタイル仙台 リアルスタイル仙台店 家具 仙台市青葉区大町１－１－１８ 000-000-0000
仙台Ｋコレクション 仙台Ｋコレクション 衣料 仙台市青葉区大町１―１―１大同生命仙台青葉ビル１Ｆ 022-000-0000
早坂サイクル 早坂サイクル　大手町店 自転車・バイク仙台市青葉区大手町９－１ 03-0000-0000
早坂サイクル 早坂サイクル　モーターステージ 自転車・バイク仙台市青葉区大手町８－１８ 03-0000-0000
ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｕｎ ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｕｎ 美容室 仙台市青葉区台原５丁目１８－２４アイショウプラザ台原 03-0000-0000
みやぎ生協 みやぎ生協　台原店 スーパー 仙台市青葉区台原５－１－２ 022-271-1281
ホンダカーズ宮城中央　台原店 ホンダカーズ宮城中央　台原店 カーディーラー仙台市青葉区台原２－１１－９ 022-271-7461
カメイ調剤薬局　台原店 カメイ調剤薬局　台原店 薬局 仙台市青葉区台原１－１０－１０ 022-727-2862
宮城ダイハツ販売（株）（仙台黒松店） 宮城ダイハツ販売　仙台黒松店 カーディーラー仙台市青葉区双葉ケ丘１丁目２２－１５ 022-275-1141
ごんきや ごんきや　中山支店 仏壇・仏具 仙台市青葉区川平５－６－１ 022-303-レンタカー8
ノアビジョン ノア・ビジョン カメラ 仙台市青葉区川平４－３２－１６ 022-279-1291
ショーエースポーツ ショーエースポーツ スポーツ用品 仙台市青葉区川平３丁目４７－１５ 022-279-6732
プリティシモ川平店 プリティシモ　川平店 雑貨・手芸 仙台市青葉区川平３－２６－８ 022-719-8202
赤門自動車学校 赤門自動車学校 自動車学校 仙台市青葉区川内川前丁６２ 022-222-3340
伊達の牛たん本舗 伊達の牛たん本舗　青葉城店 食品 仙台市青葉区川内１ 022-223-4715
イエローハット イエローハット宮城インター店 カー用品 仙台市青葉区折立３－１－３５ 022-302-1058
ＶＷ定禅寺　折立 フォルクスワーゲン　定禅寺折立 カーディーラー仙台市青葉区折立１丁目２３－１ 022-302-1511
宮城三菱自動車　折立店 宮城三菱自販　折立店 カーディーラー仙台市青葉区折立１－１７－１ 022-226-2221
Ｓａｒａ北仙台店 Ｓａｒａ北仙台店 美容室 仙台市青葉区青葉町２－３グラニット北仙台ビル１Ｆ 022-276-0586
鹿野商店 鹿野商店 キッチン・ガス用品仙台市青葉区青葉町１－１ 022-234-4568
三原本店 三原本店 宝石・時計 仙台市青葉区青葉区一番町３－５－２４ 022-224-0010
コクピット北六 コクピット　北六 カー用品 仙台市青葉区上杉６－２－４ 022-274-1886
バスプロショップノンキー バスプロショップノンキー スポーツ用品 仙台市青葉区上杉６－２－２９ 022-233-6541
宮城県対がん協会 宮城県対がん協会がん検診センタ 医療 仙台市青葉区上杉５丁目７－３０ 022-263-1自転車・バイク
インドレストランガネーシャ上杉店 インドレストランガネーシャ上杉 飲食 仙台市青葉区上杉５丁目７－２４ＳＥＳビル１Ｆ 022-397-9870
ｐｌａｚａグループ　チバ ｐｌａｚａグループチバ 家電 仙台市青葉区上杉５丁目６－２７ 022-223-1446
復興マルシェ２０１９ 復興マルシェ２０１９ 599 仙台市青葉区上杉５－８－３３ 022-267-1213
ミカドランドリー上杉店 ミカドランドリー上杉店 クリーニング 仙台市青葉区上杉５－１－１ 022-211-7106
早坂サイクル 早坂サイクル　上杉本店 自転車・バイク仙台市青葉区上杉４丁目４－１ 03-0000-0000
エヌビックス エヌビックス カメラ 仙台市青葉区上杉３－３－２１上杉ＮＳビル７Ｆ 022-797-8741
東北工芸 東北工芸製作所 陶器 仙台市青葉区上杉３－３－２０ 022-222-スーパー1
（有）平井タイヤ工業所 平井タイヤ工業所 カー用品 仙台市青葉区上杉２丁目９－２８ 022-222-8880
アクア．ファースト アクアファースト ペット・ペット用品仙台市青葉区上杉２－９－２１ 022-216-9956
ヤマハミュージックリテイリング仙台店 ヤマハミュージックリテイリング 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区上杉２－３－７ 022-716-2263
勝山企業（株）　勝山館 パドリーノ　デル　ショーザン 飲食 仙台市青葉区上杉２－１－５０ 022-222-7834
勝山企業（株）　勝山館 ジェンフーズ　勝山 飲食 仙台市青葉区上杉２－１０－５７ 022-222-4451
おいで薬局　仙台店 おいで薬局　仙台店 薬局 仙台市青葉区上杉１丁目９－１４ 03-0000-0000
イマージュ　コントロール イマージュコントロール 美容室 仙台市青葉区上杉１丁目７－２０－２Ｆ 022-213-6141
宮城県予防医学協会健診センター 宮城県予防医学協会　検診センタ 医療 仙台市青葉区上杉１丁目６－６イースタンビル５Ｆ 022-000-0000
高橋榮司自動車 高橋榮自動車 整備工場 仙台市青葉区上杉１丁目１６－２０ 022-265-2355
大須賀武道具 大須賀武道具 スポーツ用品 仙台市青葉区上杉１丁目１－３６クマノビル 022-262-4244
アメリカン　ラヴァー アメリカンラヴァー 雑貨・手芸 仙台市青葉区上杉１丁目１－３１ 022-215-1001
集合郎　上杉店 集合郎　上杉店 飲食 仙台市青葉区上杉１－８－１７上杉２１ビルＢ１Ｆ 022-797-5643
ピーカブー Ｐｅｅ－Ｋａ－Ｂｏｏ 衣料 仙台市青葉区上杉１－４－１ 022-215-1911
ソウルアップス ＳＯＵＬ　ＵＰＳ 美容室 仙台市青葉区上杉１－３－１２ 022-211-5847
ソウルアップス ソウル　アップス 美容室 仙台市青葉区上杉１－３－１２ 022-261-4784
ＤＩＡＮＡ ディアーナ 美容室 仙台市青葉区上杉１－１５－３３十五ビル１Ｆ 022-796-1930
ダイビングスクールＲＥＩ ダイビングスクール　ＲＥＩ 各種教室 仙台市青葉区上杉１－１４－１５ 022-222-7574
グラン　スポール グランスポール上杉 レジャー施設 仙台市青葉区上杉１－１４－１５ 022-222-7447
アメリカン　ラヴァー アメリカンラヴァー上杉店 雑貨・手芸 仙台市青葉区上杉１―１―３１ 022-215-1001
日産プリンス宮城販売　愛子バイパス店 日産プリンス宮城　愛子ＢＰ店 カーディーラー仙台市青葉区上愛子北内３３－１ 022-391-6680
ガーデン　ガーデン ガーデンガーデン 生花 仙台市青葉区上愛子蛇台原６２－５ 03-0000-0000
日産プリンス宮城販売　愛子バイパス店 日産プリンス宮城販売　愛子バイ カーディーラー仙台市青葉区上愛子字北内３３－１ 022-391-6680
プラスパヘア プラスパヘアー 美容室 仙台市青葉区上愛子字上町１３－１ 022-391-0575
（株）カーサポート・ルーツ カーサポート　ルーツ 整備工場 仙台市青葉区上愛子字上遠野原９－９６ 022-392-9083



食樂　北仙台駅前店 食樂　北仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区昭和町５－４０ 03-0000-0000
ぼんてん漁港　北仙台駅前店 ぼんてん漁港　北仙台駅前店 飲食 仙台市青葉区昭和町５－３８－３０２ 022-234-8806
紀生 紀生　北仙台店 美容室 仙台市青葉区昭和町５－３８ 022-234-3302
ミュー北仙台 ミュー北仙台 美容室 仙台市青葉区昭和町５－２９平和マンション１Ｆ 022-272-4566
歯ならび会ちゅうじょう歯ならび矯正クリニ ちゅうじょう歯ならび矯正クリニ 541 仙台市青葉区昭和町５－２８－２Ｆ 022-346-7707
カメイ調剤ひまわり薬局 カメイ調剤　ひまわり薬局 薬局 仙台市青葉区昭和町４－３ 022-727-6289
フラワード　北仙台店 フラワード北仙台店 生花 仙台市青葉区昭和町３－４０ 022-728-4411
ファミリーヘアサロンなかむら ファミリーヘアサロンなかむら 美容室 仙台市青葉区昭和町２－３６ 022-271-1924
カツラ　ユミ ブライダルハウス仙台 仏壇・仏具 仙台市青葉区昭和町２－２８ 022-233-2277
青葉の杜薬局　北仙台店 青葉の杜薬局　北仙台店 薬局 仙台市青葉区昭和町２－２１なかビル１Ｆ 022-727-7020
シェルストーン シェルストーン 美容室 仙台市青葉区小田原７－５－５５ 022-223-6413
熊野洞ギャラリー 熊野洞 絵画・額縁 仙台市青葉区小田原７－２－１ 022-223-5897
焼肉　東治郎 焼肉　東治郎 飲食 仙台市青葉区小松島３－１－３８－１０２Ｃａｎｎｏｎ東照宮 022-274-アウトドア用品3
カットギャラリーディーショック カットギャラリー　ディーショッ 美容室 仙台市青葉区小松島２－２－５大徳１０３ 022-233-8014
カットギャラリーディーショック カットギャラリーディーショック 美容室 仙台市青葉区小松島２－２－５ 022-233-8014
ヘアースタッフ ヘアースタッフ 美容室 仙台市青葉区小松島１－２－８ 022-275-4488
メリーメリークリスマスランド　ｄｉａ ディア 雑貨・手芸 仙台市青葉区春日町６―１０ＧＩＰビル１Ｆ 022-264-3010
メリーメリークリスマスランド　ｄｉａ メリーメリークリスマスランド 雑貨・手芸 仙台市青葉区春日町６－１５ＧＩＰビル１Ｆ 022-264-3010
ＡＫ　ｈａｉｒ ＡＫ　Ｈａｉｒ 美容室 仙台市青葉区春日町５－１５－１Ｆステラ定禅寺通 022-712-7クリーニング
ＶＷ定禅寺 フォルクスワーゲン　定禅寺 カーディーラー仙台市青葉区春日町３－８ 022-222-2020
ペットサロン　フレンドハウス ペットサロン　フレンドハウス ペット・ペット用品仙台市青葉区春日町３－３ 022-222-0587
フルール　バレンタイン フルールバレンタイン 生花 仙台市青葉区春日町２－９大畑ビル１Ｆ 022-223-8876
フルール　バレンタイン バレンタイン 生花 仙台市青葉区春日町２－９－１Ｆ大畑ビル 022-223-8876
ＫＡＮＥＩＲＩ　ｍｕｓｅｕｍ　ｓｈｏｐ６ ＫＡＮＥＩＲＩ　ｍｕｓｅｕｍ 雑貨・手芸 仙台市青葉区春日町２－１せんだいメディアテ－ク１Ｆ 022-714-3033
ＤＡＩＳＹ　ＭＡＲＫＥＴ デイジーマーケット 雑貨・手芸 仙台市青葉区春日町１－５ＳＫビル定禅寺２Ｆ 000-000-0000
鈴な鈴しろ 鈴な鈴しろ 飲食 仙台市青葉区支倉町４－２７－１Ｆ 022-111-1111
ヒュッゲ ＨＹＧＧＥ 家具 仙台市青葉区支倉町２－５第ニ支倉ＳＯＣＯ 022-215-6380
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城交通局前 レンタカー 仙台市青葉区支倉町２－５３ 022-221-0100
ヒュッゲ ヒュッゲ 家具 仙台市青葉区支倉町２－５ 022-215-6380
ホテルグリーンライン ホテル　グリーンライン ホテル 仙台市青葉区支倉町１－２０ 022-000-0000
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　ＢＲＡ クリーニング 仙台市青葉区桜ヶ丘７丁目４０－１ 022-343-アウトドア用品2
フェイスサロン＆コスメ　玉川 フェイスサロンアンドコスメ玉川 化粧品 仙台市青葉区桜ヶ丘７丁目３８－１４ 022-719-7329
みやぎ生協 みやぎ生協　ＢＲＡＮＣＨ仙台 スーパー 仙台市青葉区桜ヶ丘７－４０－１ 022-779-5生花
美容室ＢＥＡＵＴＹーＯＮＥ 美容室ＢＥＡＵＴＹーＯＮＥ 美容室 仙台市青葉区桜ヶ丘４丁目８－１５ 03-0000-0000
さくら寿司 さくら寿司 飲食 仙台市青葉区桜ヶ丘４－２７－６ 022-278-1723
アンジェリックフロー本店 アンジェリックフロー　本店 生花 仙台市青葉区桜ヶ丘４－２－３ 022-278-8009
産婦人科麻酔科　高橋医院 サクラヒルズウイメンズクリニク 医療 仙台市青葉区桜ヶ丘３－９－１ 022-279-0724
お茶の井ヶ田　桜ヶ丘店 お茶の井ヶ田喜久水庵桜ヶ丘生協 食品 仙台市青葉区桜ヶ丘２丁目１９－１みやぎ生協桜ヶ丘 03-0000-0000
鐘崎 鐘崎　みやぎ生協　桜ヶ丘店 食品 仙台市青葉区桜ケ丘２丁目１９－１ 080-4291-659
３９サンキューメガネ　桜ヶ丘店 ３９サンキューメガネ　桜ヶ丘店 メガネ 仙台市青葉区桜ヶ丘２丁目１９－１ 03-0000-0000
メガネの相沢 メガネの相沢　桜ヶ丘店 メガネ 仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－７ 022-278-6277
セラヴィ　みやぎ生協桜ヶ丘店 セラヴィみやぎ生協桜ヶ丘店 雑貨・手芸 仙台市青葉区桜ヶ丘２－１９－１みやぎ生協桜ヶ丘内 022-279-4413
えこ・もーど　みやぎ生協桜ヶ丘店 えこ・もーど　みやぎ生協桜ヶ丘 衣料 仙台市青葉区桜ヶ丘２－１９－１みやぎ生協桜ヶ丘店１階 022-719-7335
みやぎ生協 みやぎ生協　桜ヶ丘店 スーパー 仙台市青葉区桜ヶ丘２－１９－１ 022-279-9661
鐘崎 鐘崎　みやぎ生協桜ヶ丘店 食品 仙台市青葉区桜ヶ丘２－１９－１ 080-4291-659
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協桜 クリーニング 仙台市青葉区桜ヶ丘２－１９－１ 022-277-9楽器・ＣＤ
ＦＲＯＭ　ＵＳＡ　仙台本町店 ＦＲＯＭ　ＵＳＡ　本店 雑貨・手芸 仙台市青葉区作並川崎３３－１６ 080-0000-000
ホテル王将　グリーングリーン ララリゾートホテルグリーングリ ホテル 仙台市青葉区作並字二橋５－１２ 03-0000-0000
鷹泉閣　岩松旅館 鷹泉閣岩松旅館 ホテル 仙台市青葉区作並元木１６ 03-0000-0000
ヘアサルーン　ジゴレッタ ヘアサルーン　ジゴレッタ 美容室 仙台市青葉区国分町３丁目９－２－２Ｆ 022-268-3898
Ｓｏｒａ　ｈａｉｒ－ｒｅｌａｘ ｓｏｒａ　ｈａｉｒ－ｒｅｌａｘ 美容室 仙台市青葉区国分町３丁目８－１勾当台ビル３Ｆ 03-0000-0000
メイティーヘアー メイティーヘアー 美容室 仙台市青葉区国分町３丁目１－１２－３Ｆ 022-216-3353
中居堂 中居堂 宝石・時計 仙台市青葉区国分町３丁目１０－３２ 022-225-4495
なごみだいにんぐ　飛梅本店 飛梅本店 飲食 仙台市青葉区国分町３－９－９コーポキクセン１Ｆ 022-265-2110
ヘア　サロン　モアナ Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｏａｎ 美容室 仙台市青葉区国分町３－９－９ 022-213-7737
仏壇の佐正 仏壇の佐正 仏壇・仏具 仙台市青葉区国分町３－８－３５ 022-361-3111
裏町ビストロ　サルヴァドール 裏町ビストロサルヴァドール 飲食 仙台市青葉区国分町３－８－１２ 022-225-呉服7
自然食彩　浪漫おしか 自然　食彩　浪漫　おしか 飲食 仙台市青葉区国分町３－６－１仙台パークビルＢ１Ｆ 022-212-8485
自然食彩　浪漫おしか 自然食彩　浪漫おしか 飲食 仙台市青葉区国分町３－６－１仙台パークビルＢ１ 022-212-8485
ぼんてん漁港　勾当台店 ぼんてん漁港　勾当台店 飲食 仙台市青葉区国分町３－６－１２－１Ｆ 022-263-7227
東北三菱 東北三菱レンタカー カーディーラー仙台市青葉区国分町３－６－１ 022-711-7021
無垢とうや 無垢とうや 飲食 仙台市青葉区国分町３－３－５リスズビル２Ｆ 022-263-6069
ビーナッツ ピーナッツ スポーツ用品 仙台市青葉区国分町３－３－５ 022-216-1015
一心　別館 一心　カゲンカン 飲食 仙台市青葉区国分町３－３－１定禅寺ヒルズＢ１Ｆ 022-261-9889
一心 一心 飲食 仙台市青葉区国分町３－３－１－Ｂ１Ｆ 022-261-9888
やきとり牛たん　焼助 焼助　定禅寺通店 飲食 仙台市青葉区国分町３－２－３－２Ｆ 022-223-3032
ＴＡＭＡＭＩＹＡ ＴＡＭＡＭＩＹＡ 飲食 仙台市青葉区国分町３－１－３残間米谷ビル２Ｆ 022-215-8558
ＴＡＭＡＭＩＹＡ 焼き鳥牛たんＴＡＭＡＭＩＹＡ 飲食 仙台市青葉区国分町３－１－３残間米屋ビル２Ｆ 022-215-8558
ハミングバード Ｒｏｕｔｅ２２７ｃａｆｅＴＯＨ 飲食 仙台市青葉区国分町３－１－１匂当台公園内 022-796-9770
お好み焼　田よし雫　国分町店 お好み焼き田よし雫国分町店 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目９－２０リーブスビル１Ｆ 022-266-1767
仙臺料理ほんま 仙台料理　ほんま 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目９－１７Ｊ・ＰＲＡＤＡビルＢ１ 022-225-0125
プチ　花音 プチ花音 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目９～６ナイタービルＢ１ 022-722-8826
小料理　京町 小料理　京町 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目８－３０ 022-225-8836
星空ダイニングＮｏｔｔｅＢｉａｎｃａ Ｎｏｔｔｅ　Ｂｉａｎｃａ 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目８－１２国分町Ｋビル６Ｆ 022-302-7781
ＤＥＡＲ　ＭＯＯＮ ディア　ムーン 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目６－２０国分町ビルＢ１ 022-266-3731
寿司田 新写楽　仙台国分町店 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目５－１ゴロクビル参番館１Ｆ 022-261-4381
糀や　仁太郎本店 糀や　仁太郎　本店 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目５－１８コロニアルビル２Ｆ 022-714-1739
アトリエ　ギャレット アトリエ・ギャレット 衣料 仙台市青葉区国分町２丁目２番２号 022-398-8132
ムーンライト　セブン ムーンライト　セブン 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目２－２東芝仙台ビル地下１階 022-221-0277
北海三陸炭火焼まるかん 北海三陸炭火焼まるかん 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目２－２８ 022-000-0000
八洲 八洲 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目２－２２ＥＸプラザビル３Ｆ 022-223-2926
炭火焼　海幸 炭火焼　海幸 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１４－８ 022-222-6040
ＬＡ　ＤＯＮＮＡ サロン　ＬＡ　ＤＯＮＮＡ 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１４－１８定禅寺パークビルＢ１ 022-215-2212
ＬＡ　ＤＯＮＮＡ サロン　ＬＡＤＯＮＮＡ 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１４－１８定禅寺パークビル１Ｆ 022-215-2212
亜門 亜門 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１－３エーラクフレンデアビル 022-000-0000
丸特漁業部　すし別館 こちら丸特業部　すし別館 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１２－７－１ＦＭＯＲＩＸ翠ビル 022-222-0109
うまい鮨勘 うまい鮨勘　総本店 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１－１５猪股ビル１Ｆ 03-0000-0000
ｃｌｕｂ　Ｐｉｒｏｐｏ Ｃｌｕｂ　Ｐｉｒｏｐｏ 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１－１４第二藤原屋ビル 022-225-8817
食樂　国分町店 食樂　国分町店 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１１－２２ 03-0000-0000
ホルモン家本舗稲荷小路店 ホルモン屋本舗稲荷小路店 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１１－１１千松島ビル１Ｆ 022-722-1771
ケントス ケントス 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１０－２３丸伊プラザビル６ 022-225-2722
ボンテンマル ボンテンマル 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１０－２３丸伊プラザビル２ 022-263-8811
寿司田 写楽　仙台国分町別館 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１０－２０丸伊プラザ１Ｆ 022-265-0023
プチ洋子 プチ洋子 飲食 仙台市青葉区国分町２丁目１０－１４エムロードビル４Ｆ 022-265-3710
やきとり　つがる やきとり　つがる 飲食 仙台市青葉区国分町２－９－３７－１Ｆ国分町一番街 022-711-8182
暁月 暁月 飲食 仙台市青葉区国分町２－９－３７－１０１ 022-395-5822
三の宮　〇壱七 三の宮　０壱七 飲食 仙台市青葉区国分町２－９－２０地下１Ｆ 022-111-1111
お好み焼　田よし雫　国分町店 お好み焼き田よし雫　国分町店 飲食 仙台市青葉区国分町２－９－２０リ－ブスビル１Ｆ 022-266-1767
レサシェル・バール レサシエバール 飲食 仙台市青葉区国分町２－９－１大信ビル１Ｆ 022-715-6288
仙臺料理ほんま 仙臺料理ほんま 飲食 仙台市青葉区国分町２－９－１７Ｊ・ＰＲＡＤＡビル１Ｆ 022-225-0125
仙一ホルモン 仙一ホルモン 飲食 仙台市青葉区国分町２－９－１０南條ビル１Ｆ 022-223-2955
寿三色最中本舗 寿三色最中本舗　国分町 食品 仙台市青葉区国分町２－８－４ 022-222-4939
酔亭　よっちゃん 酔亭　よっちゃん 飲食 仙台市青葉区国分町２－８－３１ 022-224-5667
ぶたと和いん ぶたと和いん 飲食 仙台市青葉区国分町２－８－１５デュプレックス１Ｆ 022-716-家電6
星空ダイニングＮｏｔｔｅＢｉａｎｃａ 星空ダイニングＮｏｔｔｅＢｉａ 飲食 仙台市青葉区国分町２－８－１２国分町Ｋビル８Ｆ 022-302-7781
カネサ藤原屋　国分町店 カネサ藤原屋　国分町店 食品 仙台市青葉区国分町２－７－５ＫＹパ－クビル１Ｆ 022-111-1111
カネサ藤原屋　国分町店 カネサ藤原屋　国分町店 食品 仙台市青葉区国分町２－７－５－１Ｆ 022-211-0811
和と炭とヤキトリ　なみなみ 和と炭とヤキトリ　なみなみ 飲食 仙台市青葉区国分町２－５－７ＹＳ－５１ビル１Ｆ 022-267-2332
いち道 いち道 飲食 仙台市青葉区国分町２－５－３ゴロク壱番館１Ｆ 022-227-5581
新和食　心平 新和食　心平 飲食 仙台市青葉区国分町２－５－１ゴロク参番館１Ｆ 022-263-7846
エメラルド　ガーデン エメラルドガーデン 飲食 仙台市青葉区国分町２－５－１８コロニアルハウス３Ｆ 022-264-9330
ミドリ薬食相談室 ミドリ調剤薬局 薬局 仙台市青葉区国分町２－３－８ 022-214-7355
ダイニング　アンド　バー　ディア　ブロウ ダイニングバーディアブロウ 飲食 仙台市青葉区国分町２－３－１泰華楼ビルＢＦ１Ｆ 022-263-7003
リカネスト国分町店 リカネスト国分町店 食品 仙台市青葉区国分町２－３－１８ 022-227-5311
泰華楼 泰華楼 飲食 仙台市青葉区国分町２－３－１ 022-262-9256
庄村 庄村 飲食 仙台市青葉区国分町２―６―１９ 022-724-2050



ムーンライト　セブン ムーンライト・セブン 飲食 仙台市青葉区国分町２－２－２東芝仙台ビルＢＦ 022-221-0277
くいもんや　伝 くいもんや伝 飲食 仙台市青葉区国分町２－２－２仙台東芝ビルＢ１Ｆ 022-711-2085
中国料理　燕来香 中国料理　燕来香 飲食 仙台市青葉区国分町２－２－２ 022-261-8979
仙台　ゆう治 仙台　ゆう治 飲食 仙台市青葉区国分町２－２－１１オパール仙台ビル２Ｆ 022-217-3915
棚橋よしかつ　泌尿器科 棚橋よしかつ　泌尿器科 医療 仙台市青葉区国分町２－２－１１－３Ｆ 022-722-0028
棚橋よしかつ　十　泌尿器科 棚橋よしかつ泌尿器科 医療 仙台市青葉区国分町２－２－１１ 022-722-0028
ヨシダ メンズショップヨシダ 男性既製服 仙台市青葉区国分町２－１５－９ 022-222-5562
ヨシダ ヨシダ 男性既製服 仙台市青葉区国分町２－１５－９ 022-222-5562
居酒屋　金市朗 居酒屋　金市朗 飲食 仙台市青葉区国分町２－１５－２グランパレビル２Ｆ 022-214-4146
地酒地料理　太左エ門 地酒地料理　太左ェ門 飲食 仙台市青葉区国分町２－１５－２グランパレビル１階 022-224-4439
ささ膳 家庭割烹　ささ膳 飲食 仙台市青葉区国分町２－１５－２グランパレスビル２Ｆ 022-265-9化粧品
ウイスキーボトル　バー　Ｅｄｗａｒｄ ウイスキーボトルバーＥｄｗａｒ 飲食 仙台市青葉区国分町２－１５－２－２Ｆ 022-261-6077
地酒と宮城のうまいもん処　斎太郎 地酒と宮城のうまいもん処斎太郎 飲食 仙台市青葉区国分町２－１５－２０－３Ｆよごろうビル 022-263-1276
祭居酒屋みこし 祭居酒屋　みこし 飲食 仙台市青葉区国分町２－１５－１０ＴＰビル４Ｆ 022-263-1811
トラットリア・イル・ジャルディーノ トラットリアイルジャルディーノ 飲食 仙台市青葉区国分町２－１５－１０ＪＰビル２Ｆ 022-212-5350
ＪＡＺＺ酒場　ジァン・ジァン ジァン　ジァン 飲食 仙台市青葉区国分町２－１４－２５山国ビルＢ１Ｆ 022-266-7858
こだわり牛タン和食海鮮　椿 花はん別館　椿 飲食 仙台市青葉区国分町２－１４－１８定禅寺パークビル 022-261-7077
ＬＡ　ＤＯＮＮＡ Ｌａ　ＤＯＮＮＡ 飲食 仙台市青葉区国分町２－１４－１８－１Ｆ定禅寺パークビル 022-215-2212
恋文 恋文 飲食 仙台市青葉区国分町２－１４－１－２Ｆ 022-216-8123
パンプキン パンプキン 飲食 仙台市青葉区国分町２－１４－１ 022-215-8123
フォトスタジオ　フォープラス フォトスタジオ　フォープラス カメラ 仙台市青葉区国分町２－１３－２１定禅寺アップルスクエア３Ｆ 022-399-9360
一の木 一の木 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－２７一ノ木ビル 022-346-7180
丸特漁業部　すし別館 丸特漁業部　すし別館 飲食 仙台市青葉区国分町２－１２－７ＭＯＲＩＸ翠ビル１Ｆ 022-222-0109
路地　とうや 路地とうや 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－２６ 022-227-5223
鮨　和こう 鮨　和こう 飲食 仙台市青葉区国分町２－１２－５ 022-393-6808
サフラン サフラン 飲食 仙台市青葉区国分町２－１２－３０ニュー千鳥屋ビル２Ｆ 022-214-1595
居酒屋　左五平 居酒屋　左五平 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－２２浅見ビル地下 022-262-カメラ3
居酒屋　左五平 左五平 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－２２ 022-262-カメラ3
たべ処　奥の細道 食べ処　奥の細道 飲食 仙台市青葉区国分町２－１２－１６マ－クビル２Ｆ 022-268-6464
たべ処　奥の細道 たべ処　奥の細道 飲食 仙台市青葉区国分町２－１２－１６マークビル２Ｆ 022-268-6464
松平 松平 飲食 仙台市青葉区国分町２－１２－１６－２Ｆ 022-262-6440
焼肉　仙蔵 焼肉　仙蔵 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－２０うめはらビル３階 022-796-9590
オアオア オリジナルダイニング　オアオア 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－２０－４Ｆうめはらビル 022-211-9556
海鮮炭火焼ちそう亭別館 ちそう亭　別館 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－２０ 022-000-0000
ｃｌｕｂ　Ｐｉｒｏｐｏ クラブ　ピロポ 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－１４第二藤原屋ビル 022-225-8817
寿司処こうや　稲荷小路店 寿司処こうや　国分町店 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－１４第２藤原屋ビル 022-711-9866
ぎら家 居酒屋　ぎら家 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－１３ハイマートビル１Ｆ 022-262-7511
ＡｌｅｎＡ　ｓｅｎｄａｉ ＡｌｅｎＡ　ｓｅｎｄａｉ 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－１１ソシアルビル６０１ 022-796-1890
名古屋酒場わっしょい 名古屋酒場　わっしょい 飲食 仙台市青葉区国分町２－１－１１９フジビル４Ｆ 022-217-7709
旨いものあり　さい藤 旨いものあり　さい藤 飲食 仙台市青葉区国分町２－１１－１－２Ｆ 022-265-7122
阿古 アコ 飲食 仙台市青葉区国分町２－１１－１１千松島ビル 022-223-0341
ホルモン家本舗稲荷小路店 ホルモンや本舗　稲荷小路店 飲食 仙台市青葉区国分町２－１１－１１千松島 022-722-1771
丸特漁業部　活魚の宿松島店 スンドゥブ専門店　韓一 飲食 仙台市青葉区国分町２－１１－１１ＰＳＣビル１Ｆ 022-380-6606
ガルプ　ダウン　カフェ ＧＵＬＰ　ＤＯＷＮ　ＣＡＦＥ 飲食 仙台市青葉区国分町２－１０－３０ＦｏｘＢＬＤ３Ｆ 022-261-2038
海宴丸 オトヤ 飲食 仙台市青葉区国分町２－１０－２１邦栄ビル５Ｆ 022-213-9389
おしか半島 おしか半島 飲食 仙台市青葉区国分町２－１０－２１邦栄ビル１Ｆ 022-262-3630
天ぷら酒場ててて天　国分町店 天ぷら酒場ててて天　国分町店 飲食 仙台市青葉区国分町２－１０－１布袋屋ビル１Ｆ 022-797-3645
酒菜　五木 酒菜　五木 飲食 仙台市青葉区国分町２－１０－１ほてい屋ビル２Ｆ 022-222-2297
丸特漁業部　本店 こちら丸特漁業部　本店 飲食 仙台市青葉区国分町２－１０－１５ピースビル国分町Ｂ１ 022-215-5333
丸特漁業部　本店 丸特漁業部　本店 飲食 仙台市青葉区国分町２－１０－１５ピースビル国分町Ｂ１ 022-263-0109
モード モード 飲食 仙台市青葉区国分町２－１０－１５－５Ｆ 022-213-3822
カウンターバー　ツーサン カウンターバー　ツーサン 飲食 仙台市青葉区国分町２－１０－１３－２－ＤＹＳ２１ビル 022-716-0871
いけす料理　馳走亭 いけす料理　馳走亭 飲食 仙台市青葉区国分町２－１０－１０ 022-000-0000
白松アートホール ギャラリーミラノ 絵画・額縁 仙台市青葉区国分町１丁目８－１１白松ビル３Ｆ 022-265-9カメラ
シュ　シュ　ベル シュ　シュ　ベル 衣料 仙台市青葉区国分町１丁目３－１３ 022-765-0806
カービング ヘムステッチ 衣料 仙台市青葉区国分町１丁目１－１３ 03-0000-0000
白松アートホール 白松アートホール 絵画・額縁 仙台市青葉区国分町１－８－１１－３Ｆ白松ビル 022-221-5733
Ｂｌｕ　ｄｉｒｉｔｔｏ Ｂｌｕ　ｄｉｒｉｔｔｏ 美容室 仙台市青葉区国分町１－６－１５ＯＫＵＤＡビル３Ｆ 022-268-7292
セゾン　オクダ セゾンオクダ 金物 仙台市青葉区国分町１－６－１５ 022-000-0000
アイディーアンドカンパニー ロムヴェール 衣料 仙台市青葉区国分町１－５－８額田ビル１Ｆ 022-722-7255
かさはら治療院 かさはら治療院 医療 仙台市青葉区国分町１－４－７ＯＭビル３Ｆ 022-395-5807
ｐｏｕｐｏｕ　ｐｏｄｄｙ ＰＯＵＰＯＵ　ＰＯＤＤＹ 雑貨・手芸 仙台市青葉区国分町１－３－１３遠藤ビル２Ｆ 022-224-7690
花工房　栞 花工房　栞 生花 仙台市青葉区国見ケ丘２丁目７－１ 022-303-7387
うまい鮨勘 うまい鮨勘　国見ヶ丘支店 飲食 仙台市青葉区国見ヶ丘２丁目１－２ 090-0000-000
ヘアーシュガー ヘアーシュガー 美容室 仙台市青葉区国見ヶ丘１丁目９－８ 03-0000-0000
宮城日産自動車国見ヶ丘店 宮城日産　国見ケ丘店 カーディーラー仙台市青葉区国見ケ丘１丁目３－１ 022-303-3923
宮城日産自動車国見ヶ丘店 宮城日産自動車　国見ヶ丘店 カーディーラー仙台市青葉区国見ヶ丘１丁目３－１ 022-303-3923
みやぎ生協 みやぎ生協　国見ヶ丘店 スーパー 仙台市青葉区国見ヶ丘１－２－２ 022-277-ペット・ペット用品1
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協国 クリーニング 仙台市青葉区国見ヶ丘１－２－２ 022-277-7554
ミカドランドリー本店 ミカドランドリー　本店 クリーニング 仙台市青葉区高松２丁目２－１７ 022-275-0733
美容室　ユア・マージュ仙台店 美容室ユア　マージュ　仙台店 美容室 仙台市青葉区荒巻本沢三丁目１－３２広瀬ビル２Ｆ 000-000-0000
美容室　ユア・マージュ仙台店 美容室ユア・マージュ 美容室 仙台市青葉区荒巻本沢３－１－３２２Ｆ 022-274-5413
タゼン タゼン　荒巻店 キッチン・ガス用品仙台市青葉区荒巻本沢３－１－２５ 022-275-3201
花の膳 花の膳　中山店 飲食 仙台市青葉区荒巻本沢２丁目４―５ 022-303-3553
ダイハツ中山 宮城トヨタ商事　ダイハツ中山 カーディーラー仙台市青葉区荒巻本沢２丁目１３－３５ 022-277-1210
森家電サービス 森家電サービス 家電 仙台市青葉区荒巻中央１５－２１ 080-0000-0000
ファッションスタジオ　サム ファッションスタジオ　サム 美容室 仙台市青葉区荒巻神明町２５－６ 022-271-6987
ＡｃｒｏｓｓＴｈｅＵｎｉｖｅｒｓｅ アクロスザユニバース 衣料 仙台市青葉区五橋２丁目４－１５－１Ｆ 03-0000-0000
カットショップ　ココナッツボーイ カットショップ　ココナッツボー 美容室 仙台市青葉区五橋２丁目１０－２４ 022-268-1961
ミカドランドリー五橋店 ミカドランドリー　五橋店 クリーニング 仙台市青葉区五橋２－８－７朝日プラザ五橋Ⅱ１０１ 022-224-7267
ごんきや ごんきや　仙台本店 仏壇・仏具 仙台市青葉区五橋２－８－１４ 022-716-レンタカー5
ラガディス　トレジャー ラガディストレジャー 雑貨・手芸 仙台市青葉区五橋２－８－１４ 022-716-0556
ごんきや Ｚａｋｋａ　Ｂａｒ 仏壇・仏具 仙台市青葉区五橋２－８－１３ 022-716-0556
五橋のチキン野郎　周平 五橋のチキン野郎　周平 飲食 仙台市青葉区五橋１丁目６－８遠藤ビル１Ｆ 022-721-呉服6
酒・主・手　周平 酒・主・手　周平 飲食 仙台市青葉区五橋１丁目６－１１ 022-261-8839
五橋コンタクト 五橋コンタクト メガネ 仙台市青葉区五橋１－６－２３ 022-000-0000
五橋レンズセンター 五橋レンズセンター メガネ 仙台市青葉区五橋１－６－２３ 022-224-7978
Ｒｅｇａｒｉｔａ Ｒｅｇａｒｉｔａ 美容室 仙台市青葉区五橋１－１－４５ 022-724-7仏壇・仏具
河北新報　トラベル 河北新報トラベル 旅行 仙台市青葉区五橋１－１－１０第２河北ビル２Ｆ 022-211-6960
リブルマルシェ　栗生店 リブルマルシェ　栗生店 雑貨・手芸 仙台市青葉区栗生７丁目１２－２ 022-392-6511
フラワーショップ花物語　愛子店 花物語　愛子店 生花 仙台市青葉区栗生７丁目１－１みやぎ生協内 000-000-0000
ＡＳＴＲＩＡ栗生店 ＡＳＴＲＩＡ栗生店 美容室 仙台市青葉区栗生７－４－１ 023-392-1662
みやぎ生協 みやぎ生協　愛子店 スーパー 仙台市青葉区栗生７－１－１ 022-392-4701
エクストリーム ＥＸＴＲＥＭＥ スポーツ用品 仙台市青葉区栗生７－１０－５－１Ｆ 022-391-1245
エクストリーム エクストリーム スポーツ用品 仙台市青葉区栗生７－１０－５ 022-391-1245
眼鏡コンタクトの青い鳥 眼鏡コンタクトの青い鳥 メガネ 仙台市青葉区栗生７－１０－１ 022-302-8447
Ｌｉｅｔｏ　ｖｉｔａ リエートビタ 美容室 仙台市青葉区栗生６丁目５－５ 022-000-0000
宮城ダイハツ販売（株）（仙台栗生店） 宮城ダイハツ販売　仙台栗生店 カーディーラー仙台市青葉区栗生６丁目１３－１ 022-391-0240
メガネの相沢 メガネの相沢　愛子バイパス店 メガネ 仙台市青葉区栗生６－５－４ 022-391-1502
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　栗生店 クリーニング 仙台市青葉区栗生６－４－３ 022-391-5541
西仙台電気 西仙台電気 家電 仙台市青葉区栗生５－１８－８ 022-392-5561
コナカ コナカ　仙台愛子店 男性既製服 仙台市青葉区栗生４－５－１ 022-392-1978
ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｔｏｋｏｔｏｋｏ ｈａｉｒｓａｌｏｎｔｏｋｏｔｏ 美容室 仙台市青葉区錦町１－６－８－１０２ 022-111-1111
大友鍼灸指圧治療院 大友鍼灸指圧治療院 医療 仙台市青葉区錦町１－３－５錦町ビル２Ｆ 022-268-0755
みやぎ生協 みやぎ生協　錦町店 スーパー 仙台市青葉区錦町１－１－７ 022-398-楽器・ＣＤ6
ヘアーメイク　ＳＫＢ ヘアーメイクＳＫＢ 美容室 仙台市青葉区錦町１－１－２ 022-222-2212
清月記 リストランテ錦ケ丘 仏壇・仏具 仙台市青葉区錦ケ丘９丁目１－１ 0120-20-1985
ＥＣＯ・ＭＯＤＥ錦ヶ丘ヒルサイドモール店 ＥＣＯ・ＭＯＤＥ錦ヶ丘ヒルサイ 衣料 仙台市青葉区錦ヶ丘１－３－１錦ヶ丘ヒルサイドモ－ル１ 022-391-5033
錦ケ丘ヒルサイドモール ＳＨＯＥＳ　ＳＨＯＰ　Ａｒｕｋ 大型店 仙台市青葉区錦ケ丘１－３－１ 022-392-8006
錦ケ丘ヒルサイドモール Ａｓｉａｎ　Ｖｏｙａｇｅ 大型店 仙台市青葉区錦ヶ丘１－３－１ 022-392-2238
平安サプライ 平安サプライ 仏壇・仏具 仙台市青葉区郷六字舘１９ 022-226-2822
セレモール仙台 セレモール仙台 仏壇・仏具 仙台市青葉区郷六字館２２―１ 022-226-2220
宮町メガネ館 宮町メガネ館 メガネ 仙台市青葉区宮町５丁目２－１０ 022-275-8013
フローリスト華 フローリスト華 生花 仙台市青葉区宮町５－６－１７及川アパート 022-717-3388
家族葬の仙和　宮町ホール 家族葬の仙和　宮町ホール 仏壇・仏具 仙台市青葉区宮町５－１－１６ 022-341-0318
ペットショップさまん ペットショップさまん ペット・ペット用品仙台市青葉区宮町４丁目６－２５ 022-223 -1941



阿部八酒店 阿部八酒店 食品 仙台市青葉区宮町４丁目５－３５ 022-222-6433
ファミリーサロン髪細工 ファミリーサロン髪細工 美容室 仙台市青葉区宮町４－７－１９－１Ｆ 022-399-9639
ふとんの菅野 ふとんの菅野 寝具 仙台市青葉区宮町２丁目２－３ 022-222-7727
中野釣具店 中野釣具店 スポーツ用品 仙台市青葉区宮町１丁目４－１２ 022-261-0752
ＡＵＤＩＯ　ＳＨＯＰ　ＫＥＩＫＩ ＡＵＤＩＯＳＨＯＰ　ＫＥＩＫＩ 家電 仙台市青葉区宮町１－１－５５ダイワコーポ３－１Ｆ 022-263-3209
ＡＵＤＩＯ　ＳＨＯＰ　ＫＥＩＫＩ ＡＵＤＩＯ　ＳＨＯＰ　ＫＥＩＫ 家電 仙台市青葉区宮町１－１－５５－１０１ 022-263-3209
カルビ大将 カルビ大将　仙台吉成店 飲食 仙台市青葉区吉成台２－１－３０－２Ｆ 022-719-2202
カラオケ時遊館 時遊館　仙台吉成店 レジャー施設 仙台市青葉区吉成台２－１－３０ 022-719-3580
寧々家 寧々家　仙台吉成店 飲食 仙台市青葉区吉成台２－１－２５ 022-303-5665
宮城日産自動車　吉成店 宮城日産　吉成店 カーディーラー仙台市青葉区吉成２丁目４－３３ 022-303-1151
宮城日産自動車　吉成店 宮城日産自動車　吉成店 カーディーラー仙台市青葉区吉成２丁目４－３３ 022-303-1151
ヘアメイクココロ ヘアメイク　ココロ 美容室 仙台市青葉区吉成１丁目４－２１－１Ｆ 022-303-3122
阿部蒲鉾店　吉成店 阿倍蒲鉾店吉成店 食品 仙台市青葉区吉成１丁目１７－９ 03-0000-0000
寿三色最中本舗 寿三色最中本舗　吉成店 食品 仙台市青葉区吉成１丁目１７－９ 022-278-8817
菓匠三全 菓匠三全　吉成店 食品 仙台市青葉区吉成１丁目１７ 022-000-0000
寿三色最中本舗 寿三色最中本舗　吉成 食品 仙台市青葉区吉成１－１７－９ 022-278-8817
菓匠三全　吉成店 菓匠三全吉成店 食品 仙台市青葉区吉成１－１７－３ 022-279-7251
みやぎ生協 みやぎ生協　貝ヶ森店 スーパー 仙台市青葉区貝ヶ森６－８－１ 022-279-6081
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協貝 クリーニング 仙台市青葉区貝ヶ森６－８－１ 022-341-6266
花壇自動車学校 花壇自動車学校 自動車学校 仙台市青葉区花壇８－７ 022-222-3852
水と酒　三花 水と酒　三花 飲食 仙台市青葉区花京院１丁目４－１４ 022-111-1111
ホテル　モンテエルマーナ仙台 ホテル　モンテ　エルマーナ仙台 ホテル 仙台市青葉区花京院１丁目２番１５号 022-721-7呉服
トン　ガリアーノ トン　ガリアーノ 飲食 仙台市青葉区花京院１丁目２－１５ソララプラザ１Ｆ 022-797-アウトドア用品0
ホテルＪＡＬシティ仙台 ホテルＪＡＬシティ仙台 ホテル 仙台市青葉区花京院１丁目２－１２ 022-711-2580
オステリア　カンタービレ オステリア　カンタービレ 飲食 仙台市青葉区花京院１丁目１－６Ｅｖｅｒ－ｉ１Ｆ 050-5841-209
ホテルＪＡＬシティ仙台 ホテルＪＡＬシティ仙台　ジェイ ホテル 仙台市青葉区花京院１－２－１２ 022-711-2580
ドコモショップ仙台愛子店 ドコモショップ仙台愛子店 携帯電話 仙台市青葉区下愛子字本木前９１ 022-302-9788
Ｋ－Ｐｉｔ ＫーＰｉｔ 整備工場 仙台市青葉区芋沢字鹿野６５ 090-1111-111
西仙台カントリークラブ 西仙台カントリークラブ ゴルフ場 仙台市青葉区芋沢字横向山３３ 022-394-2109
金港堂 金港堂　本店 書籍 仙台市青葉区一番町二丁目３番２６号 000-000-0000
ｂｅｌｌｕｓ ｂｅｌｌｕｓ 美容室 仙台市青葉区一番町三丁目４番２６号よろづ園ビル４階 000-000-0000
もみじ庵 もみじ庵 飲食 仙台市青葉区一番町三丁目１０番２３号 022-222-4040
阿部電気商会 阿部電気商会 家電 仙台市青葉区一番町４丁目９－１８ＴＩＣビル１Ｆ 022-222-6622
ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＣＡＭＯＮ ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎＣＡＭＯＮ 美容室 仙台市青葉区一番町４丁目９－１８－１Ｆ 022-393-6145
Ｈａｉｒ　Ｍｉｅｌ Ｈａｉｒ　Ｍｉｅｌ 美容室 仙台市青葉区一番町４丁目７－１小西ビル３Ｆ 022-214-2225
ホンキ－トンク ホンキ－トンク 衣料 仙台市青葉区一番町４丁目７－１７小田急ビル 022-262-6937
東陽写場 東陽写場 カメラ 仙台市青葉区一番町４丁目６－１タワービル３Ｆ 03-0000-0000
うまい鮨勘 うまい鮨勘　一番町支店 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目５－６ 03-0000-0000
オアシス　アンド　セラビシャン オアシスアンドセラビシャン 美容室 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４ 022-222-3733
ジャパニーズレストラン　土龍 ジャパニーズレストラン　土龍 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目５―２第二むさしビルＢ１Ｆ 022-266-2223
マリヤ人形店 マリヤ人形店 玩具 仙台市青葉区一番町４丁目５－２１ 022-222-7597
ますや履物店 ますや履物店 履物 仙台市青葉区一番町４丁目５－１０ 03-0000-0000
牛タン焼専門店　司 牛タン焼専門店　司　虎横店 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目４－６ 022-266-3944
たんや利久 利休　一番町店 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目４－３２ 03-0000-0000
ヒステリックミニ仙台 ヒステリックミニ 衣料 仙台市青葉区一番町４丁目４－２６白津ビル２Ｆ 022-716-2552
牛角　国分町店 牛角　国分町 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目４－２０お里寿司ビル２・３Ｆ 022-217-1229
どんぐりガ－デン共和国　仙台一番町店 どんぐりガーデン共和国　仙台一 雑貨・手芸 仙台市青葉区一番町４丁目４－１村上ビル１階 022-211-8881
旬の味花板 旬の味花板 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目３－９第三藤原屋ビル１Ｆ 022-261-2643
スギモトヤ靴店 おしゃれの靴スギモト屋 靴 仙台市青葉区一番町４丁目３－３０ 03-0000-0000
うまい鮨勘 うまい鮨勘　別館　鮨正 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目３－２９宝屋ビル２Ｆ 03-0000-0000
フクヤジャパン スタッツ 衣料 仙台市青葉区一番町４丁目３－２７ガレリア一番町４階 022-264-1121
ムサシヤ ムサシヤ カバン 仙台市青葉区一番町４丁目３－２５ 022-222-3928
ＳＡＬＯＮ　ＤＵ　ＲＡＮ ＳＡＬＯＮ　ＤＵ　ＲＡＮ 美容室 仙台市青葉区一番町４丁目３－２２一番町センタービル２ 03-0000-0000
ＷｉｎｅＢａｒ　ＢｏｎｎｅＰｌａｃｅ Ｂｏｎｎｅ　Ｐｌａｃｅ 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目３－１１２Ｍ４・３ビル 022-211-7702
おでん三吉 おでん三吉 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目１０－８ 022-111-1111
文具のキクチ キクチ 文具 仙台市青葉区一番町４丁目１０－１８ 022-222-7511
だんまや水産 だんまや水産　定禅寺通り店 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目１０－１４定禅寺ビル２Ｆ 022-225-6810
日専連ライフサービス法人拠点 日専連ライフサービス法人拠点 携帯電話 仙台市青葉区一番町４丁目１０－１４－６Ｆ 080-0000-000
Ｌｙｒｉ Ｌｙｒｉ 美容室 仙台市青葉区一番町４－９－１８－２Ｆ 022-398-4269
ホシヤマ珈琲店本店 ホシヤマコーヒー本店 飲食 仙台市青葉区一番町４－９－１－３Ｆ 022-263-5560
イワマ靴店 イワマ靴店　一番町店 靴 仙台市青葉区一番町４－９－１ 022-261-4103
仙台かき徳 仙台かき徳　料理店２Ｆ 飲食 仙台市青葉区一番町４－９－１ 022-222-2535
仙台かき徳 仙台かき徳　料理店２階裏 飲食 仙台市青葉区一番町４－９－１ 022-264-0635
ブレアハウス ブレアハウス 飲食 仙台市青葉区一番町４－７－１７小田急ビルＢ１ 022-262-2538
ブレアハウス ブレアハウス 飲食 仙台市青葉区一番町４－７－１７ＳＳ．仙台ビルＢ１ 022-262-2538
キョードー東北 キョードー東北 569 仙台市青葉区一番町４－６－１仙台第一生命タワ－ビルデ 022-111-1111
デュアル　ケア　トゥルー デュアルケアトゥルー 美容室 仙台市青葉区一番町４－６－１仙台第一生命タワービル２ 022-716-6117
ＤＵＡＬ　ＣＡＲＥ　ＴＲＵＥ　１ ＤＵＡＬ　ＣＡＲＥ　ＴＲＵＥ１ 美容室 仙台市青葉区一番町４－６－１－１Ｆ仙台第一生命タワービル２１ 022-716-6117
キョードー東北 株式会社キョードー東北 569 仙台市青葉区一番町４－６－１－１６Ｆ 022-217-7788
加藤義永刃物店 加藤義永刃物店 金物 仙台市青葉区一番町４－５－８ 022-222-美容室6
スポットライトギャラリー スポットライトギャラリー 絵画・額縁 仙台市青葉区一番町４－５－７シエロ一番町４丁目ビル２ 022-264-4610
スタジオジャップヘア スタジオジャップヘア 美容室 仙台市青葉区一番町４－５－７－５Ｆ 022-265-8080
江陽会館 江陽写真室 ホテル 仙台市青葉区一番町４－５－６ 022-222-1311
元祖いわしや 元祖いわしや 飲食 仙台市青葉区一番町４－５－４２ 022-222-6648
ヘアスタジオＡ・Ｂｅ ヘアスタジオＡ・Ｂｅ 美容室 仙台市青葉区一番町４－５－４０おの万一番町ビル５Ｆ 022-266-3266
都留野 新料理都留野 飲食 仙台市青葉区一番町４－５－４０ 022-221-0806
河童亭 河童亭 飲食 仙台市青葉区一番町４－５－３青葉ゼネラル神永ビル４Ｆ 022-265-1876
ｆｒｏｍ　Ｋ ｆｒｏｍ　Ｋ 衣料 仙台市青葉区一番町４－５－３０ 022-223-4039
寿寿 寿寿 飲食 仙台市青葉区一番町４－５－２第２むさしビル１Ｆ 022-721-9202
シマダメガネ シマダメガネ メガネ 仙台市青葉区一番町４－５－２３ 022-222-2435
東京洋傘 東京洋傘 雑貨・手芸 仙台市青葉区一番町４－５－２２ 022-223-2645
イル・ピアッティーノ イル・ピアッティーノ 飲食 仙台市青葉区一番町４－５－１９東一市場内 022-217-0785
ペットサロン　一番町 ペットショップフシミ　本店 ペット・ペット用品仙台市青葉区一番町４－５－１９ペットサロン一番町内 022-223-6キッチン・ガス用品
ビボー化粧品 ビボー化粧品店 化粧品 仙台市青葉区一番町４－５－１９ 022-225-5033
富貴寿司 富貴寿司 飲食 仙台市青葉区一番町４－４－６ 022-222-6157
折衷Ｂａｒシヅクトウヤ 折衷Ｂａｒ　シヅクトウヤ 飲食 仙台市青葉区一番町４－４－５八百善ビル地下１階 022-711-1644
ダイニングバー　ソラ ダイニングバー　ソラ 飲食 仙台市青葉区一番町４－４－４－Ｂ１Ｆ三桝ビル 022-215-自転車・バイク0
ハミングバード 大衆酒場　稲虎２ 飲食 仙台市青葉区一番町４－４－３６１Ｆ 022-226-7735
メガネの相沢 メガネの相沢　一番町店 メガネ 仙台市青葉区一番町４－４－３４ 022-223-9439
じゃんかい　一番町店 じゃんかい　一番町店 飲食 仙台市青葉区一番町４－４－３３トレンドビル３Ｆ 022-221-6033
ＨＵＢ仙台一番町四丁目店 ＨＵＢ仙台一番町４丁目店 飲食 仙台市青葉区一番町４－４－３３トレンドビル１Ｆ 022-217-8682
ヒステリックミニ仙台 ヒステリック　ミニ 衣料 仙台市青葉区一番町４－４－２６白津ビル１Ｆ 022-716-2552
寿司処こうや　稲荷小路店 寿司処こうや　稲荷小路店 飲食 仙台市青葉区一番町４－３－９藤原屋ビル１Ｆ 022-711-6252
旬の味花板 旬の味花板（ゼントウシン） 飲食 仙台市青葉区一番町４－３－９第三藤原屋ビル１階 022-261-2643
ハミングバード 南欧バル　イナトーラ 飲食 仙台市青葉区一番町４－３－２２スマイルホテル仙台国分町 022-723-4611
レナーク レナーク　ソワン 美容室 仙台市青葉区一番町４－３－２２スマイルホテル仙台国分 022-264-1066
レナーク レナーク　レンタルコレクション 美容室 仙台市青葉区一番町４－３－２２ 022-264-1071
レナーク レナークレンタルコレクション 美容室 仙台市青葉区一番町４－３－２２ 022-264-1071
ドラックペンギン一番町店 ドラッグペンギン　一番町店 薬局 仙台市青葉区一番町４－３－２０ 022-000-0000
ダイエー商事 快食市場　サライ 飲食 仙台市青葉区一番町４－３－１菅原ビル６Ｆ 022-221-6661
いたがき　東一番丁店 いたがき東一番丁店 食品 仙台市青葉区一番町４－３－１９ 022-263-4436
うまいものあり　おおみ矢　稲荷小路店 おおみ矢　稲荷小路店 飲食 仙台市青葉区一番町４－３－１２－１Ｆ第５吉岡屋ビル 022-262-8910
ダイエー商事 リビングダイニング　レン 飲食 仙台市青葉区一番町４－３－１ 022-265-2125
札幌かに本家 札幌かに本家　仙台店 飲食 仙台市青葉区一番町４－２－５ 022-111-1111
ブランドコレクション ブランドコレクション ディスカウント・リサイクル仙台市青葉区一番町４－２－１８ 022-726-1281
ナカガワ ナカガワ カバン 仙台市青葉区一番町４－２－１７ 022-264-3069
コミナト コミナト カバン 仙台市青葉区一番町４－２－１６ 022-222-3218
牛たん徳茂　一番町店 牛たん徳茂　一番町店 飲食 仙台市青葉区一番町４－２－１５ 022-724-7211
浅久履物店 浅久履物店 履物 仙台市青葉区一番町４－２－１４ 022-222-美容室4
いろはにほへと いろはにほへと　仙台一番町店 飲食 仙台市青葉区一番町４－２－１０仙台東映プラザビル６Ｆ 022-212-6571
酒菜割烹　きくち 酒菜割烹　きくち 飲食 仙台市青葉区一番町４－１－１－Ｂ１Ｆ 022-395-4976
ヤマト屋書店　仙台三越店 ヤマト屋書店　仙台三越店 書籍 仙台市青葉区一番町４－１１－１定禅寺通り館Ｂ２ 022-393-8541
鈴屋 ベルブードワア　仙台１４１店 衣料 仙台市青葉区一番町４－１１－１４１ビル１Ｆ 022-217-1686
西堀薬局 西堀薬局 薬局 仙台市青葉区一番町４－１１－１－１０５ 022-222-4080
糸幸毛糸店 糸幸毛糸店 雑貨・手芸 仙台市青葉区一番町４－１１－１－１０３ 022-223-2665
ドコモショップ定禅寺通り店 ドコモショップ定禅寺通り店 携帯電話 仙台市青葉区一番町４－１０－１４－１Ｆ 022-267-9258



だんまや水産 だんまや水産　定禅寺通店 飲食 仙台市青葉区一番町４－１０－１４ 022-225-6810
ｓｈｉｐ’ｓ　ｈａｉｒ　ｂｏｏｔｈ ｓｈｉｐ’ｓ　ｈａｉｒ　ｂｏｏ 美容室 仙台市青葉区一番町３丁目８－４大雅ビル３Ｆ 022-267-3017
カービング ストレイジストア 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目８－４ 03-0000-0000
ＰＯＳＨ ＰＯＳＨ 美容室 仙台市青葉区一番町３丁目８－１ラ・ベルヴィビル３Ｆ 022-268-3640
鈴喜陶器 鈴喜陶器店 陶器 仙台市青葉区一番町３丁目８－１４ 022-222-5740
ディア　ドレ ディア・ドレ 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目７番１号 022-000-0000
Ｂａｒ＆ＲｅｓｔａｕｒａｎｔＬＡＰＡＩＸ ラ．ぺ 飲食 仙台市青葉区一番町３丁目７－１電力ビルＢ１Ｆ 022-263-5788
佐郷庵 佐郷庵 食品 仙台市青葉区一番町３丁目７－１電力ビル１Ｆ 022-227-3968
アンマ－ブル　タスコ アンマーブルタスコ 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目７－１ 03-0000-0000
ジェイエステティック　仙台店 ジェイエステティック仙台店 整体・サロン 仙台市青葉区一番町３丁目６―１一番町平和ビル３０２ 022-265-7791
Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ　仙台店 Ｆｒａｎｃ　ｆｒａｎｃ仙台店 雑貨・手芸 仙台市青葉区一番町３丁目６－１一番町平和ビル１Ｆ２Ｆ 03-0000-0000
粧苑すきや パフューマリースキヤ 化粧品 仙台市青葉区一番町３丁目６－１１ 022-221-5588
鐘崎 かまぼこの鐘崎　一番町店 食品 仙台市青葉区一番町３丁目５－１６ 022-265-4531
ｇｉｓｅｌｅ ｇｉｓｅｌｅ 美容室 仙台市青葉区一番町３丁目４－３ＩＮＤＥＸＢＵＩＬＤＩ 022-748-生花1
ｂｅｌｌｕｓ ベルス 美容室 仙台市青葉区一番町３丁目４－２６よろづ園ビル４階 000-000-0000
ｔｒｏｖｅ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ ｔｒｏｖｅ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ 美容室 仙台市青葉区一番町３丁目３番５号 000-000-0000
レオナール フォーマルブティク　レオナール 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目３－２６高留ビル２Ｆ 022-214-2自転車・バイク
ヘアーメイク　ヘッズ ヘアーメイクヘッズ 美容室 仙台市青葉区一番町３丁目３－２５ 022-267-2822
ピア３９ ピア３９ 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目３－２０－１Ｆ東日本不動産仙台一番 022-267-5883
イブ仙台本店 イブ仙台本店 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目１－２０ 03-0000-0000
ＢｉｇＢｏｓｓ仙台店 Ｂｉｇ　Ｂｏｓｓ仙台 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区一番町３丁目１－１７レゼル百反ビル２Ｆ 022-267-0495
フリッカ Ｆｌｉｃｋａ（フリッカ） 美容室 仙台市青葉区一番町３丁目１－１６－４Ｆ 022-264-7883
クロロフィル仙台美顔教室 クロロフィル仙台美顔教室 化粧品 仙台市青葉区一番町３丁目１１－２７かねはら一番町ビル 03-0000-0000
中央コンタクト仙台一番町店 中央コンタクト仙台一番町店 メガネ 仙台市青葉区一番町３丁目１０番地１９号永楽園ビル１Ｆ 022-263-6657
なり多 なり多 飲食 仙台市青葉区一番町３丁目１０番２３号ベルモ－ズビルＢ 022-111-1111
ＳＰＥＲＭ ＳＰＥＲＭ 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目１０－３川村ビル２Ｆ 03-0000-0000
マイコンタクト アイキャンコンタクト一番町店 メガネ 仙台市青葉区一番町３丁目１０－３川村ビル１Ｆ 022-223-1015
白牡丹 ピースアート 玩具 仙台市青葉区一番町３丁目１０－２０ 022-222-4963
リーガルシューズ仙台一番町店 リーガルシューズ　仙台一番町店 靴 仙台市青葉区一番町３丁目１０－１ 022-261-3875
リーガルシューズ仙台一番町店 ＲＥＧＡＬＳＨＯＥＳ仙台一番町 靴 仙台市青葉区一番町３丁目１０―１ 022-261-3875
大観楼 大観楼 飲食 仙台市青葉区一番町３－９－５ 022-221-7575
ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｋ　仙台 ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｋ　仙台店 衣料 仙台市青葉区一番町３－９－３ 022-265-0757
リーガルシューズ仙台一番町店 リーガルシューズ仙台一番町店 靴 仙台市青葉区一番町３－９－２１ 022-261-9468
びわね びわね 飲食 仙台市青葉区一番町３－８－８ 022-721-1566
カービング ＳＴＯＲＡＧＥ　ＳＴＯＲＥ 衣料 仙台市青葉区一番町３－８－４大雅ビル１Ｆ 022-264-3052
ヨーガンレール仙台店 ヨーガンレール仙台店 衣料 仙台市青葉区一番町３－８－２４ 022-268-6663
マルシェ居酒屋　夜市 マルシェ居酒屋　夜市 飲食 仙台市青葉区一番町３－８－１ラベルヴィビル４階 022-797-0671
ＡＧＩＴ ＡＧＩＴ 衣料 仙台市青葉区一番町３－８－１ラベルヴィビル２Ｆ 022-264-2676
ボナ・フォルトゥーナ仙台ショールーム ボナフォルトゥーナ仙台ショール カバン 仙台市青葉区一番町３－８－１ラベルヴィビル１０３ 022-262-0037
蔵の庄　一番町本店 蔵の庄　一番町本店 飲食 仙台市青葉区一番町３－８－１４鈴喜ビル２Ｆ 022-224-3031
ボナ・フォルトゥーナ仙台ショールーム ボナ　フォルトゥーナ仙台　ＳＲ カバン 仙台市青葉区一番町３－８－１－１ラヴェルヴィビル１Ｆ 022-262-0037
アジアナーセリー アジアナーセリー一番町店 生花 仙台市青葉区一番町３－７－２３－１Ｆ 022-212-8732
ウイングショップ　サン　テグジュペリ ウィングショップ　サンテグジュ 雑貨・手芸 仙台市青葉区一番町３－７－１電力ビル１ 022-713-1633
ＴＨＥ　ＭＯＳＴ　ＢＡＫＥ　ＳＨＯＰ ＴＨＥ　ＭＯＳＴ　ＢＡＫＥ　Ｓ 飲食 仙台市青葉区一番町３－７－１－１Ｆ電力ビル本館 022-224-6722
東京屋カバン 東京屋カバン店 カバン 仙台市青葉区一番町３－６－９ 022-263-3636
ブティック伽羅 ブティック伽羅 衣料 仙台市青葉区一番町３－６－１３ 022-261-5171
アレックス アレックス 宝石・時計 仙台市青葉区一番町３－６－１３ 022-223-メガネ0
ドゥエ ドゥエ 宝石・時計 仙台市青葉区一番町３－６－１２ 022-223-4840
粧苑すきや 粧苑すきや 化粧品 仙台市青葉区一番町３－６－１１ 022-221-5588
Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ　仙台店 フランフラン　仙台 雑貨・手芸 仙台市青葉区一番町３－６－１ 022-217-8010
メガネの相沢 メガネの相沢　本店 メガネ 仙台市青葉区一番町３－５－６ 022-223-8155
メガネの相沢 メガネの相沢　ヤング館 メガネ 仙台市青葉区一番町３－５－５ 022-222-2301
梅屋楽器店 梅屋楽器店 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区一番町３－５－２７梅屋ビル 022-222-8475
ロッキーラクーン ロッキー　ラクーン 衣料 仙台市青葉区一番町３－５－２７ 022-214-1441
ＨＵＢ仙台マーブルロード店 ＨＵＢ仙台マーブルロード店 飲食 仙台市青葉区一番町３－５－２４テークビル１Ｆ 022-216-5828
メガネの相沢 メガネの相沢 メガネ 仙台市青葉区一番町３－５－２３ 022-267-2391
ヴティック　キアラ ヴティック　キアラ 衣料 仙台市青葉区一番町３－５－１５ 02-213-5710
ドコモショップ一番町 ドコモショップ　仙台一番町店 携帯電話 仙台市青葉区一番町３－４－２６よろづ園ビル 022-214-0037
グレイスヘアー グレイスヘアー 美容室 仙台市青葉区一番町３－４－２６－４Ｆよろず園ビル 022-261-7カーディーラー
ラブズドッグ ラブズドッグ ペット・ペット用品仙台市青葉区一番町３－４－２３佳月ビル１Ｆ 022-346-6171
アサヒスーパードライ　森のパルク スーパードライ　森のパルク 飲食 仙台市青葉区一番町３―４―１藤崎アネックスＢ１ 022-712-6271
写真の店　アイエム　スタジオ　一番町店 アイエム　スタジオ　一番町 カメラ 仙台市青葉区一番町３ー３ー１４ 022-267-0779
Ｃ’Ｓ シーズ 美容室 仙台市青葉区一番町３－３－１クラックス６Ｆ 022-222-4305
ソフトキャンパス仙台校 ソフトキャンパス仙台校 家電 仙台市青葉区一番町３－３－１クラックス３Ｆ 022-726-7075
ｒｉｎｇｒａｍ ｒｉｎｇｒａｍ仙台店 宝石・時計 仙台市青葉区一番町３－２－２５むらかみビル 022-722-8650
藤崎通販 藤崎オンラインサイト 大型店 仙台市青葉区一番町３－２－１７ 022-261-5111
Ｋｉｊｉｎ Ｋｉｊｉｎ 陶器 仙台市青葉区一番町３－１－２１－Ｂ１ 022-711-8244
平田牧場　仙台ファーストタワー店 平田牧場 飲食 仙台市青葉区一番町３－１－１仙台ファーストタワーアトリウム 022-399-8029
中国北京料理　飛天 中国北京料理　飛天 飲食 仙台市青葉区一番町３－１－１８しまぬきビル３Ｆ 022-395-ディスカウント・リサイクル1
こけしのしまぬき こけしのしまぬき　しまぬき本店 ギフト・土産 仙台市青葉区一番町３－１－１７－１Ｆシマヌキビル 022-223-2370
こけしのしまぬき こけしのしまぬき ギフト・土産 仙台市青葉区一番町３－１－１７ 022-223-2370
オゾンコミュニティ ヒステリック　グラマー　仙台フ 衣料 仙台市青葉区一番町３－１１－１５仙台フォーラス３Ｆ 022-264-5441
むかでや むかでや 履物 仙台市青葉区一番町３－１１－１０ 022-223-2063
マイコンタクト アイキャンコンタクト　一番町店 メガネ 仙台市青葉区一番町３－１０－３－１Ｆ川村ビル 022-223-1015
カービング ＡＧＥＮＴ 衣料 仙台市青葉区一番町３－１０－３－１Ｆカワムラビル 022-723-1履物
大井宝石店 大井ジュエリー一番町店 宝石・時計 仙台市青葉区一番町３－１０－２１ 022-261-0101
白牡丹 ㈱白牡丹 玩具 仙台市青葉区一番町３－１０－２０ 022-222-4963
ギャラリー仙台 ギャラリー仙台 絵画・額縁 仙台市青葉区一番町３－１０－１７－３Ｆ慶和ビル 022-221-ホームセンター2
ゆづりは ゆづりは ディスカウント・リサイクル仙台市青葉区一番町２丁目７－３－１Ｆ 022-265-3013
串鳥　青葉通一番町店 串鳥　青葉通一番町店 飲食 仙台市青葉区一番町２丁目５番１号大一野村ビル１Ｆ 03-0000-0000
ＧＲＥＥＮ　ＲＯＯＭ ＧＲＥＥＮ　ＲＯＯＭ 衣料 仙台市青葉区一番町２丁目５－６－３Ｆ 022-217-0157
ｇａｌｌｅｒｙ花雅 ｇａｌｌｅｒｙ花雅 陶器 仙台市青葉区一番町２丁目５－５東一中央ビル１Ｆ 022-395-カメラ1
ヴェルティー仙台店 ヴェルティー仙台店 宝石・時計 仙台市青葉区一番町２丁目４－１９シリウス一番町２Ｆ 022-738-9805
新富寿司 新富寿司 飲食 仙台市青葉区一番町２丁目４－１２ 022-222-2594
三林精肉店 炭火焼肉　三林精肉店 飲食 仙台市青葉区一番町２丁目３－４１ 022-713-0787
チューリップハウス チューリップハウス 衣料 仙台市青葉区一番町２丁目３－３０ 022-266-6383
たんや利久 利休　サンモール一番町店 飲食 仙台市青葉区一番町２丁目３－２７ 03-0000-0000
アシュレ　仙台一番町店 アシュレ　仙台一番町店 美容室 仙台市青葉区一番町２－８－４６－１Ｆ青葉通りＭＫビル 022-716-7767
ベトナム料理アンナム ベトナム料理アンナム 飲食 仙台市青葉区一番町２－７－９－２Ｆ 022-393-9399
ヤマハミュージックリテイリング仙台店 ヤマハミュージック東北仙台店 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区一番町２－６－５－４Ｆ 022-722-5781
ヤマハミュージックリテイリング仙台店 ヤマハＭＲ　仙台店 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区一番町２－６－５ 022-227-8514
マカン マカン 飲食 仙台市青葉区一番町２－５－５ 022-268-1107
伊達美味マーケット 伊達美味マーケット 食品 仙台市青葉区一番町２－５－５ 080-0000-0000
ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＲＡＮＡ ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　ＲＡＮＡ 美容室 仙台市青葉区一番町２－５－３２第一観光ビル３Ｆ 022-721-6777
ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＲＡＮＡ ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎＲＡＮＡ 美容室 仙台市青葉区一番町２－５－３２ 022-721-6777
青葉通り一番町形成外科皮ふ科 青葉通り一番町形成外科皮ふ科 医療 仙台市青葉区一番町２－４－１９シリウス一番町３階 022-302-7816
ムツミヤ ボタンのムツミヤ 雑貨・手芸 仙台市青葉区一番町２－４－１６ 022-264-1313
味工房 味工房 飲食 仙台市青葉区一番町２－４－１０ 022-266-3040
チョガチップ 草家 飲食 仙台市青葉区一番町２－３－９ 022-214-6629
小判寿司 小判寿司 飲食 仙台市青葉区一番町２－３－４１ 022-222-0354
ＨａｉｒＡｔｅｌｉｅｒＮｉｃｏ ＨａｉｒＡｔｅｌｉｅｒＮｉｃｏ 美容室 仙台市青葉区一番町２－３－３３－３Ｆ第一藤栄サンモール一番 022-797-4155
ホームズ ホームス　本店 衣料 仙台市青葉区一番町２－３－３０中央市場内 022-222-6711
ＦＥＥＬＳ ＦＥＥＬＳ 衣料 仙台市青葉区一番町２－３－３０－２５号 022-222-6610
一番五郎 一番五郎 飲食 仙台市青葉区一番町２－３－３０ 022-222-8808
ブルーマオマオ ブルー　マオ　マオ 宝石・時計 仙台市青葉区一番町２－３－３０ 022-216-9666
いろり酒場　たら福　文横店 いろり酒場たら福文横店 飲食 仙台市青葉区一番町２－３－１ 022-395-7488
ダンスファッション　ワールド ダンスファッションワールド仙台 衣料 仙台市青葉区一番町２－２－８－８０１ 022-711-4188
ＹｏｕｒＤｅｎｔａｌＣｌｉｎｉｃ仙台一番 ＹｏｕｒＤｅｎｔａｌＣｌｉｎｉ 541 仙台市青葉区一番町２－２－３５－６ＦＳＡＮＫＹＯ南町ＢＬＤ 022-266-1510
ＫＡＲＡＤＡ　ＰＯＲＴ　ＩＮＤＥＮＥ ＫＡＲＡＤＡ　ＰＯＲＴ　ＩＮＤ 医療 仙台市青葉区一番町１丁目９－１仙台トラストタワー３Ｆ 022-722-3770
ＢＡＣＡＲＯ風見鶏 ＢＡＣＡＲＯ風見鶏 飲食 仙台市青葉区一番町１丁目８－３２ＳＧＫビル１Ｆ 022-738-7文具
ＡＰＡＣＨＥ ＡＰＡＣＨＥ 美容室 仙台市青葉区一番町１丁目６番２２－４０２号 022-264-2017
光原社 光原社 陶器 仙台市青葉区一番町１丁目４－１０ 022-223-6674
菅野釣道具店 菅野釣道具店 スポーツ用品 仙台市青葉区一番町１丁目２－５ 022-222-5331
開盛庵 開盛庵 飲食 仙台市青葉区一番町１丁目２－２１ 022-111-1111
清月記 ぶつだんギャラリー　中央 仏壇・仏具 仙台市青葉区一番町１丁目１－６ 022-216-5777
タマヤフットウェア タマヤフットウェア カバン 仙台市青葉区一番町１丁目１２－３ 022-715-4192



ハウディー ハウディ 衣料 仙台市青葉区一番町１丁目１２－３ 03-0000-0000
たんや利久 牛タン炭焼　利休　一番町柳町 飲食 仙台市青葉区一番町１丁目１０－１シンシアシティ 03-0000-0000
佐松電話店 佐松電話店 家電 仙台市青葉区一番町１－８－３４ 022-227-8080
Ｌｕｃｏｔｔｅ Ｌｕｃｏｔｔｅ 美容室 仙台市青葉区一番町１－８－２３稲葉ビル１Ｆ 022-797-4657
Ｌｕｃｏｔｔｅ ルコッテ 美容室 仙台市青葉区一番町１－８－２３稲葉ビル１Ｆ 022-797-4657
Ｔｒｕｅ　ｖｉｎｔａｇｅ トゥルー　ヴィンテージ 衣料 仙台市青葉区一番町１－６－２０ライトハウスビルディン 022-738-9321
清月記 ぶつだんギャラリー中央 仏壇・仏具 仙台市青葉区一番町１－６ 022-216-5777
ＨａｉｒｃｌｏｔｈｉｎｇＫＯＮＲＯＮ Ｈａｉｒ＆ＣｌｏｔｈｉｎｇＫＯ 美容室 仙台市青葉区一番町１－５－１６－１ＦＳＥビル 022-265-1669
白洋舎 白洋舎　一番町サービス店 クリーニング 仙台市青葉区一番町１－５－１ 022-225-0202
Ｔｒｕｅ　ｖｉｎｔａｇｅ Ｔｒｕｅ　Ｖｉｎｔａｇｅ 衣料 仙台市青葉区一番町１－２－２０ 022-738-9321
ＣＨＡＭＰ ＣＨＡＭＰ 衣料 仙台市青葉区一番町１－１７－２０ 022-265-0630
清月記 ぶつだんギャラリー中央清月記 仏壇・仏具 仙台市青葉区一番町１－１－６ 022-216-5777
天しげ ㈲天繁 飲食 仙台市青葉区一番町１－１－５ホテルイーストワン仙台１Ｆ 022-262-2591
アンノウン アンノウン 衣料 仙台市青葉区一番町１－１５－７ 022-265-3635
悉皆うさぎ家 悉皆うさぎ家 呉服 仙台市青葉区一番町１－１５－４１－２０２ 022-397-7580
シルバーアズアート シルバーアズアート 宝石・時計 仙台市青葉区一番町１－１３－２０村上ビル 022-266-8682
タゼン タゼン　本店 キッチン・ガス用品仙台市青葉区一番町１－１２－４０ 022-225-6857
三立 サンリツ　仙台本店 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区一番町１－１２－２３ 022-265-6211
三立 三立　仙台本店 楽器・ＣＤ 仙台市青葉区一番町１－１２－２３ 022-265-6211
ブリック ブリック 男性既製服 仙台市青葉区一番町１－１２－１６朝川ビル１Ｆ－Ａ 022-266-7947
ブリック ブリックメンズクロージング 男性既製服 仙台市青葉区一番町１－１２－１６－１Ｆ朝川ビル 022-266-7947
ＨＡＩＲ×ｄｅｓｉｇｎ　ＡＲＵＥ ＨＡＩＲ×ｄｅｓｉｎｇＡＲＵＥ 美容室 仙台市青葉区一番町１－１１－９仙台リエゾン１・２Ｆ 022-738-8424
ｇａｌｅｒｉｅ　ａｒｂｒｅ ｇａｌｅｒｉｅ　ａｒｂｒｅ 陶器 仙台市青葉区一番町１－１１－２７－１Ｆ熊田ビル 022-221-7117
ラブ・ズ・ラ・フェイス ラブ　ズ　ラ　フェイス 衣料 仙台市青葉区一番町１－１１－２３－２Ｆ石井商工ビル 022-214-0048
ホープトンハウス ホープトンハウス 陶器 仙台市青葉区一番町１－１１－１４大和ビル２Ｆ 022-261-2177
ホープトンハウス アンティック　ホープトンハウス 陶器 仙台市青葉区一番町１－１１－１４大和ビル１Ｆ 022-261-2177
Ｋｅｙａｋｉ　ｎｏ　Ｍｏｒｉ Ｋｅｙａｋｉ　ｎｏ　Ｍｏｒｉ 飲食 仙台市青葉区旭ヶ丘三丁目２７番５号 022-343-9141
カメイ調剤薬局　旭ヶ丘店 カメイ調剤薬局　旭ヶ丘店 薬局 仙台市青葉区旭ヶ丘４－３５－２６ 022-301-2863
ＮＯＶＥＬ旭ヶ丘店 ＮＯＶＥＬ　旭ヶ丘店 美容室 仙台市青葉区旭ヶ丘３丁目９－１－１Ｆ 022-273-3クリーニング
フォレスト フォレスト メガネ 仙台市青葉区旭ヶ丘３－２６－２１小竹ビル２Ｆ 022-727-5393
あさひがおか眼科 あさひがおか眼科 医療 仙台市青葉区旭ケ丘３－２６－２１ 022-727-5391
ロワイヤルテラッセ　旭ヶ丘店 ロワイヤルテラッセ　旭ヶ丘店 食品 仙台市青葉区旭ヶ丘３－１７－１８ 022-219-3001
早坂サイクル 早坂サイクル　旭ヶ丘店 自転車・バイク仙台市青葉区旭ヶ丘１丁目３－１ 03-0000-0000
ラヴィール・エステＣＯＣＯ ＲＡＶＩＲ　ＥＳＴＨＥ’ＣＯＣ 美容室 仙台市青葉区旭ヶ丘１－１８－２０ 022-272-4422
ユニーク　フィッシュ　クラブ ユニーク　フィッシュクラブ ペット・ペット用品仙台市青葉区旭ヶ丘１－１－１０ショーヨービル１０２ 022-234-6669
ユニーク　フィッシュ　クラブ ユニークフィッシュクラブ ペット・ペット用品仙台市青葉区旭ヶ丘１－１－１０ショーヨービル１０２ 022-234-6669
カメイ調剤薬局　愛子店 カメイ調剤薬局　愛子店 薬局 仙台市青葉区愛子東２－３－１６ 022-392-8343
美容室アトリエ ヘアメイク　アトリエ 美容室 仙台市青葉区愛子東１丁目５－２８ 022-392-1739
器布人 器布人 衣料 仙台市青葉区あけぼの町１１－１１ 022-275-2298
グラベル　オートサービス グラベルオートサービス 整備工場 仙台市若林区六丁の目北町１５－６０ 022-287-6310
若松自動車商会　六丁の目店 若松自動車商会　六丁の目店 カーディーラー仙台市若林区六丁の目北町１４－７５ 022-288-1522
伊達の牛たん本舗 伊達の牛たん本舗　東インター店 食品 仙台市若林区六丁の目北町１４―８５ 022-287-5968
ジャップスサーフショップ ジャップス　サーフショップ スポーツ用品 仙台市若林区六丁の目南町８―７三浦ビルＢ号 022-288-3008
ジャップスサーフショップ ジャップスサーフショップ スポーツ用品 仙台市若林区六丁の目南町８－７三浦ビルＢ 03-0000-0000
カーテンホーム２１仙台店 カーテンホーム２１　仙台店 家具 仙台市若林区六丁の目南町８－１４ 022-352-7886
ジェイ・エヌスポーツ ジェイ　エヌ　スポーツ スポーツ用品 仙台市若林区六丁の目南町５－２１ 022-287-2137
ジェームス六丁の目店 ジェームス仙台　ジェームス六丁 カー用品 仙台市若林区六丁の目南町３－５ 022-390-7311
タスクサーフボード仙台店 タスクサーフボード仙台店 スポーツ用品 仙台市若林区六丁の目南町１－１６ 022-111-1111
焼肉レストラン　ひがしやま　六丁の目店 ひがしやま　六丁の目店 飲食 仙台市若林区六丁の目東町７－６０ 022-288-4129
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　六丁の目店 カーディーラー仙台市若林区六丁の目東町７－２１ 022-287-3151
おおいずみ自動車 おおいずみ自動車（株）本社 整備工場 仙台市若林区六丁の目東町６―５８ 022-288-9000
おおいずみ自動車 おおいずみ自動車 整備工場 仙台市若林区六丁の目東町６－５８ 022-288-9000
アメリカ屋 アメリカ屋仙台六丁の目店 衣料 仙台市若林区六丁の目東町６－２５ 022-288-1006
赤井沢 赤井沢　六丁の目店 文具 仙台市若林区六丁の目中町３０－１７ 022-390-1123
ブレドール　仙台六丁の目店 ブレドール仙台六丁の目店 食品 仙台市若林区六丁の目中町１８－１０ 022-385-キッチン・ガス用品0
アバルト仙台 フィアットアバルト仙台 カーディーラー仙台市若林区六丁の目西町８－６１ 022-390-9011
アドバンスオートモービル アドバンスオートモービル 整備工場 仙台市若林区六丁の目西町８－１２ 022-288-3411
石井商工　六丁の目店 石井商工　六丁の目店 金物 仙台市若林区六丁の目西町３－４５ 022-288-5757
宮城ダイハツ販売（株）（六丁の目店） 宮城ダイハツ販売　六丁の目店 カーディーラー仙台市若林区六丁の目西町１－５１ 022-288-5851
Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ六丁の目バイパス Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ六丁の目バイパ 自転車・バイク仙台市若林区六丁の目西町１－１２ 022-390-1771
カワサキプラザ仙台六丁の目 カワサキプラザ仙台六丁の目 自転車・バイク仙台市若林区六丁の目元町１－３ 03-0000-0000
ホンダドリーム　仙台六丁の目 ホンダドリーム仙台六丁の目 自転車・バイク仙台市若林区六丁の目元町１－１ 03-0000-0000
丸靜自動車整備 丸靜自動車整備 整備工場 仙台市若林区六郷３－７ 022-289-2221
レガーロ　ヘアー　ワークス レガーロ　ヘア　ワークス 美容室 仙台市若林区六郷３－１ 022-289-スーパー9
和太鼓・すずめ踊り　睦屋 和太鼓・すずめ踊り　睦屋 雑貨・手芸 仙台市若林区連坊小路８９ 022-000-0000
やさし～い和雑貨　峰彩庵 峰彩庵 雑貨・手芸 仙台市若林区連坊小路１５１－５－１０２ 022-797-7845
芳賀商店 株式会社芳賀商店 整備工場 仙台市若林区木下３－１－１４ 022-292-0035
テニスショップ　Ｈａｃｇｈ テニスショップ　ハッヂ スポーツ用品 仙台市若林区木ノ下２－２－７ 022-781-7604
ヘアーステーション　アルゴ ヘアーステーション　アルゴ 美容室 仙台市若林区保春院前丁７３ 022-291-2907
おっぺしゃん　若林店 おっぺしゃん　若林店 飲食 仙台市若林区保春院前丁１番 022-282-2390
清月記 ぶつだんギャラリー　若林 仏壇・仏具 仙台市若林区白萩町３５－１２ 022-283-5777
協立農工自動車 協立農工自動車 整備工場 仙台市若林区日辺字宅地６３－１ 022-289-2375
リサイクルファッションＫＥＮ リサイクルファッションＫＥＮ 衣料 仙台市若林区南鍛冶町１１４ 022-227-5144
まるず家具店 （株）まるず家具店 家具 仙台市若林区南鍛冶町１０７ 022-227-1466
カメイ調剤薬局　河原町店 カメイ調剤薬局　河原町店 薬局 仙台市若林区南小泉八軒小路４－３ 022-722-8352
スタジオアミ　荒井館 スタジオアミ荒井館 カメラ 仙台市若林区南小泉梅木３２ 022-352-3806
デミツ写真館 デミツ写真館 カメラ 仙台市若林区南小泉字八軒小路２－１ 022-225-2320
ＴＳＵＴＡＹＡ ツタヤ仙台荒井店 楽器・ＣＤ 仙台市若林区南小泉字梅木５９－１ 022-369-3988
家族葬の仙和　南小泉ホール 家族葬の仙和　南小泉ホール 仏壇・仏具 仙台市若林区南小泉４－１８－１２ 0120-24-1008
お茶の井ヶ田喜久水庵　南小泉店 喜久水庵　南小泉本店 食品 仙台市若林区南小泉２丁目１２－５ 03-0000-0000
花の膳 花の膳　宮城の萩大通り店 飲食 仙台市若林区南小泉２丁目１０―６ 022-282-レンタカー0
ヘアプロデュース　アフェクション アフェクション 美容室 仙台市若林区南小泉２－１４－１０ 022-286-3634
ステーキ宮 ステーキ宮　南小泉店 飲食 仙台市若林区南小泉２－１２－１ 022-285-3009
Ｌｅ　Ａｒｔ　ｇａｌｏｒｅ Ｌｅ　Ａｒｔ　ｇａｌｏｒｅ 美容室 仙台市若林区南材木町８１シーアイマンション１Ｆ 03-0000-0000
七曜星 七曜星 食品 仙台市若林区東七番町２２ 022-281-8335
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台愛宕橋駅 レンタカー 仙台市若林区土樋６０ 022-225-0100
ダナエ ダナエ 飲食 仙台市若林区土樋２８０ 022-267-5580
いさご いさご スポーツ用品 仙台市若林区土樋２７０－１ 022-262-2562
鐘崎 鐘崎　笹かま館 食品 仙台市若林区鶴代町６－６５ 022-238-7170
北整備 北整備 整備工場 仙台市若林区鶴代町３－３５－７ 022-236-6951
仙台鉾田モーター商会 仙台鉾田モーター商会 整備工場 仙台市若林区鶴代町３－３５－１２ 022-236-1ペット・ペット用品
じてんしゃ村 じてんしゃ村 自転車・バイク仙台市若林区中倉３－１８－２５－１０２ 022-235-8520
ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡやまとまち店 楽器・ＣＤ 仙台市若林区中倉３－１７－５０ 022-782-6133
フラワーショップ花物語　南小泉店 花物語　南小泉店 生花 仙台市若林区中倉２－３－１２みやぎ生協内 022-794-9981
みやぎ生協 みやぎ生協　南小泉店 スーパー 仙台市若林区中倉２－３－１２ 022-235-4755
カメイ調剤薬局　大和町店 カメイ調剤薬局　大和町店 薬局 仙台市若林区中倉１－５－１８ 022-788-0620
日産プリンス宮城販売　卸町店 日産プリンス宮城　卸町店 カーディーラー仙台市若林区大和町５丁目２４－５ 022-284-6625
明月苑 明月苑　大和町店 飲食 仙台市若林区大和町５丁目２－１５ 022-236-5037
アクティースポーツ アクティースポーツ スポーツ用品 仙台市若林区大和町５丁目１８－１２ 080-0000-000
リアル　ディール リアル・ディール 雑貨・手芸 仙台市若林区大和町５－３２－７ 022-782-0371
日産プリンス宮城販売　卸町店 日産プリンス宮城販売 カーディーラー仙台市若林区大和町５－２４－５ 022-239-6823
梵天食堂　六丁目店 梵天食堂六丁目店 飲食 仙台市若林区大和町５－２４－１５ 022-236-2882
明月苑 明月苑 飲食 仙台市若林区大和町５－２－１５ 022-385-6家電
レイジー レイジー 衣料 仙台市若林区大和町４丁目１６－１３－１０１ 022-235-8737
クシタニ仙台 クシタニ仙台店 自転車・バイク仙台市若林区大和町４丁目１３－３０ 022-239-3663
ＣＨＰ仙台店 ＣＨＰ仙台店 スポーツ用品 仙台市若林区大和町４丁目１０－５ 022-782-6777
メガネの相沢 メガネの相沢　大和町店 メガネ 仙台市若林区大和町４－６－３７ 022-239-8生花
宮城タイヤ商会 宮城タイヤ商会　大和町店 カー用品 仙台市若林区大和町４－２５－６ 022-235-8455
デザイナーズサロン　モードファクター モードファクター 美容室 仙台市若林区大和町４－２４－１４ 022-238-9311
ＨａｉｒＳａｌｏｎ　Ｄｉｏｎｅ ヘアーサロンディオン 美容室 仙台市若林区大和町４－２－１５ＷＫ＆Ｒ１ビル１階 022-000-0000
ダイシャリン ダイシャリン　卸町店 自転車・バイク仙台市若林区大和町４－１９－２２ 022-762-7336
日産サティオ宮城　卸町店 日産サティオ宮城　卸町店 カーディーラー仙台市若林区大和町４－１８－２６ 022-284-7654
たんや利久 牛タン炭焼　利休　大和町店 飲食 仙台市若林区大和町２丁目６－２０ 03-0000-0000
タカハシ運動具店 タカハシ運動具店 スポーツ用品 仙台市若林区大和町２丁目４－２５ 03-0000-0000
タカハシ運動具店 タカハシ運道具店 スポーツ用品 仙台市若林区大和町２丁目４－２５ 022-231-0892
ブレドール　大和町店 ブレドール仙台大和町店 食品 仙台市若林区大和町２丁目１１－１０ 022-355-8500



赤井沢 赤井沢　大和町店 文具 仙台市若林区大和町２－６－２５ 022-238-0543
ディーラッシュ ディーラッシュ 美容室 仙台市若林区大和町２－６－１ 022-283-家具8
カラオケ時遊館 時遊館　仙台大和町店 レジャー施設 仙台市若林区大和町２－２９－３ 022-788-0783
カラオケ時遊館 時遊館　大和町店 レジャー施設 仙台市若林区大和町２－２９－３ 022-788-0783
東北村繊 東北村繊 男性注文服 仙台市若林区大和町２－２８－１６ 022-235-0537
生鮮館むらぬし 生鮮館むらぬし スーパー 仙台市若林区大和町１丁目２１－７ 022-238-0002
オートショップ いたばしオートショップ 整備工場 仙台市若林区新寺４－７－１４ 022-256-3500
Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＣＵＬＵ ヘアメイク　キュール 美容室 仙台市若林区新寺３－１１－２２新寺３丁目ビルＴ００１ 022-353-9299
髪質改善ヘアエステサロンＲｉｚ　仙台駅東 髪質改善へアエステサロンＲｉｚ 美容室 仙台市若林区新寺１丁目１－１２－５Ｆ 022-290-9889
串鳥　新寺店 串鳥　新寺店 飲食 仙台市若林区新寺１丁目１－１２ 022-355-8873
Ｃｏｎｓｉｇｌｉｏ Ｃｏｎｓｉｇｌｉｏ 男性既製服 仙台市若林区新寺１－８－１－２Ｆ 080-0000-000
みやぎ生協 みやぎ生協　新寺店 スーパー 仙台市若林区新寺１－８－１ 022-298-7977
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協新 クリーニング 仙台市若林区新寺１－８－１ 022-290-6260
エアリアル エアリアル 美容室 仙台市若林区新寺１－１－１２－３Ｆ大貴ビル 022-298-6303
居酒屋　やから 居酒屋　やから 飲食 仙台市若林区新寺１－１－１２－２Ｆ大貴ビル 022-353-7564
宮城輪業 宮城輪業㈱ 自転車・バイク仙台市若林区新弓ノ町４７ 022-211-0760
（株）パブリック・アイ （株）パブリック・アイ 整備工場 仙台市若林区上飯田字天神１１１－１１４ 022-289-6441
フィッシングプロショップたまや フィッシングプロショップタマヤ スポーツ用品 仙台市若林区上飯田４－１２－２０ 022-289-0570
Ｊｕｍｉ’ｓ　Ｗｏｒｌｄ Ｊｕｍｉｓ　Ｗｏｒｌｄ ペット・ペット用品仙台市若林区上飯田２丁目１－１ 03-0000-0000
八乙女石産 八乙女石産 仏壇・仏具 仙台市若林区上飯田１－１６－４１ 022-282-1自転車・バイク
ＡＵＲＡ ＡＵＲＡ 美容室 仙台市若林区若林二丁目８番１６号 022-762-8275
ダイシャリン ダイシャリン　若林店 自転車・バイク仙台市若林区若林５－１１－２３ 022-286-家具1
バリウォーカー バリウォーカー 雑貨・手芸 仙台市若林区若林４－１－８ 022-286-2286
リブルマルシェ若林店 リブルマルシェ若林店２ 雑貨・手芸 仙台市若林区若林２丁目７－３４ゼライスタウン内 000-000-0000
ヘアーサロン　フジ ヘアーサロンフジ 美容室 仙台市若林区若林２丁目５－７ 022-286-薬局1
菊英輪業 菊英輪業商会 自転車・バイク仙台市若林区若林２丁目２－２ 022-000-0000
リブルマルシェ若林店 リブルマルシェ若林店 雑貨・手芸 仙台市若林区若林２－７－３４ゼライスタウン内 022-794-9422
寿司処こうや　稲荷小路店 寿司処こうや　宮城野萩大通店 飲食 仙台市若林区志波町３－１ロンサール志波１Ｆ 022-235-2026
菓匠三全 菓匠三全　卸町店 食品 仙台市若林区志波町１２－３ 022-000-0000
フロンティア フロンティア 玩具 仙台市若林区志波町１－１ 022-236-1923
ジェイ　スクエア ジェイスクエア 整備工場 仙台市若林区今泉小在家東９２－１ 022-289-8655
ＣＯＬＯＲＳ　ＡＵＴＯＢＯＤＹ ＣＯＬＯＲＳ　ＡＵＴＯＢＯＤＹ 整備工場 仙台市若林区今泉２丁目２２－３９ 022-111-1111
東部自動車整備工場 ＴＯＨＢＵ 整備工場 仙台市若林区今泉２－２２－３６ 022-289-2912
ろくさん化粧品 ろくさん化粧品 化粧品 仙台市若林区今泉１丁目３－１１ 03-0000-0000
深沼自動車整備工場 （株）深沼自動車整備工場 整備工場 仙台市若林区荒浜字北沼向７－１ 022-999-9999
深沼自動車整備工場 深沼自動車整備工場 整備工場 仙台市若林区荒浜字沼向７－１ 022-288-5438
ビーアーク　プール ビーアーク　プール 美容室 仙台市若林区荒町９６ 022-000-0000
すずや すずや 化粧品 仙台市若林区荒町８２ 022-227-8648
奥江呉服店 奥江呉服店 呉服 仙台市若林区荒町７５ 022-223-3374
美容室アルニカ 美容室　アルニカ 美容室 仙台市若林区荒町５９－１Ｆコーポラス五城 022-265-3448
ホームズ ホームズ 雑貨・手芸 仙台市若林区荒町１５３ 022-713-3055
たんや利久 やみつきホルモン利久仙台ＧＩＧ 飲食 仙台市若林区荒井東１－４－１ 022-000-0000
クライミング＆ボルダリングズィーボックス クライミング＆ボルダリングズィ スポーツ用品 仙台市若林区荒井字畑中３１－１ 022-369-3070
メガネの相沢 メガネの相沢　荒井店 メガネ 仙台市若林区荒井字初田２３ 022-287-0017
ベルエキップ ベルエキップ 整備工場 仙台市若林区荒井押口１２８ディオホリ２－１０５ 022-739-7468
ｈａｉｒ　ｔｈｅｒａｐｙ　ｓａｒａ ｈａｉｒ　ｔｈｅｒａｐｙＳａｒ 美容室 仙台市若林区荒井７丁目２－１ 022-781-6547
グランドスラム　オプション グランドスラムオプション カー用品 仙台市若林区荒井５－１８－５ 022-288-5577
カメイ調剤薬局　七郷店 カメイ調剤薬局　七郷店 薬局 仙台市若林区荒井４丁目１２－８ 022-288-1061
カメイ調剤薬局　七郷店 カメイ調剤薬局七郷店 薬局 仙台市若林区荒井４－１２－８ 022-288-1062
わかばやしコンタクトレンズ わかばやしコンタクトレンズ メガネ 仙台市若林区荒井３－２５－６ 022-390-6338
カメイ調剤薬局　荒井店 カメイ調剤薬局　荒井店 薬局 仙台市若林区荒井１丁目１－４ 022-762-6105
ハードオフ　オフハウス オフハウス　仙台荒井店 ディスカウント・リサイクル仙台市若林区荒井１ー１０ー１２ 022-794-9923
ツゲ自転車店 つげ自転車店 自転車・バイク仙台市若林区五橋３丁目５－２５ 022-222-4932
ツゲ自転車店 ツゲ自転車店 自転車・バイク仙台市若林区五橋３－５－２５ 022-222-4932
コナカ コナカ　古城店 男性既製服 仙台市若林区古城３丁目１４－１５ 03-0000-0000
ホンダカーズ宮城中央　遠見塚店 ホンダカーズ宮城中央　遠見塚店 カーディーラー仙台市若林区古城３－１０－２０ 022-285-6161
ヘアメイク　アヴァンセ ヘアメイクアヴァンセ 美容室 仙台市若林区蒲町東２０－７－１０１イーストアベニュー 022-287-6040
美容室テイク・ペインズ 美容室テイク　ペインズ 美容室 仙台市若林区河原町２丁目５－４０ 03-0000-0000
丸正ふとん店 丸正ふとん店 寝具 仙台市若林区河原町２－１５－６ 022-223-9274
ＶＯＩＣＥ ＶＯＩＣＥ 衣料 仙台市若林区河原町１丁目１－２ 03-0000-0000
Ｐｒｏｍｅｎａｄｅ Ｐｒｏｍｅｎａｄｅ 衣料 仙台市若林区河原町１丁目１－１０－１０３ 000-000-0000
ｒａｌ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ ｒａｌ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 美容室 仙台市若林区河原町１－５－１５ 022-302-4734
Ｒｅ容姿家　風里杜 Ｒｅ容姿家　風里杜 美容室 仙台市若林区河原町１－２－４８ 022-262-1058
三晁自動車 三晁自動車 整備工場 仙台市若林区卸町東５丁目６－４５ 022-288-9601
上垣自動車工業所 上垣自動車工業所 整備工場 仙台市若林区卸町東５丁目３－２３ 022-288-8722
協立塗料　仙台営業所 協立塗料　仙台営業所 整備工場 仙台市若林区卸町東４丁目４－５ 022-288-9581
（株）ダイコク 株式会社　ダイコク 整備工場 仙台市若林区卸町東４－３－１６ 022-288-7480
ファイブナイン ファイブナイン 文具 仙台市若林区卸町５－３－６ 022-239-0033
Ｋ　Ａ　Ｉ宝飾 Ｋ・Ａ・Ｉ宝飾 宝石・時計 仙台市若林区卸町５－２－３喜和ビル２Ｆ 02-235-1325
イーストガーデン イーストガーデン卸町本店 生花 仙台市若林区卸町５－２－３ 022-236-8278
三上 三上 541 仙台市若林区卸町３－７－７－１ＦＴＥサービス東北本社 090-0000-000
遠藤自動車リペアガレージ 遠藤自動車リペアガレージ 整備工場 仙台市若林区卸町３－５－８ 022-236-6311
タゼン タゼン　卸町リフォーム館 キッチン・ガス用品仙台市若林区卸町３－１－１９ 022-284-1641
マルホン マルホン 衣料 仙台市若林区卸町２丁目８－４ 022-235-仏壇・仏具1
青葉画荘 青葉画荘 絵画・額縁 仙台市若林区卸町２丁目８－３ 022-231-4225
マブチ卸町店 マブチ　卸町店 呉服 仙台市若林区卸町２丁目７－５ 022-237-7121
奥田金物本店 奥田金物　本店 金物 仙台市若林区卸町２丁目１４－３ 022-232-4261
宮城野自動車 宮城野自動車 整備工場 仙台市若林区卸町２丁目１１－１ 022-782-1820
瀬戸屋 瀬戸屋 陶器 仙台市若林区卸町２－１５－７ 022-232-0135
みやぎ健診プラザ みやぎ健診プラザ 医療 仙台市若林区卸町１丁目６－９ 022-231-3655
正光画廊仙台店 正光画廊　仙台店 絵画・額縁 仙台市若林区卸町１丁目１イオンスタイル仙台卸町店２ 022-290-9712
みやぎ生協 みやぎ生協　沖野店 スーパー 仙台市若林区沖野３－１３－１５ 022-285-7573
レイ・アップ　カーズ レイ・アップ　カーズ 整備工場 仙台市若林区沖野２丁目６－１ 022-282-2117
エーステクノ エーステクノ キッチン・ガス用品仙台市若林区沖野２－２６－７ 022-111-1111
美容室シェイク サロンドシェイク 美容室 仙台市若林区沖野２－２０－１２ 022-294-4888
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　サンマ クリーニング 仙台市若林区沖野２－１２－４０ 022-285-7722
セレモール霞目 セレモール霞目 仏壇・仏具 仙台市若林区遠見塚東８－１５ 022-781-0751
オフィスベンダー遠見塚店 オフィスベンダー遠見塚店 文具 仙台市若林区遠見塚東１５－９ 022-781-0870
菅原園 菅原園　本店 食品 仙台市若林区遠見塚東１－１５ 022-282-2自転車・バイク
キクチ時計店 キクチ時計店 宝石・時計 仙台市若林区遠見塚２丁目４０－１１ 022-286-9226
カワベ モーターサイクルシヨップカワベ 整備工場 仙台市若林区遠見塚２－２７－１ 000-000-0000
ダイシン南小泉店 ダイシン　南小泉店 ホームセンター仙台市若林区遠見塚２－１２－１１ 022-282-1661
ホンダカーズ宮城中央Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ仙台 ホンダカーズ宮城中央　オートテ カーディーラー仙台市若林区遠見■３丁目１４―２２ 022-286-0131
ホンダカーズ宮城中央Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ仙台 ホンダカーズ宮城中央オートテラ カーディーラー仙台市若林区遠見■３丁目１４－２２ 022-286-0131
ホンダカーズ宮城中央Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ仙台 ホンダカーズ宮城中央　ユーセレ カーディーラー仙台市若林区遠見■３－１４－２２ 022-286-0131
ムッシュ太田　大和町店 ムッシュ太田　大和町店 美容室 仙台市若林区一本杉町４２－２５ 022-235-5833
ドッグサロン　アンジェリーク ドッグサロン　アンジェリーク ペット・ペット用品仙台市若林区一本杉町１０－３４ 022-231-5586
乗馬クラブクレイン仙台海岸公園馬術場 乗馬クラブ　クレイン仙台海岸公 レジャー施設 仙台市若林区井土字沼向１ 022-349-5038
小野寺自動車整備工場 小野寺自動車整備工場 整備工場 仙台市若林区伊在字東通２２－２ 022-288-1990
アクト　グロウス アクト　グロウズ 美容室 仙台市若林区伊在字屋敷９－５ 022-390-1356
ローズボールアンティークス ローズボールアンティークス 雑貨・手芸 仙台市若林区伊在２－２２－３ 022-369-3442
アクト　グロウス ヘアメイクアクトグロウス 美容室 仙台市若林区伊在１丁目１２－８ 022-390-1355
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　スーパ クリーニング 仙台市若林区伊在１－９－６ 022-287-6088
みやぎ生協 みやぎ生協　荒井店 スーパー 仙台市若林区なないろの里３－３－３ 022-352-3135
トップレンジ トップレンジ スポーツ用品 仙台市若林区なないろの里２－２６－１０ 022-353-5呉服
カーコンビニ倶楽部ザック　遠見塚店 カーコンビニ倶楽部ＺＡＣ遠見塚 整備工場 仙台市若林区かすみ町８－３５ 022-357-0生花
仙台自動車ガラス 仙台自動車ガラス 整備工場 仙台市若林区かすみ町１－５ 022-285-6クリーニング
パテスリー　ロッシェ パテスリーロッシェ 食品 仙台市宮城野区榴岡５丁目２－３－１Ｆ 022-293-1827
リトルニュース リトルニュース 美容室 仙台市宮城野区榴岡５－１２－３６－１０５ 022-299-6304
イーストガーデン イーストガーデンみやぎ生協榴岡 生花 仙台市宮城野区榴岡５－１０－１０ 022-295-8755
みやぎ生協 みやぎ生協　榴岡店 スーパー 仙台市宮城野区榴岡５－１０－１０ 022-292-4321
ｍｕｔｅ　仙台駅東口店 ｍｕｔｅ仙台駅東口店 美容室 仙台市宮城野区榴岡４丁目４－１０国伊ビル３Ｆ 000-000-0000
たんや利久 牛タン炭焼　利休　東口分店 飲食 仙台市宮城野区榴岡４丁目４－１０ 03-0000-0000
らら・いわて仙台店 らら・いわて　仙台店 家具 仙台市宮城野区榴岡４－４－８－１Ｆ 022-355-2206
カメイ調剤薬局　榴岡店 カメイ調剤薬局　榴岡店 薬局 仙台市宮城野区榴岡４－１３－７－１Ｆ 022-781-5961
ＴＨＥ　ＭＯＳＴ　ＢＡＫＥＲＹ＆ＣＯＦＦ ザ　モスト　ベーカリー＆コーヒ 食品 仙台市宮城野区榴岡４－１２－１－１Ｆ榴岡ＢＫテラス 022-290-8911



フラップ　フラップ　仙台東口店 美容室フラップフラップ　仙台東 美容室 仙台市宮城野区榴岡３－８－２８オリエントハイツ１０２ 022-292-0666
アレーズ　フォーヘアー Ａｌａｉｓｅ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ 美容室 仙台市宮城野区榴岡３－１０－１５－１Ｆアレーズ 022-293-0677
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台新幹線口 レンタカー 仙台市宮城野区榴岡２丁目４－８ＢＯＳＳ６３１Ｆ 022-291-0100
Ｈｅｙ！周平　はなれ Ｈｅｙ周平はなれ 飲食 仙台市宮城野区榴岡２丁目４－２ミウラビル１Ｆ 022-385-玩具9
トーメスヘアー（株） トーメスヘアー 整体・サロン 仙台市宮城野区榴岡２丁目３－２２臼福ビル２Ｆ 022-257-8676
たんや利久 牛タン炭焼　利休　東七番町店 飲食 仙台市宮城野区榴岡２丁目３－２２ 03-0000-0000
モイスティーヌＳａｋｕｒａサロン モイスティーヌＳａｋｕｒａサロ 化粧品 仙台市宮城野区榴岡２丁目２－２５名掛丁パルスビル３Ｆ 022-297-5220
うまい鮨勘 うまい鮨勘　仙台東口支店 飲食 仙台市宮城野区榴岡２丁目１－２５ＢｉＶｉ仙台東口４Ｆ 03-0000-0000
ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＰＡｃｕＴＡ ｈａｉｒｓａｌｏｎＰＡｃｕＴＡ 美容室 仙台市宮城野区榴岡２丁目１－１５大内ビル２Ｆ 022-352-6439
周平イベント 周平イベント 飲食 仙台市宮城野区榴岡２－４－５３Ｆ 022-111-1111
トーメスヘアー（株） トーメスヘアー　仙台店 整体・サロン 仙台市宮城野区榴岡２―３―２２臼福ビル２Ｆ 022-25-8676
モイスティーヌＳａｋｕｒａサロン モイスティーヌサクラサロン 化粧品 仙台市宮城野区榴岡２－２－２５名掛丁パルス梅津ビル３Ｆ 022-297-5220
ＰＯＷＤＥＲ　ｔｅｒａ パウダー　テラ 美容室 仙台市宮城野区榴岡２－２－２３ 022-299-6139
シャンパレスサロン シャンパレス 美容室 仙台市宮城野区榴岡２－１－１２ＫＩビル６Ｆ 022-791-7688
ｎｔ　ｈａｉｒ　ｇａｒａｇｅ ｎｔ　ｈａｉｒ　ｇａｒａｇｅ 美容室 仙台市宮城野区榴岡２－１－１０平和住宅東口第一ビル３ 022-296-0131
串鳥　仙台駅東口店 串鳥　仙台駅東口店 飲食 仙台市宮城野区榴岡１丁目６－１ 03-0000-0000
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城仙台駅東 レンタカー 仙台市宮城野区榴岡１丁目５－３ 022-293-0100
牛タン焼専門店　司 牛タン焼専門店　司　東口ダイワ 飲食 仙台市宮城野区榴岡１丁目２－３７ダイワロイネットホテ 022-298-7388
ＰＯＷＤＥＲ　ｔｅｒａ パウダーテラ 美容室 仙台市宮城野区榴岡１－６－３６／ファインホームビル４Ｆ 022-299-6139
ワンネーション ワンネーション 美容室 仙台市宮城野区榴岡１－６－２１－２Ｆ 022-253-6273
ぼんてん漁港　仙台東口店 ぼんてん漁港　仙台東口店 飲食 仙台市宮城野区榴岡１－６－１０－１Ｆ 022-291-4611
歩楽人　仙台駅東口店 歩楽人　仙台駅東口店 靴 仙台市宮城野区榴岡１－５－１５竹内ビル１Ｆ 022-296-4192
丸特漁業部　仙台駅東口店 丸特漁業部　仙台駅東口店 飲食 仙台市宮城野区榴岡１－２－３７ダイワロイネットホテル 022-298-7377
丸特漁業部　仙台駅東口店 こちら丸特漁業部　仙台駅東口店 飲食 仙台市宮城野区榴岡１－２－３７－２Ｆ 022-298-7377
エスカイア ボラータ 男性既製服 仙台市宮城野区榴岡１－２－１２ 022-293-0628
パテスリー　ロッシェ パティスリー　ロッシェ 食品 仙台市宮城野区榴ケ岡５－２－３ 022-293-1827
ＣＯＲＣＯＶＡＤＯ ＣＯＲＣＯＶＡＤＯ 美容室 仙台市宮城野区榴ヶ岡４－５－８志賀ビル２Ｆ 022-290-3926
ＳＨＵＨＥＩ　２０１ ＳＨＵＨＥＩ　２０１ 飲食 仙台市宮城野区榴ヶ岡２丁目４－５－２Ｆ 022-353-5949
寿司処こうや　稲荷小路店 寿司処こうや　東口店 飲食 仙台市宮城野区榴ヶ岡１－７－１５サニービル１Ｆ 022-295-2776
ヒロスポーツ ヒロスポーツ スポーツ用品 仙台市宮城野区名掛丁２０２－７ 022-257-0304
チャント チャント 衣料 仙台市宮城野区名掛丁１１９－３レヴァンテ１Ｆ 022-293-3639
二宮薬局 二宮薬局 薬局 仙台市宮城野区平成２丁目１５－１５ 022-237-1416
Ｍ　Ｓ自動車 Ｍ　Ｓ自動車 整備工場 仙台市宮城野区福田町南２－４－１５ 022-254-自転車・バイク5
仙台ガレージロード 仙台ガレージロード 整備工場 仙台市宮城野区福田町南２－３－３ 022-388-8353
プログレスサーフ プログレスサーフ スポーツ用品 仙台市宮城野区福田町３－１－１ 022-254-5639
北の家 北の家 飲食 仙台市宮城野区福田町１－２－１２ 022-258-1012
東部自動車学校 東部自動車学校 自動車学校 仙台市宮城野区福住町１６－４４ 022-259-0651
イースト仙台 イースト仙台 化粧品 仙台市宮城野区福室字県道前１４－２ 022-258-0711
フーズガーデン玉浦　食彩館 伊藤チェーン　高砂店 スーパー 仙台市宮城野区福室６－２０－３０ 022-258-1326
家族葬の仙和　福室ホール 家族葬の仙和　福室ホール 仏壇・仏具 仙台市宮城野区福室６－１－２２ 022-766-8711
カットハウス　スタート カットハウス　スタート 美容室 仙台市宮城野区福室５丁目１－２２－１０１ 022-254-9339
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城　高砂店 レンタカー 仙台市宮城野区福室４丁目１８－５ 022-254-0100
ムラタック（マークステージ） ＭＡＲＫＳＴＡＧＥ 衣料 仙台市宮城野区福室４丁目１８－４５ 022-259-3591
ムラタック（マークステージ） マークステージ 衣料 仙台市宮城野区福室４－１８－４５ 022-259-3591
カーコンビニ倶楽部ＡＳＡＮＯ カーコンビニ倶楽部　ＡＳＡＮＯ 整備工場 仙台市宮城野区福室４－１８－３４ 022-258-2111
ごんきや ごんきや　高砂支店 仏壇・仏具 仙台市宮城野区福室４－１８－２ 022-786-3666
ごんきや ごんきや高砂支店 仏壇・仏具 仙台市宮城野区福室４－１８－２ 022-111-1111
フローラル花ことば フローラル花ことば 生花 仙台市宮城野区福室２丁目６－４５ダイアパレスアポロシティ高砂 022-258-1356
アメリカ屋 アメリカ屋　予備（旧青森ガーラ 衣料 仙台市宮城野区萩野町２丁目２４－２ 022-290-9337
モンスターガレージ モンスター　ガレージ 整備工場 仙台市宮城野区日の出町３－７－２７ 022-284-1213
三陽自動車工業 三陽自動車工業 整備工場 仙台市宮城野区日の出町３－７－２１ 022-237-3413
清月記 ザロイヤルハイヤー 仏壇・仏具 仙台市宮城野区日の出町２丁目５－４ 0120-098-818
伊藤自動車整備工場 （株）伊藤自動車整備工場 整備工場 仙台市宮城野区日の出町２丁目３－２４ 022-237-0638
本間青果 本間青果 食品 仙台市宮城野区日の出町２－５－４５ 022-237-4741
清月記 ＲＩＡ　ＦＥＵＩＬＬＥ 仏壇・仏具 仙台市宮城野区日の出町２－５－４ 0800-888-577
ＶＷ仙台日の出 ＶＷ仙台日の出 カーディーラー仙台市宮城野区日の出町２－１－４５ 022-237-0010
Ｒ４５日の出自動車学校 Ｒ４５　日の出自動車学校 自動車学校 仙台市宮城野区日の出町２－１－１３ 022-283-9777
仙台清掃公社 仙台清掃公社 599 仙台市宮城野区日の出町１－７－１５ 022-284-5383
宮城三菱自動車テクニカルサービスセンター 宮城三菱自販　テクニカルサービ カーディーラー仙台市宮城野区日の出町１－６－７ 022-237-5115
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　日の出店 カーディーラー仙台市宮城野区日の出町１－１－３１ 022-236-3211
（株）いたがき いたがき本店 食品 仙台市宮城野区二十人町３００－１ 022-291-1221
タカジンコンタクト タカジンコンタクト メガネ 仙台市宮城野区二の森１２－５０ 022-111-1111
シャルドネ仙台店 シャルドネ　仙台店 家具 仙台市宮城野区二の森１１－２９シャトルステージ二の森３０５ 022-771-7560
オノヤスポーツ仙台　自衛隊店 オノヤスポーツ仙台　自衛隊店 スポーツ用品 仙台市宮城野区南目館１－１売店内 022-239-6265
オノヤスポーツ仙台　自衛隊店 オノヤスポーツ仙台自衛隊店 スポーツ用品 仙台市宮城野区南目館１－１ 022-239-6265
やまなか家　フォレオ宮の杜店 やまなか家　フォレオ宮の杜店 飲食 仙台市宮城野区東仙台４丁目６－３０ 03-0000-0000
ドコモショップ東仙台フォレオ店 ドコモショップ東仙台フォレオ店 携帯電話 仙台市宮城野区東仙台４－７－２ 022-292-2544
ヘアーギャラリー　ティーズ ヘアーギャラリーＴ’ｓ 美容室 仙台市宮城野区東仙台４－２－５５ 022-293-0051
ｆｉｒｓｔ　東仙台 ｆｉｒｓｔ　東仙台 美容室 仙台市宮城野区東仙台４－１４－８フォレオせんだい宮の杜 022-292-0702
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　フォレ クリーニング 仙台市宮城野区東仙台４－１４－７ 022-385-5681
ＴＳＵＴＡＹＡ　ヤマト屋書店　東仙台店 ツタヤ　ヤマト屋書店東仙台店 書籍 仙台市宮城野区東仙台４－１４－１ 022-297-1291
ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　Ｌｕｃｉａ ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ　Ｌｕｃｉａ 美容室 仙台市宮城野区東仙台３－１３－５０－１０１ 022-257-履物2
泉屋 泉屋 靴 仙台市宮城野区東仙台２－１７－１８ 022-257-1758
ミカドランドリー東仙台店 ミカドランドリー　東仙台店 クリーニング 仙台市宮城野区東仙台２－１６－１６ 022-299-4296
ＳＥオート（株）仙塩タクシー整備工場 ＳＥオート　仙塩タクシー整備工 整備工場 仙台市宮城野区東仙台１－１８－２６ 022-111-1111
ＦＵＬＬ　ＳＰＥＥＤ フルスピード スポーツ用品 仙台市宮城野区田子字入１２－１ 022-388-7781
Ｄ’ＥＲＬＡＮＧＥＲ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ デランジェ　フォー　ヘアー 美容室 仙台市宮城野区鉄砲町西２－４ダイアパレス榴岡Ⅱ１Ｆ 022-257-0221
ビーアーク　カラー ビーアーク　カラー 美容室 仙台市宮城野区鉄砲町１１８－１０ 022-000-0000
ＴＥＮ ＴＥＮ レンタカー 仙台市宮城野区鶴巻２－３－２９ 022-352-8072
ＷＩＬＤ－１　仙台東インター店 ＷＩＬＤ－１　仙台東インター店 アウトドア用品仙台市宮城野区鶴巻１丁目２２－５５ 022-254-8780
プラッツ仙台 プラッツ仙台 整備工場 仙台市宮城野区鶴ケ谷東４丁目２２番２２号 022-388-3122
プラッツ仙台 プラッツ　仙台 整備工場 仙台市宮城野区鶴ヶ谷東４－２２－２２ 022-388-3122
シーズン・フォー シーズン・フォー 生花 仙台市宮城野区鶴ヶ谷字大谷１４ 022-255-2690
ブリッジオート ブリッジオート 整備工場 仙台市宮城野区鶴ヶ谷京原１７０ 022-252-1612
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　鶴ヶ谷 クリーニング 仙台市宮城野区鶴ヶ谷４－２－２ 022-253-2655
ブティックシンワ ブティツクシンワ 衣料 仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－８－１アバイン 022-251-文具0
みやぎ生協 みやぎ生協　鶴ヶ谷店 スーパー 仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－１－８ 022-251-2062
花しょう 花しょう 生花 仙台市宮城野区鶴ヶ谷１－３６－２１ 022-252-1187
ヘアショップ　ヨシユキ本店 ヘアショップ　ヨシユキ 美容室 仙台市宮城野区鶴ヶ谷１－２３－２４ 022-252-4646
オフィスベンダー中野店 オフィスベンダー中野店 文具 仙台市宮城野区中野寺前６８－１０ 022-387-8222
マコトレジャーハウス マコトレジャーハウス 自転車・バイク仙台市宮城野区中野字神明１６２番地の５ 022-258-9878
Ｍ　Ａ　Ｇ ＭＡＧ 整備工場 仙台市宮城野区中野字神明１４８－１ 022-258-3138
マジックオートガレージ マジックオートガレージ 整備工場 仙台市宮城野区中野字神明１４８－１ 022-258-3138
モービルジャパン モービルジャパン 自転車・バイク仙台市宮城野区中野５丁目５－１２ 022-355-9591
ベアフットサーフ ベアフットサーフ スポーツ用品 仙台市宮城野区中野５丁目４－３３ 022-259-8641
サーファーズアイランド サーファーズアイランド スポーツ用品 仙台市宮城野区中野５丁目４－３０ 022-111-1111
南海部品　仙台店 南海部品　仙台店 自転車・バイク仙台市宮城野区中野５－５－３ 022-786-1691
コナカ コナカ　仙台新港店 男性既製服 仙台市宮城野区中野３丁目２－１６ 03-0000-0000
メガネの相沢 メガネの相沢　仙台港店 メガネ 仙台市宮城野区中野３－５－４ 022-786-3603
アイアイオート　仙台新港店 アイアイオート仙台新港店 カーディーラー仙台市宮城野区中野３－１－２０ 022-388-7737
タイヤサービス仙台港店 タイヤサービス仙台港店 カー用品 仙台市宮城野区中野２－１－３ 022-000-0000
ｇｒｅｅｎ　ｔ ｇｒｅｅｎ　ｔ 整備工場 仙台市宮城野区中野１－４－９－１０８ 022-369-3996
丸幸自動車工業 丸幸自動車工業　幸町店 整備工場 仙台市宮城野区大梶９－７ 022-111-1111
ダイシン　幸町店 ダイシン　幸町店 ホームセンター仙台市宮城野区大梶７－５ 022-292-1682
ブックセンター湘南　幸町店 ブックセンター湘南　幸町店 書籍 仙台市宮城野区大梶７－１０宮城生協セラビ幸町２Ｆ 022-257-5377
フラワーショップ花物語　幸町店 花物語　幸町店 生花 仙台市宮城野区大梶７－１０みやぎ生協内セラビ幸町 000-000-0000
喜久水庵　セラビ幸町店 お茶の井ヶ田喜久水庵セラビ幸町 食品 仙台市宮城野区大梶７－１０みやぎ生協幸町 03-0000-0000
えこ・もーど　みやぎ生協セラビ幸町店 えこ・もーど　セラビ幸町店 衣料 仙台市宮城野区大梶７－１０みやぎ生協セラビ幸町店２階 022-293-1617
わらしっ子倶楽部 わらしっ子倶楽部 衣料 仙台市宮城野区大梶７－１０みやぎ生協セラビ幸町店２Ｆ 03-0000-0000
ヘアメイクアーク　セラビ幸町店 ヘアメイクアーク幸町店 美容室 仙台市宮城野区大梶７－１０セラビ２Ｆ 022-293-3383
メガネのヨネザワ　セラビ幸町店 メガネのヨネザワ　セラビ幸町店 メガネ 仙台市宮城野区大梶７－１０－２Ｆ 022-794-7955
みやぎ生協 みやぎ生協　幸町店 スーパー 仙台市宮城野区大梶７－１０ 022-257-0891
鐘崎 みやぎ生協セラビ幸町鐘崎 食品 仙台市宮城野区大梶７－１０ 022-256-8376
お好み焼　田よし　雫　幸町店 お好み焼　田よし　雫　幸町店 飲食 仙台市宮城野区大梶１－３ 022-292-0755
カラオケ時遊館 時遊館　仙台幸町店 レジャー施設 仙台市宮城野区大梶１１－３ 022-292-1892
紀生 紀生　幸町店 美容室 仙台市宮城野区大梶１１－２ 022-257-1380



牛角アクロスプラザ幸町店 牛角アクロスプラザ幸町店 飲食 仙台市宮城野区大梶１１－２ 022-292-3929
カラオケ時遊館 カラオケ時遊館　仙台幸町店 レジャー施設 仙台市宮城野区大梶１１―３ 022-292-1892
菅野サービス商会 菅野サービス商会 整備工場 仙台市宮城野区扇町７丁目７－２３ 080-0000-000
粧や　ＳＨＯＷＹＡ 粧や 整備工場 仙台市宮城野区扇町７丁目７－２０ 022-353-6686
トラストコーポレーション トラストコーポレーション 整備工場 仙台市宮城野区扇町７－７－２０ 022-387-6013
タイヤサービス東部店 タイヤサービス東部店 カー用品 仙台市宮城野区扇町５丁目６－９ 022-000-0000
ユノメ ユノメ家具Ｚ　福田町店 家具 仙台市宮城野区扇町５丁目１１－５ 03-0000-0000
日産サティオ宮城　本社扇町店 日産サティオ宮城　本社店中古車 カーディーラー仙台市宮城野区扇町５丁目１０－６ 022-235-1114
仙台タイヤ 仙台タイヤ カー用品 仙台市宮城野区扇町５－６－４ 022-284-7159
東北三菱 東北三菱扇町営業所 カーディーラー仙台市宮城野区扇町５－１－３ 022-284-1108
ユノメ ユノメ家具Ｚ福田町店 家具 仙台市宮城野区扇町５－１１－５ 03-0000-0000
日産サティオ宮城　本社扇町店 日産サティオ宮城　本社店 カーディーラー仙台市宮城野区扇町５－１０－６ 022-235-1115
ウィン・ワンズ ウィン　ワンズ 整備工場 仙台市宮城野区扇町４－７－３８ 022-231-2002
ミヤギオート（株） ミヤギオート 整備工場 仙台市宮城野区扇町４－１－２５ 022-237-0711
二壽商事 二壽商事 整備工場 仙台市宮城野区扇町４－１－１６ 022-111-1111
タック タック 整備工場 仙台市宮城野区扇町３丁目７－２７ 022-232-5448
朝比奈商会 有限会社　朝比奈商会 整備工場 仙台市宮城野区扇町３丁目７－１５ 022-231-9484
丸幸自動車工業 丸幸自動車工業　扇町店 整備工場 仙台市宮城野区扇町３－８－２８ 022-111-1111
宮城自動車工業 宮城自動車工業 整備工場 仙台市宮城野区扇町３－７－１８ 022-284-6161
土井兄弟自動車工業 土井兄弟自動車工業 整備工場 仙台市宮城野区扇町３－７－１０ 022-232-薬局6
ホンダカーズ宮城　扇町店 ホンダカーズ宮城　扇町店 カーディーラー仙台市宮城野区扇町３－４－４６ 022-284-2221
ホンダカーズ宮城　扇町店 ホンダカーズ宮城 カーディーラー仙台市宮城野区扇町３―４―４６ 022-000-0000
伊藤忠エネクスホームライフ東北 伊藤忠エネクスＬＨ東北（株）宮 キッチン・ガス用品仙台市宮城野区扇町３－１－３５ 022-232-1811
宮城日産自動車　本社店 宮城日産自動車　本社店 カーディーラー仙台市宮城野区扇町２丁目２番５号 022-236-2323
宮城日産自動車　本社店 宮城日産　本社工場 カーディーラー仙台市宮城野区扇町２丁目２－５ 022-236-2323
仙台カスタマーセンター 仙台カスタマーセンター カーディーラー仙台市宮城野区扇町１－８－４１ 022-232-3145
宮城日野自動車 宮城日野自動車　部品部 整備工場 仙台市宮城野区扇町１－７－３６ 022-235-3124
ホンダカーズ宮城中央　扇町東店 ホンダカーズ宮城中央　扇町東店 カーディーラー仙台市宮城野区扇町１－６－３６ 022-236-7777
丸幸自動車工業 丸幸自動車工業　仙台新港店 整備工場 仙台市宮城野区仙台港北一丁目１－５ 022-111-1111
但野鈑金塗装工業 但野鈑金塗装工業 整備工場 仙台市宮城野区仙台港北２－７－４ 022-259-1471
うまい鮨勘 うまい鮨勘　宮城野原支店 飲食 仙台市宮城野区西宮城野７－１ 03-0000-0000
ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡヨークタウン新田 楽器・ＣＤ 仙台市宮城野区新田東３－１－５ 022-232-6005
ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ＆ＢＯＤＹＳＰＡ ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ　ＢＯＤＹＳ 美容室 仙台市宮城野区新田東３－１０－１ 022-236-1801
ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ＆ＢＯＤＹＳＰＡ ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ＆ＢＯＤＹＳ 美容室 仙台市宮城野区新田東３－１０－１ 022-236-1801
カメイ調剤薬局　新田東店 カメイ調剤薬局　新田東店 薬局 仙台市宮城野区新田東２丁目１４－３ 022-236-4012
メガネの相沢 メガネの相沢　新田東店 メガネ 仙台市宮城野区新田東１－１７－６ 022-236-0622
ｒｅｖｅ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ ｒｅｖｅ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ 美容室 仙台市宮城野区新田東１－１６－２ 022-236-2731
ダイシャリン ダイシャリン　東仙台店 自転車・バイク仙台市宮城野区新田３－２１－１ 022-284-0679
スプール スプール 美容室 仙台市宮城野区新田２－７－６ 022-237-8176
ユーデン ユーデン 家電 仙台市宮城野区新田２－１－２７ 022-238-8088
ベルマリエ千登勢 レンタル衣装ベルモア 599 仙台市宮城野区松岡町５７－２ 03-0000-0000
仙台アンパンマンこどもミュージアム 仙台アンパンマンこどもミュージ レジャー施設 仙台市宮城野区小田原山本丁１０１－１４ 022-298-8855
ホテルグリーンパレス ホテル　グリーンパレス ホテル 仙台市宮城野区小田原２－４－５ 022-256-2691
宮交観光サービス 宮交観光サービス株式会社 旅行 仙台市宮城野区小田原１丁目２－１９ 022-298-7765
セレモール小田原 セレモール小田原 仏壇・仏具 仙台市宮城野区小田原１－７－５ 022-292-3811
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　小田原店 カーディーラー仙台市宮城野区小田原１－３－２３ 022-297-2111
宮交観光サービス 宮交観光サービス（株） 旅行 仙台市宮城野区小田原１－２－１９ 022-217-0032
ヘアスプレー　新田東店 美容室ファニー仙台新田東店 美容室 仙台市宮城野区小鶴羽黒３２－１ヨークタウン内 022-000-0000
お茶の井ヶ田　喜久水庵　東仙台店 喜久水庵　東仙台本店 食品 仙台市宮城野区小鶴３丁目８－８ 03-0000-0000
宮城ダイハツ販売　仙台港北インター店 宮城ダイハツ販売仙台港北インタ カーディーラー仙台市宮城野区出花３－２７－１ 022-388-6831
仙台東ライダース 仙台東ライダース 自転車・バイク仙台市宮城野区出花２丁目８－８ 022-254-0579
望月人型店 望月人形店 玩具 仙台市宮城野区出花２丁目７１－２３ 022-258-9031
梵天食堂　中野栄店 梵天食堂　中野栄店 飲食 仙台市宮城野区出花２丁目４－１ 022-786-0122
上州屋 仙台宮城野店 スポーツ用品 仙台市宮城野区出花２丁目２－１ 03-0000-0000
創庫生活館　中野栄店 創庫生活館　中野栄店 ディスカウント・リサイクル仙台市宮城野区出花１丁目１５５－１ 03-0000-0000
ホンダカーズ宮城中央高砂店Ｕ－Ｓｅｌｅｃ ホンダカーズ高砂店オートテラス カーディーラー仙台市宮城野区出花１丁目１５０－２ 022-388-9745
仙台餃子酒場 仙台餃子酒場 飲食 仙台市宮城野区出花１－３－３ 022-388-6326
ホンダカーズ宮城中央　高砂店 ホンダカーズ宮城中央　高砂店 カーディーラー仙台市宮城野区出花１－１５２ 022-259-5700
ホンダカーズ宮城中央高砂店Ｕ－Ｓｅｌｅｃ ホンダ高砂店　オートテラスコー カーディーラー仙台市宮城野区出花１－１５０－２ 022-388-9745
カメイ調剤薬局　高砂店 カメイ調剤薬局　高砂店 薬局 仙台市宮城野区高砂２丁目１２－１ 022-254-2941
ハナサク高砂駅前店 ハナサク高砂駅前店 生花 仙台市宮城野区高砂２－２－５みやぎ生協高砂駅前店内 022-786-8739
みやぎ生協 みやぎ生協　高砂駅前店 スーパー 仙台市宮城野区高砂２－２－５ 022-387-1711
キリンビアポート仙台 キリンビアポート　仙台 飲食 仙台市宮城野区港２－２－１キリンビール仙台工場内 022-387-7811
キリンビアポート仙台 キリンビアポート仙台 飲食 仙台市宮城野区港２－２－１キリンビール仙台工場内 022-387-7811
ファッション・ショップ・ミー ファッション・ショップ・ミー 衣料 仙台市宮城野区幸町５丁目１２－７－１Ｆ 022-293-5クリーニング
ホンダカーズ宮城中央　幸町店 ホンダカーズ宮城中央　幸町店 カーディーラー仙台市宮城野区幸町５－１１－１５ 022-207-4200
仙台ガスサービス 仙台ガスサービス（株） キッチン・ガス用品仙台市宮城野区幸町３丁目１２－１５ 022-792-6611
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　仙台幸 クリーニング 仙台市宮城野区幸町３－３－７ 022-296-6021
ミヤギオート（株） ミヤギオート　幸町営業所 整備工場 仙台市宮城野区幸町３－１１－１６ 022-297-0711
カミオコンタクト カミオコンタクト メガネ 仙台市宮城野区五輪２－９－１０ 022-292-0802
喜銀 喜銀 雑貨・手芸 仙台市宮城野区五輪１－１１－１２ 022-290-6301
白洋舎 白洋舎　原町営業所 クリーニング 仙台市宮城野区原町苦竹１－２－４５ 022-284-2325
山形・米沢牛七輪焼酒房　佐輔 山形　米沢牛七輪　佐輔 飲食 仙台市宮城野区原町６丁目１－２７ 080-0000-000
うまいもんや　きらく亭 うまいもんや　きらく亭 飲食 仙台市宮城野区原町６－１－２７ 022-295-9779
ヘアーファクトリー　グリーム ヘアーファクトリー　グリーム 美容室 仙台市宮城野区原町５丁目３－４６－１０１ 03-0000-0000
ブル ブル ペット・ペット用品仙台市宮城野区原町５－５－３５ 022-295-2229
仙台中央自動車学校 仙台中央自動車学校 自動車学校 仙台市宮城野区原町４－４－２ 022-291-3084
三嶋輪業商会 三嶋輪業商会 自転車・バイク仙台市宮城野区原町３丁目２－４４ 022-256-7251
橋本商店 橋本商店 宝石・時計 仙台市宮城野区原町２丁目４－３３ 022-291-7766
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　原町店 クリーニング 仙台市宮城野区原町２－５－５７ 022-298-2カー用品
ブランチェ美容室 ブランチェ美容室 美容室 仙台市宮城野区原町２－４－３０－１０２山形ビル 022-257-薬局5
ヘアメイク　サンクチュアリ ヘアメイクサンクチュアリ 美容室 仙台市宮城野区原町１丁目３－２１ 03-0000-0000
ワインハウス　ブウション ワインハウスブウション 食品 仙台市宮城野区元寺小路３０２－１４ 022-111-1111
カーストーリー仙台宮城野店 カーストーリー　仙台宮城野店 整備工場 仙台市宮城野区苦竹三丁目１番２３号 022-782-3611
カーストーリー仙台宮城野店 カーストーリー仙台宮城野店 整備工場 仙台市宮城野区苦竹３丁目１番２３号 022-000-0000
カネサ藤原屋 カネサ藤原屋 食品 仙台市宮城野区苦竹３－４－５ 022-111-1111
ザック苦竹店 ＺＡＣ苦竹店 整備工場 仙台市宮城野区苦竹３－１－３３ 022-783-8622
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台本社 レンタカー 仙台市宮城野区苦竹２丁目８－１ 022-232-0100
日産プリンス宮城販売　本店 日産プリンス宮城　本社 カーディーラー仙台市宮城野区苦竹２丁目２－１ 022-235-2120
オートラウズ オートラウズ 整備工場 仙台市宮城野区苦竹２－７－３ 022-353-5860
タイヤワールド館ベスト　仙台本店 タイヤワールド館ベスト　仙台本店 カー用品 仙台市宮城野区苦竹２－６－５ 022-231-3411
日産プリンス宮城販売　本店 日産プリンス宮城販売　本店 カーディーラー仙台市宮城野区苦竹２－２－１ 022-235-2111
タイヤ館　宮城野 タイヤ館　宮城野 カー用品 仙台市宮城野区苦竹１丁目６―６４ 022-239-美容室1
タイヤ館　宮城野 タイヤカン　宮城野 カー用品 仙台市宮城野区苦竹１－６－６４ 022-239-美容室1
白洋舎 白洋舎　原町サービス店 クリーニング 仙台市宮城野区苦竹１－２－４５ 022-284-2325
新和自動車整備工業 新和自動車整備工業 整備工場 仙台市宮城野区苦竹１―２―３８ 022-235-0713
ぼんてん漁港　苦竹店 ぼんてん漁港　苦竹店 飲食 仙台市宮城野区苦竹１－１０－１５ 022-783-7887
イガラシ イガラシ ディスカウント・リサイクル仙台市宮城野区銀杏町４１－１９ 022-111-1111
リサイクルショップ　イガラシ リサイクルショップ　イガラシ ディスカウント・リサイクル仙台市宮城野区銀杏町４１－１７ 022-111-1111
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城卸町店 レンタカー 仙台市宮城野区宮千代２丁目４－１１ 022-237-0100
セレモール宮城野 セレモール宮城野 仏壇・仏具 仙台市宮城野区宮千代１－１６－１０ 022-782-2220
カーリペアクラブ カーリペアクラブ 整備工場 仙台市宮城野区宮千代１－１０－１６ 022-788-3481
三徳屋釣具店 三徳屋釣具店 スポーツ用品 仙台市宮城野区宮城野区鉄砲町西１－８ 022-256-1601
フォールスヘアー フォールスヘアー 美容室 仙台市宮城野区宮城野２丁目７－２パルフェ宮城野Ｂ１０２ 022-293-2011
ボージェスト ビューティーハウス　ボージェス 美容室 仙台市宮城野区宮城野２丁目７－２－１Ｆ 022-299-2532
アドワースワークス アドワースワークス　仙台店 599 仙台市宮城野区宮城野２丁目１３－３２ 022-796-3950
カメイ調剤薬局　宮城野原店 カメイ調剤薬局　宮城野原店 薬局 仙台市宮城野区宮城野２－７－５６ 022-257-8060
グッズショップスタジアム店 グッズショップスタジアム 玩具 仙台市宮城野区宮城野２－１１－６ 022-298-2053
グッズショップスタジアム店 コボスタジアム宮城チームショッ 玩具 仙台市宮城野区宮城野２－１１－６ 022-298-2053
写真　ミナカワ 写真　ミナカワ カメラ 仙台市宮城野区宮城野１－７－５ 022-111-1111
居酒屋　味人 居酒屋味人（ゼントウシン） 飲食 仙台市宮城野区宮城野１－１－３０ 022-295-2755
Ｎ　ｈａｉｒ　ＡＲＴＩＳＡＮ Ｎ　ｈａｉｒ　ＡＲＴＩＳＡＮ 美容室 仙台市宮城野区宮城野１－１－２ 022-791-3166
Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ 整備工場 仙台市宮城野区宮城野１－１１－１２－１０５ 022-293-0771
ごんきや ごんきや岩切支店 仏壇・仏具 仙台市宮城野区岩切分台３－１４－１ 022-111-1111
ＰＲＯＵＤ　ＲＡＹ ＰＲＯＵＤ　ＲＡＹ 美容室 仙台市宮城野区岩切分台１－１－８ 022-396-3831
みやぎ生協 みやぎ生協　岩切店 スーパー 仙台市宮城野区岩切分台１－１－２ 022-396-3191



白寿殿岩切 白寿殿　岩切 仏壇・仏具 仙台市宮城野区岩切青津目１２４－１ 022-255-4141
アートジュエリー　アルファ シャンティ　シャンティ 宝石・時計 仙台市宮城野区岩切字洞ノ口１８８ 022-255-履物3
今野屋　岩切店 今野屋　岩切店 衣料 仙台市宮城野区岩切字三所北６０－５ 022-255-8006
東京ボディー 東京ボディー 整備工場 仙台市宮城野区岩切１丁目２４－５ 022-255-1471
若松自動車商会 若松自動車商会　仙台本店 カーディーラー仙台市宮城野区岩切１丁目１－１２ 022-255-6808
若松自動車商会　利府店 若松自動車商会　利府店 カーディーラー仙台市宮城野区岩切１－１４－１ 022-396-0077
サーフカンパニー　新港店 サーフカンパニー　新港本店 スポーツ用品 仙台市宮城野区蒲生字須賀前７７ 022-259-7754
トレジャーアイランド トレジャーアイランド 整備工場 仙台市宮城野区蒲生字須賀前７５－１ 022-254-2311
ＭーＩＮＧサーフショップ ＭーＩＮＧ　サーフショップ スポーツ用品 仙台市宮城野区蒲生１丁目１０３番地３ 022-786-8190
ＭーＩＮＧサーフショップ ｍ－ＩＮＧサーフショップ スポーツ用品 仙台市宮城野区蒲生１－１０３－３ 022-786-8190
グローアップ グローアップ 整備工場 仙台市宮城野区岡田西畑２９ 022-354-1190
宮城タイヤ商会 宮城タイヤ商会　　サービスセン カー用品 仙台市宮城野区岡田西町１－４１ 022-288-3750
花の膳 花の膳　六丁の目店 飲食 仙台市宮城野区岡田小広目２９－１０ 022-258-家具1
花の膳 花の膳 飲食 仙台市宮城野区岡田字小広目２９－１０ 022-258-自転車・バイク8
カメイ調剤薬局　鶴ヶ谷店 カメイ調剤薬局　鶴ヶ谷店 薬局 仙台市宮城野区燕沢３－１９－５ 022-252-1468
車検ステーション 車検ステーション 整備工場 仙台市宮城野区燕沢２丁目１３－１ 022-253-0731
日本料理　多津味 多津味 飲食 仙台市宮城野区栄２－２４－１１ 022-254-8887
日本料理　多津味 日本料理　多津味 飲食 仙台市宮城野区栄２－２４－１１ 022-254-8887
ユキ美容室 ユキ美容室 美容室 仙台市宮城野区栄２－２－２１ 022-258-4601
炙・酒・金市郎 炙・酒　金市朗 飲食 仙台市 022-792-2055
孫太屋 孫太屋 衣料 石巻市和渕字和渕町８８ 0225-72-3067
ＢＯＵＴＩＱＵＥ　ＢＡＫＵ ＢＯＵＴＩＱＵＥ　ＢＡＫＵ 衣料 石巻市立町２丁目７－２０ 0225-95-4890
向山靴店　アイトピア店 リーガルシューズ　石巻店 靴 石巻市立町２丁目７－１０ 0225-96-6570
クリークｆｏｒ　Ｌａｄｉｅｓ クリークｆｏｒＬａｄｉｅｓ 衣料 石巻市立町２丁目５－５ 0225-24-6882
ドッポ ドッポ 靴 石巻市立町２丁目５－５ 0225-22-8383
靴のシナガワ 靴のシナガワ 靴 石巻市立町２丁目４－３５ 0225-22-0766
品川屋 品川屋 呉服 石巻市立町２丁目４－３２ 0225-95-1747
富久屋 富久屋 男性注文服 石巻市立町２－７－８ 0225-23-1022
メガネの相沢（石巻） メガネの相沢 メガネ 石巻市立町２－７－１１ 0225-93-1135
ビジュたかはし ビジュたかはし 雑貨・手芸 石巻市立町２－５－５ 0225-22-8011
味道　一平 味道　一平 飲食 石巻市立町２－１－９ 0225-22-2672
開盛堂 開盛堂本店 宝石・時計 石巻市立町１丁目６－４ 03-0000-0000
広田屋洋品店 広田屋用品店 衣料 石巻市立町１－７－７ 0225-22-4841
石巻サンプラザホテル 石巻サンプラザホテル ホテル 石巻市立町１－７－２３ 0225-93-3311
バレル ＢＡＲＲＥＬ 衣料 石巻市立町１－７－１ 0225-22-1249
道の駅　硯上の里おがつ 道の駅　硯上の里おがつ ギフト・土産 石巻市雄勝町下雄勝２丁目５ 0225-57-3339
日産サティオ宮城　石巻店 日産サティオ宮城　石巻店中古車 カーディーラー石巻市門脇二番谷地６－２ 0225-94-3381
メカドック メカドック 整備工場 石巻市門脇町１丁目３－２３ 0225-25-5951
日産サティオ宮城　石巻店 日産サティオ宮城　石巻店 カーディーラー石巻市門脇字二番谷地６－２ 0225-93-2332
ＳＳ自動車 エスエス自動車 整備工場 石巻市門脇字二番谷地１３－３３３ 0225-93-2110
仙台カスタマーセンター ＵＤトラックス　石巻カスタマー カーディーラー石巻市門脇字上野町４７ 0225-23-1151
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ石巻店 カーディーラー石巻市門脇字上野町４５－１ 0225-23-1445
宮城ダイハツ販売（株）（石巻店） 宮城ダイハツ販売　石巻店 カーディーラー石巻市門脇字元浦屋敷２－３ 0225-23-1231
石巻中部自動車学校 石巻中部自動車学校 自動車学校 石巻市門脇字浦屋敷１２４番１号 0225-94-1285
東北三菱 東北三菱自動車　石巻門脇店 カーディーラー石巻市門脇三番谷地１－３４２ 0225-00-0000
東北三菱 東北三菱石巻営業所 カーディーラー石巻市門脇五番谷地６０－３ 022-215-家電9
カーテンホーム２１　石巻店 カーテンホーム２１　石巻店 寝具 石巻市末広町３－５ 0225-23-呉服1
高昌機械整備 高昌機械整備 整備工場 石巻市不動町２－７－２２ 0225-93-1409
Ｂ・Ｂ　スポーツ エイシンＢ・Ｂスポーツ スポーツ用品 石巻市南中里３丁目１６－２７ 03-0000-0000
ＰＡＳＳＩＯＮ石巻中里 ＰＡＳＳＩＯＮ石巻中里 美容室 石巻市南中里３－１０６－３ 0225-24-6411
さかな屋　魚福 さかな屋　魚福 食品 石巻市南中里２丁目６－３－８ 0225-94-3017
ヤマト屋書店　中里店 ヤマト屋書店　中里店 書籍 石巻市南中里２－９－３６ 0225-93-3323
オートバックス石巻店 オートバックス石巻店 カー用品 石巻市南中里１丁目１０－１８ 0225-93-2737
ＢＡＢＹ　ＦＡＣＥ ＢＡＢＹ　ＦＡＣＥ手作り子供服 衣料 石巻市桃生町中津山字下四軒５１－１ 0225-76-3330
パリーミキ パリミキ　石巻店 メガネ 石巻市東中里３－２－２３ 0225-00-0000
白寿殿 白寿殿　石巻 仏壇・仏具 石巻市東中里２丁目９－１８ 0225-96-3232
木村家具センター 木村家具センター 家具 石巻市東中里２－８－１０ 0225-93-7811
ファッション　エレガンス ファッションエレガンス 衣料 石巻市渡波町１丁目７番２号 0225-00-0000
サン　ファンショップ サン　ファンショップ ギフト・土産 石巻市渡波大森３０番地２ 0225-24-2210
サンファン　ヴィレッジ サンファンヴィレッジ ホテル 石巻市渡波字大森１１－１１ 0225-25-1255
富喜寿司 富喜寿司 飲食 石巻市鋳銭場８－６ 0225-96-8502
えりこう えりこう 衣料 石巻市鋳銭場１－６ 03-0000-0000
ひらつか美容室 メインステージひらつか 美容室 石巻市鋳銭場１－２ 0225-95-クリーニング8
ツルタ メンズファッション　ツルタ 男性注文服 石巻市中里４－１１－１９ 0225-22-3721
ツルタ メンズファッションツルタ 男性注文服 石巻市中里４－１１－１９ 0225-22-3721
モードキックス モードキックス 男性既製服 石巻市中里３丁目３－１８ 03-0000-0000
石巻葬儀社 石巻葬儀社 仏壇・仏具 石巻市中里２丁目１－３５ 0225-95-1183
家具のイトウ 家具のイトウ 家具 石巻市中里２丁目１－１１ 0225-95-1100
三立 三立　石巻店 楽器・ＣＤ 石巻市中里２－１－３ 0225-22-6478
スタイル スタイル 美容室 石巻市中里１丁目６－８ 0225-94-5537
グッズショップ　墨汁一滴 墨汁一滴 ギフト・土産 石巻市中瀬２－７ 0225-23-2238
タイヤサービス石巻店 タイヤサービス石巻店 カー用品 石巻市中屋敷１－２－１９ 0225-95-3213
カンケイマル 陶芸丸寿　かんけい丸 陶器 石巻市中央３丁目６－１２ 0225-22-0815
カンケイマル かんけい丸 陶器 石巻市中央３－６－９ 0225-22-3716
大町品川や 大町品川や 衣料 石巻市中央２丁目９－５ 0225-93-6711
観慶丸本店 観慶丸　本店 陶器 石巻市中央２丁目８－１ 0225-22-0151
京屋呉服 京屋 呉服 石巻市中央２丁目７－１０ 0225-22-0727
三政商店　いしのまき元気市場直売店 三政商店　いしのまき元気市場直 ギフト・土産 石巻市中央２丁目１１番１１号 03-0000-0000
いしのまき元気市場 いしのまき元気市場 ギフト・土産 石巻市中央２丁目１１－１１ 03-0000-0000
金直金物店 金直金物店 金物 石巻市中央２－９－３ 0225-22-3371
トップモード　とも トップモード　とも 衣料 石巻市中央２－７－５ 0225-93-7504
シンセイ堂 シンセイ堂 宝石・時計 石巻市中央２－４－５ 0225-22-3950
向山靴店　アイトピア店 向山靴店　アイトピア店 靴 石巻市中央２－４－１９ 0225-22-0257
亀七呉服店 かめ七呉服店 呉服 石巻市中央２－４－１８ 0225-22-0子供服
ジョナローザ ジョナローザ 衣料 石巻市中央１－６－２ 080-1111-111
丸幸商会 丸幸商会 整備工場 石巻市中浦１丁目２－３４ 0225-00-0000
ピッカピＣＡＲ ピッカピＣＡＲ 整備工場 石巻市築山１丁目１－５６ 0225-21-2871
菅原自動車整備工場 菅原自動車整備工場 整備工場 石巻市築山１－２－７４ 0225-94-2225
オ－トファッション石巻 オートファッション石巻 カー用品 石巻市大橋３丁目１３－１ 0225-94-3619
みやぎ生協 みやぎ生協　石巻大橋店 スーパー 石巻市大橋１－８－２ 0225-23-7211
清月記 ぶつだんギャラリー　石巻 仏壇・仏具 石巻市大街道北３丁目３－８ 0225-23-5779
清月記 ぶつだんギャラリー石巻清月記 仏壇・仏具 石巻市大街道北３－３－８ 0225-23-5779
ホンダカーズ宮城北　石巻大街道店 ホンダカーズ宮城石巻大街道店 カーディーラー石巻市大街道北２－１－１５ 0225-96-1660
ホンダカーズ宮城北　石巻大街道店 ホンダカーズ宮城北　石巻大街道 カーディーラー石巻市大街道北２－１－１５ 0225-96-1660
メガネハッピー メガネハッピー メガネ 石巻市大街道北１丁目１－１６ 0225-96-0522
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　石巻店 カーディーラー石巻市大街道南一丁目２－９６ 0225-23-1445
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城　石巻店 レンタカー 石巻市大街道南５丁目３－８５ 0225-22-0100
日産プリンス宮城販売　石巻店 日産プリンス宮城　石巻店 カーディーラー石巻市大街道東一丁目１番２５号 0225-22-6375
トートインテリア トートインテリア 雑貨・手芸 石巻市大街道東１丁目２－３ 03-0000-0000
日産プリンス宮城販売　石巻店 日産プリンス宮城販売　石巻店 カーディーラー石巻市大街道東１－１－２５ 0225-94-7471
大街道もり眼科医院 医療法人天悠会　大街道もり眼科 医療 石巻市大街道西２丁目１－２６ 0225-23-3434
大街道コンタクトレンズセンター 大街道コンタクトレンズセンター メガネ 石巻市大街道西２－１－２９ 0225-23-4333
インドレストラン　ガネーシャ石巻店 インドレストランガネーシャ石巻 飲食 石巻市双葉町５－１８－５ 0225-23-2992
ハンズ　サトウ ハンズ　サトウ 金物 石巻市前谷地字高張２１ 0225-11-1111
早川運動具店 早川運動具店 スポーツ用品 石巻市前谷地字横須賀１０４－３ 0225-72-3778
パン工房ｆｅｅｌ＠ｃａｆｅ パン工房ｆｅｅｌ＠ｃａｆｅ 食品 石巻市千石町２－２ 03-0000-0000
石巻グランドホテル 石巻グランドホテル ホテル 石巻市千石町２－１０ 0225-93-8111
たんや利久 牛タン炭焼　利休　石巻山下店 飲食 石巻市西山町２－１３ 03-0000-0000
フジヤ フジヤ　河北店 衣料 石巻市成田一本杉４１－１ 03-0000-0000
ＡＢＣ美容室 ＡＢＣ美容室 美容室 石巻市新成２－５－４ 0225-24-1114
渥美自動車 渥美自動車 整備工場 石巻市新館１－１－１４ 0225-22-4724
ＦＵＴＡＢＡ　ＩＮＮ ＦＵＴＡＢＡ　ＩＮＮ ホテル 石巻市住吉町１丁目２－１５ 0225-94-2922
石巻貿易 石巻貿易 雑貨・手芸 石巻市住吉町１－２－２ 0225-94-8254
コナカ コナカ　石巻蛇田店 男性既製服 石巻市蛇田大埣２４７－１ 0225-92-6232
アイ・ティー・エス 石巻タイヤサービス 整備工場 石巻市蛇田字新谷地前１３７番地１ 0225-22-1178
ダイシャリン ダイシャリン　石巻店 自転車・バイク石巻市蛇田字新谷地前１２６－３ 0225-95-6351



アメイシャ Ａｍｅｉｘａ 雑貨・手芸 石巻市蛇田字新刈場１６３－１ 0225-92-7747
ＨＡＩＲ　ＢｅｌｉｅｖｅＣｈａｒｉｓ ＨＡＩＲ　Ｂｅｌｉｅｖｅ　Ｃｈ 美容室 石巻市蛇田字上中埣８２－１１ 0225-98-5720
佐々木自動車整備工場 佐々木自動車整備工場 整備工場 石巻市蛇田字三ツ口南５－１ 0225-98-7904
金港堂 金港堂　石巻店 書籍 石巻市蛇田字金津町１５－１ 000-000-0000
カメイ調剤薬局　石巻蛇田店 カメイ調剤薬局　石巻蛇田店 薬局 石巻市蛇田字金津町１３－１５ 0225-25-7631
ガレージ　サイドストーン ガレージ　サイドストーン 整備工場 石巻市蛇田字境塚４７－４ 0225-24-4561
オーディン　石巻蛇田店 オーディン　石巻蛇田店 ディスカウント・リサイクル石巻市蛇田字下谷地４０－１ 0225-21-5576
ユノメ ユノメ家具Ｚ　石巻店 家具 石巻市蛇田金津町１０－２ 03-0000-0000
上州屋 新石巻店 スポーツ用品 石巻市蛇田下中埣１－１８ 03-0000-0000
みなと電化センター みなと電化センター 家電 石巻市鹿又扇平１５１－８ 0225-25-6648
Ｋ２　ＣＬＵＢ ミヤビ．Ｋ２ＣＬＵＢ 男性既製服 石巻市鹿又字矢袋屋敷合３１－２ 0225-74-2714
アイセイオート　本社整備工場 アイセイオート本社工場 整備工場 石巻市鹿又字町浦１００番地の１ 0225-75-2326
タイヤランド石巻北 タイヤランド石巻北 カー用品 石巻市鹿又字伊勢前１０４－３ 0225-74-2835
ＳＡＩＴＯ ＳＡＩＴＯ 衣料 石巻市鹿妻南一丁目３－１２ 0225-96-3202
一坪書店文庫 一坪書店文庫 書籍 石巻市鹿妻南１－８－２３ 0225-90-4063
石巻自動車学校 石巻自動車学校 自動車学校 石巻市山下町２－２－５４ 0225-22-6571
竹乃浦 竹乃浦 飲食 石巻市山下町１丁目１９－６ 0225-95-2424
はいからや はいからや 男性既製服 石巻市山下町１－５－２０ 0225-25-7080
菊地モータース 菊地モータース 整備工場 石巻市三和町１１番１１号 0225-97-3535
サカモト車検タイヤセンター サカモト車検タイヤセンター 整備工場 石巻市三ツ股三丁目１５－３ 0225-95-6666
協立塗料　石巻営業所 協立塗料　石巻営業所 整備工場 石巻市三ツ股２丁目５－６４ 0225-23-1116
協立塗料　石巻営業所 協立塗料（株） 整備工場 石巻市三ツ股２－５－６４ 080-0000-0000
宮城日産自動車　石巻店 宮城日産　石巻店 カーディーラー石巻市三ツ股１丁目２番１１０号 0225-22-6211
宮城日産自動車　石巻店 宮城日産自動車　石巻店 カーディーラー石巻市三ツ股１丁目２－１１０ 0225-22-6211
仏壇の仙和　石巻店 仏壇の仙和　石巻店 仏壇・仏具 石巻市三ツ股１－１－１０１ 022-522-8484
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城石巻駅前 レンタカー 石巻市穀町５６－２ 0225-21-7007
メガネの洸貴 ネガネのこう貴 メガネ 石巻市穀町３－１６ 0225-94-2323
蒲鉾本舗　高政　石巻駅前店 蒲鉾本舗　高政 食品 石巻市穀町１４－１エスタ内 0225-23-2645
石巻観光協会 石巻観光協会 ギフト・土産 石巻市穀町１４－１－１Ｆ 080-0000-0000
石巻観光協会 石巻観光協会駅前案内所 ギフト・土産 石巻市穀町１４－１ 0225-24-6228
いろはにほへと いろはにほへと　石巻駅前店 飲食 石巻市穀町１２－２５大もり屋ビル１Ｆ 022-266-5810
いろはにほへと いろはにほへと石巻駅前店 飲食 石巻市穀町１２－２５ 0225-23-6811
りらくるーむ・ひなたぼっこ りらくるーむ・ひなたぼっこ 化粧品 石巻市向陽町３－２７－１１ 0225-95-3766
みやぎ生協 みやぎ生協　石巻渡波店 スーパー 石巻市後生橋１－３ 0225-97-家具5
ほこだて仏光堂　石巻店 ほこだて仏光堂　石巻店 仏壇・仏具 石巻市元倉２丁目１－９ 03-0000-0000
タイヤ館石巻 タイヤ館　石巻 カー用品 石巻市元倉１丁目１３－７ 0225-95-3418
タイヤ館石巻 タイヤ館石巻 カー用品 石巻市元倉１丁目１３ー７ 0225-95-3418
アンティークギャラリーＫ アンティークギャラリーＫ 家具 石巻市恵み野６丁目５－１７ 0225-24-6098
ＬｅｓＣｏｕｒｓ　ｐａｒ　ＹＵＲＩＡＮＡ ＬｅｓＣｏｕｒｓ　ｐａｒ　ＹＵ 衣料 石巻市恵み野５－４－１２ 0225-23-雑貨・手芸0
焼肉冷麺ヤマト　石巻店 焼肉冷麺ヤマト　石巻店 飲食 石巻市恵み野３丁目４－３ 0225-25-7429
うまい鮨勘 うまい鮨　石巻支店 飲食 石巻市恵み野３丁目４－２ 090-0000-000
宮城三菱自動車　石巻店 宮城三菱自販　石巻店 カーディーラー石巻市恵み野３－１－４ 0225-96-4055
パッション　石巻 パッション石巻 美容室 石巻市恵み野２丁目６－５ 0225-98-4255
コナカ コナカ　石巻店 男性既製服 石巻市恵み野２丁目４－４ 03-0000-0000
みやぎ生協 みやぎ生協　蛇田店 スーパー 石巻市恵み野１－４－１４ 0225-94-0307
カメイ調剤薬局　石巻山下店 カメイ調剤薬局　石巻山下店 薬局 石巻市錦町６－４７ 0225-92-6702
石巻うまいものマルシェ 石巻うまいものマルシェ 食品 石巻市魚町２丁目１２－３石巻市水産総合振興センター 0225-25-4363
チャールス チャールス 衣料 石巻市宜山町４－１３ 0225-93-1236
コバルトーレ女川アカデミー コバルトーレ女川アカデミー 各種教室 石巻市開成１－６２ 0225-98-3566
東日本自動車（株） 東日本自動車 整備工場 石巻市浦屋敷南６－６ 0225-22-3770
丸道タイヤ商会 丸道タイヤ商会 カー用品 石巻市浦屋敷南５－４ 0225-96-3035
ワールド　ハウス ワールドハウス　湊鹿妻店 雑貨・手芸 石巻市伊原津２丁目３－２５ 0225-90-4388
鎌田呉服店 レディース・カマタ 呉服 石巻市伊原津２－１０－５０ 0225-93-8990
観光物産交流施設Ｃｏｔｔｕインフォ 観光物産交流施設Ｃｏｔｔｕイン ギフト・土産 石巻市鮎川浜南４３－１ 03-0000-0000
ワールド　ハウス ワールドハウス石巻蛇田店 雑貨・手芸 石巻市茜平三丁目１番地２ 0225-28-6500
ＢＩＪＵＮ ＢＩＪＵＮ 化粧品 石巻市茜平３－１－２ 000-0000-000
おしゃれの店ウジイエ おしゃれの店　ウジイエ 衣料 石巻市茜平２－１－６ 0225-95-1737
日産プリンス宮城販売　石巻河南インター店 日産プリンス宮城　石巻河南イン カーディーラー石巻市茜平１丁目４－１５ 0225-23-0265
日産プリンス宮城販売　石巻河南インター店 日産プリンス宮城販売　石巻河南 カーディーラー石巻市茜平１－４－１５ 0225-23-0265
カメイ調剤薬局　石巻店 カメイ調剤薬局　石巻店 薬局 石巻市わかば２丁目１２－１ 0225-92-7859
アイセイオート　石巻わかば展示場 アイセイオート石巻営業所 カーディーラー石巻市わかば２丁目１－１ 0225-92-8377
輸入雑貨ブラン 輸入雑貨ブラン 雑貨・手芸 石巻市のぞみ野５丁目２０－５ 0225-23-7285
やまなか家　石巻店 やまなか家　石巻店 飲食 石巻市のぞみ野２丁目１－８ 03-0000-0000
フジヤ フジヤ　あゆみ野本店 衣料 石巻市あゆみ野５－１－１０ 03-0000-0000
Ｓｅｃｒｅｔ Ｓｅｃｒｅｔ スポーツ用品 石巻市あゆみ野４－７－１１ 0225-23-7314
フラワープロデュース石巻店 フラワープロデュース石巻店 生花 石巻市あけぼの３－３－３ 0225-23-8783
タイヤ館石巻あけぼの店 タイヤ館　石巻あけぼの カー用品 石巻市あけぼの１丁目７－１ 0225-95-3417
めがね補聴器のセガワ めがね補聴器のセガワ メガネ 石巻市あけぼの１丁目６－１ 0225-94-3132
美容室　ルーチェ 美容室ルーチェ 美容室 石巻市あけぼの１丁目１－１１ 03-0000-0000
ヤマト屋書店　あけぼの店 ヤマト屋書店　あけぼの店 書籍 石巻市あけぼの１－５－１ 0225-23-7166
ジュエリー開盛堂 ジュエリー開盛堂 宝石・時計 石巻市あけぼの１－１－２ 0225-22-6482
宮城日野自動車 宮城日野自動車　大河原営業所 整備工場 柴田郡大河原町東新町２１－１ 0224-53-1787
エアーヘアメイク ａｉｒ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ 美容室 柴田郡大河原町東４４２－３ 0224-51-5330
菓匠三全 菓匠三全　さかえ町店 食品 柴田郡大河原町町１９２ 0224-00-0000
カットルーム　ベル カットルーム　ベル 美容室 柴田郡大河原町中島町１－２３ 0224-52-2517
菓匠三全　工場直売店 菓匠三全　工場直売店 食品 柴田郡大河原町大谷西原前５３－５ 0224-51-3021
菓匠三全　工場直売店 菓匠三全工場直売店 食品 柴田郡大河原町大谷西原前５３－５ 0224-51-3021
菓匠三全　工場売店 菓匠三全　工場売店 食品 柴田郡大河原町大谷字保料前１８ 0224-52-3000
杉浦時計店 杉浦時計店 宝石・時計 柴田郡大河原町大谷字町向２１０ 0224-53-1576
タダノ タダノ 衣料 柴田郡大河原町大谷字町向１０３－１８ 0224-52-1314
タイヤ館　大河原 タイヤ館　大河原 カー用品 柴田郡大河原町新南６１―１４ 0224-53-2588
エコ市場　大河原店 エコ市場　大河原店 ディスカウント・リサイクル柴田郡大河原町新南６０－６ 0224-86-3035
ドコモショップ大河原店 ドコモショップ大河原店 携帯電話 柴田郡大河原町新南５９－８ 0224-51-1133
日産プリンス宮城販売　大河原店 日産プリンス宮城　大河原店 カーディーラー柴田郡大河原町新南５４－１ 0224-53-1706
ハードオフ　オフハウス ハードオフ・オフハウス　大河原 ディスカウント・リサイクル柴田郡大河原町新東３０－１ 0224-51-1履物
ハードオフ　オフハウス オフハウス　大河原店 ディスカウント・リサイクル柴田郡大河原町新東３０ー１ 0224-51-1履物
コナカ コナカ　大河原店 男性既製服 柴田郡大河原町新東２５－１４ 03-0000-0000
牛角　大河原店 牛角　大河原店 飲食 柴田郡大河原町新東２１－１６ 0224-51-5335
菓匠三全　大河原バイパス店 菓匠三全大河原バイパス店 食品 柴田郡大河原町新東２０－１１ 0224-53-1221
菓匠三全 菓匠三全　大河原バイパス店 食品 柴田郡大河原町新東２０―１１ 0224-00-0000
阿部蒲鉾店　大河原店 阿部蒲鉾店大河原店 食品 柴田郡大河原町新東２０ 03-0000-0000
おおがわら天然温泉いい湯 おおがわら天然温泉いい湯 飲食 柴田郡大河原町新寺字北１８５－１１ 0224-51-5110
中国縁石屋 中国縁石屋 雑貨・手芸 柴田郡大河原町小島２－１フオルテくらし館１Ｆ 0224-51-1346
スタジオアミ　大河原フォルテ館 スタジオアミ　大河原フォルテ館 カメラ 柴田郡大河原町小島２－１ 0224-52-7531
セイナ調剤薬局 セイナ調剤薬局 薬局 柴田郡大河原町字町７０番地４ 0224-11-1111
八島時計眼鏡店 八島時計眼鏡店 宝石・時計 柴田郡大河原町字町６３－７ 0224-53-1428
菓匠三全　栄町店 菓匠三全　栄町店 食品 柴田郡大河原町字町１９２ 0224-52-6201
ＪＵＮ ＪＵＮ 衣料 柴田郡大河原町字町１８４ 0224-52-1072
エコ市場　大河原店 エコ市場大河原店 ディスカウント・リサイクル柴田郡大河原町字新南６０－６ 0224-86-3035
宮城ダイハツ販売（株）（大河原店） 宮城ダイハツ販売　大河原店 カーディーラー柴田郡大河原町字新南５６－１１ 0224-53-2520
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台大河原バ レンタカー 柴田郡大河原町字新南５５－３ 0224-87-8041
日産プリンス宮城販売　大河原店 日産プリンス宮城販売　大河原店 カーディーラー柴田郡大河原町字新南５４－１ 0224-53-1706
馬上かまぼこ店　大河原店 馬上かまぼこ店　大河原店 食品 柴田郡大河原町字新南１８－２ 000-000-0000
カメイ調剤薬局　大河原店 カメイ調剤薬局　大河原店 薬局 柴田郡大河原町字新東９３－６ 0224-51-3310
デンコードー スーパーデンコードー大河原店 家電 柴田郡大河原町字新東３０－１ 0224-52-4802
宮城三菱自動車　大河原店 宮城三菱自販　大河原店 カーディーラー柴田郡大河原町字新青川８４ 0224-53-2663
金港堂 金港堂　大河原店 書籍 柴田郡大河原町字小島２－１フォルテ１Ｆ 000-000-0000
ホンダカーズ宮城　大河原店 ホンダカーズ宮城大河原店 カーディーラー柴田郡大河原町字高砂町３－２ 0224-52-1155
キズレスキュー キズレスキュー 整備工場 柴田郡大河原町字広表３６－４ 0224-00-0000
みやぎ生協 みやぎ生協　大河原店 スーパー 柴田郡大河原町字広表２２－３ 0224-51-3500
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協大 クリーニング 柴田郡大河原町字広表２２－３ 0224-53-0128
ホンダカーズ宮城　大河原店 ホンダカーズ宮城　大河原店 カーディーラー柴田郡大河原町高砂町３－２ 0224-52-1155
やまなか家　大河原店 やまなか家　大河原店 飲食 柴田郡大河原町広表４８－４ 03-0000-0000
トラック用品専門店　日総 日総大河原店 自転車・バイク柴田郡大河原町金ヶ瀬神山２ 0224-87-6784
東北三菱 東北三菱　大河原営業所 カーディーラー柴田郡大河原町金ヶ瀬新町尻２００ 0224-53-2099
仙台カスタマーセンター ＵＤトラックスジャパン　宮城販 カーディーラー柴田郡大河原町金ヶ瀬字薬師１７３－１ 0224-53-4392



森の芽ぶきたまご舎　ファームファクトリー 森の芽ぶきたまご舎　ファームフ 食品 柴田郡村田町大字村田字迫９１－１５ 0224-82-1811
カメイ調剤薬局　村田店 カメイ調剤薬局　村田店 薬局 柴田郡村田町大字村田字西４２ 0224-83-2898
Ｓｅａ Ｓｅａ 美容室 柴田郡村田町村田針生前５－１ 0224-83-5399
サザンサーキット サザンサーキット カー用品 柴田郡村田町菅生長谷小屋５－１ 0224-83-5632
スポーツランドＳＵＧＯ スポーツランドＳＵＧＯ レジャー施設 柴田郡村田町菅生６－１ 0224-83-3111
カメイ調剤薬局　川崎店 カメイ調剤薬局　川崎店 薬局 柴田郡川崎町大字前川字北原２４－２ 0224-85-2071
仙台・川崎ホルモン味処　久兵衛 仙台・川■ホルモン味処　久兵衛 食品 柴田郡川崎町大字川内字北川原山２５－１０ 090-1111-111
セントメリー 宮城蔵王セントメリースキー場 レジャー施設 柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３－１０ 0224-84-5880
山景の宿　流辿 山景の宿　流辿 ホテル 柴田郡川崎町青根温泉１７－２ 0224-87-2611
湯元　不忘閣 湯元　不忘閣 ホテル 柴田郡川崎町青根温泉１－１ 03-0000-0000
杜の公園ゴルフクラブ 杜の公園ゴルフクラブ ゴルフ場 柴田郡川崎町支倉字中峯山１８－３ 0224-84-5100
るぽぽの森 るぽぽの森 レジャー施設 柴田郡川崎町今宿小屋沢山３９ 0224-84-6611
セントメリー セントメリー レジャー施設 柴田郡川崎町今宿字猪ノ沢３－１０ 0224-84-5880
マルエス時計宝石メガネ マルエス時計宝石メガネ 宝石・時計 柴田郡柴田町槻木上町１－３－１５ 0224-56-1806
イトーチェーン　マルコ店 マルコ スーパー 柴田郡柴田町槻木下町１－４－３８ 0224-56-4呉服
貫 貫 呉服 柴田郡柴田町槻木下町１－３－３０ 0224-56-1151
ｈａｉｒｍａｋｅ　ＣＡｔｔｌｅｙａ ＨＡＩＲ：ＭＡＫＥ　ＣＡｔｔｌ 美容室 柴田郡柴田町槻木駅西１－４－５ 0224-56-2026
ダイシン船岡 ダイシン　船岡店 ホームセンター柴田郡柴田町大字本船迫字立石１－１３ 0224-52-0481
（株）伊藤チェーン　船迫店 伊藤チェーン　船迫店 スーパー 柴田郡柴田町大字船岡字入袋２００－５２ 0224-58-1家具
ペースメーカー宮城 ペースメーカー宮城 カー用品 柴田郡柴田町大字船岡字川端１４７番地 0224-57-1273
南仙台ヨコハマタイヤセンター 南仙台ヨコハマタイヤセンター カー用品 柴田郡柴田町大字船岡字新生町１２－３ 0224-59-2383
みちのく工芸 みちのく工芸 家具 柴田郡柴田町大字上川名字舘山６７－１ 0224-56-6677
表蔵王国際ゴルフクラブ 表蔵王国際ゴルフクラブ ゴルフ場 柴田郡柴田町船迫字日光４８ 0224-56-1711
（株）伊藤チェーン　船岡店 伊藤チェーン　船岡店 スーパー 柴田郡柴田町船岡東２－７－１ 0224-57-2430
高美住設 高美住設 ホームセンター柴田郡柴田町船岡東２－１－８ 0224-55-1351
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ　柴田店 カーディーラー柴田郡柴田町船岡東１－７－１３ 0224-55-生花1
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城船岡駅前 レンタカー 柴田郡柴田町船岡中央２丁目１１－６ 0224-57-0100
サロンド　ＲＵＣＨ サロンドＲＵＳＨ 美容室 柴田郡柴田町船岡中央２－７－１ 0224-57-1104
斎藤デンキ 斎藤デンキ 家電 柴田郡柴田町船岡中央２－５－２６ 0224-54-2074
たかはし屋 たかはし家 衣料 柴田郡柴田町船岡中央２－１－６ 0224-54-2120
馬上かまぼこ店　船岡店 馬上かまぼこ店　船岡店 食品 柴田郡柴田町船岡中央１－９－５－２ 000-000-0000
菓匠三全 菓匠三全　船岡駅前店 食品 柴田郡柴田町船岡中央１―９―１ 0224-00-0000
ティーセレクション ティーセレクション 整備工場 柴田郡柴田町船岡大塚２２－２ 0224-51-3325
メガネの相沢 メガネの相沢　柴田店 メガネ 柴田郡柴田町船岡新栄４－６－１９ 0224-55-5619
カメイ調剤薬局　船岡店 カメイ調剤薬局　船岡店 薬局 柴田郡柴田町船岡新栄３－４３－９ 0224-86-ディスカウント・リサイクル1
てんぐ屋釣具店 てんぐ屋　釣具店 スポーツ用品 柴田郡柴田町西船迫２－８－２ 0224-00-0000
ダイシャリン ダイシャリン　船岡店 自転車・バイク柴田郡柴田町西船迫２－７－７ 0224-54-1001
宮城日産自動車柴田店 宮城日産　柴田店 カーディーラー柴田郡柴田町西船迫２－７－２ 0224-55-2811
リビング　カルタ リビングカルタ 家具 柴田郡柴田町西船迫２－２－１２ 0224-54-2277
ほこだて仏光堂　一休館船岡 ほこだて仏光堂　一休館船岡 仏壇・仏具 柴田郡柴田町西船迫２－２－１１ 0224-86-4719
ホンダカーズ宮城　船岡店 ホンダカーズ　宮城船岡店 カーディーラー柴田郡柴田町西船迫２－２－１０ 0224-57-1051
日産サティオ宮城　船岡店 日産サティオ宮城　船岡店 カーディーラー柴田郡柴田町西船迫２－１－９ 0224-57-1132
カーコンビニ倶楽部サンコア店 カーコンビニ倶楽部サンコア店 整備工場 柴田郡柴田町西船迫２－１－１０ 0224-58-2367
癒し処　鍼灸院　むら 癒し処　鍼灸院　むら 医療 柴田郡柴田町西船迫１丁目６－７ 080-アウトドア用品0-961
きものと帯二幸 大好ききもの二幸 呉服 柴田郡柴田町西船迫１丁目１－１１ 0224-55-4811
タイヤ倶楽部　仙南 タイヤ倶楽部仙南 カー用品 柴田郡柴田町西船迫１－３－２ 0224-55-5783
タイヤ倶楽部仙南 タイヤクラブ　仙南 カー用品 柴田郡柴田町西船迫１－３－２ 0224-55-5783
ヘアクリエイト　スタジオエフ ヘア　クリエイト　スタジオエフ 美容室 柴田郡柴田町西船迫１－１１－５７ 03-0000-0000
白牡丹 キッズ　ウオーカー柴田店 玩具 柴田郡柴田町上名生新大原１９４－１ 03-0000-0000
タイヤサービス柴田店 タイヤサービス柴田店 カー用品 柴田郡柴田町下名生八剣１３２ 0224-00-0000
サロン　ド　花月堂 サロン．ド花月堂 化粧品 志田郡鹿島台町平渡字上戸下２７－２ 0229-56-5115
チェラ　オブ　ヘア明石台 チェラ　オブ　ヘア 美容室 黒川郡富谷町明石台３丁目２－２ 022-372-0322
ＡｎｔｉＱｕｅｓ　Ｏｃｃｉ アンティークス　オクシ 家具 黒川郡富谷町富谷大清水下４４－２－１０１ 022-347-3255
タイヤ館　富谷 タイヤ館　富谷店 カー用品 黒川郡富谷町富谷字大清水１－３２－５ 022-358-0071
ヘアー　グラフィティ ヘアーグラフィティー 美容室 黒川郡富谷町富谷字清水仲１１７－１ 022-348-1685
美容室　ユア・マージュ大富店 美容室　ユア　マージュ　大富店 美容室 黒川郡富谷町日吉台二丁目２４－４ 000-000-0000
アジアナーセリー アジアナーセリー　大富店 生花 黒川郡富谷町日吉台２－２４－３ 022-358-6651
イエローハット イエローハット富谷店 カー用品 黒川郡富谷町大清水１－３３－１ 022-348-1761
寿松庵　本店 寿松庵　本店 飲食 黒川郡富谷町成田９－２－９ 022-351-5585
ＥＴＥＲＮＡＬ　ＨＡＩＲ エターナルヘア 美容室 黒川郡富谷町成田４－１８－１ 022-351-6733
レストラン　フュメドゥコスモ レストラン　フュメドゥコスモ 飲食 黒川郡富谷町成田３－８－１ 022-351-0595
マツダアンフィニ仙台 東北マツダ富谷店 カーディーラー黒川郡富谷町上桜木１－１－９ 022-348-0310
ドコモショップ富谷店 ドコモショップ富谷店 携帯電話 黒川郡富谷町上桜木１－１－１１ 022-348-1013
富谷カントリークラブ 富谷カントリークラブ ゴルフ場 黒川郡富谷町三ノ関狼沢７３－１ 022-358-3121
ＡＲＩＺＯＮＡ　プロジェクト アリゾナプロジェクト スポーツ用品 黒川郡富谷町三ノ関字三枚橋１－１ 022-348-1231
美容室　花ユキ 美容室　花ゆき 美容室 黒川郡富谷町ひより台２丁目３７西友内 022-358-6833
コスメテックサロン　さちゅう コスメテックサロン　さちゅう 化粧品 黒川郡富谷町ひより台２－３７ 022-358-2032
エネルギーステーションＣａｒＴＡＳ エネルギーステーションＣａｒＴ 整備工場 黒川郡大和町小野字後藤１番地６ 022-347-8533
ドコモショップ大和町吉岡店 ドコモショップ大和町吉岡店 携帯電話 黒川郡大和町吉田字北要害３５ 022-347-0717
日産サティオ宮城　吉岡店 日産サティオ宮城　吉岡店 カーディーラー黒川郡大和町吉岡東２－８－１６ 022-345-0823
メガコン メガコン メガネ 黒川郡大和町吉岡東２－８－１０ 022-347-1681
大和スポーツ 大和スポーツ スポーツ用品 黒川郡大和町吉岡東１－３－６ 03-0000-0000
中国料理　大清 中国料理　大信 飲食 黒川郡大和町吉岡東１－２－７ 022-345-6688
ヨネキ十字堂 ヨネキ薬局　吉岡ヨークベニマル 薬局 黒川郡大和町吉岡東１－２－１ヨークベニマル大和吉岡店内 022-345-5390
鎌田呉服店 レディスーカマタ　吉岡店 呉服 黒川郡大和町吉岡東１－２－１ヨークベニマル吉岡内 022-345-2959
土居 グレース土居 衣料 黒川郡大和町吉岡東１－２－１ 03-0000-0000
ドコモショップ大和町吉岡店 ドコモショップ大和吉岡店 携帯電話 黒川郡大和町吉岡字北要害３５ 022-347-0717
土居 土居　本店 衣料 黒川郡大和町吉岡志田町２３ 03-0000-0000
Ｂｒｅａｔｈ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ　吉岡 ｂｒｅａｔｈ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ 美容室 黒川郡大和町吉岡まほろば１丁目６番地３ 022-346-1968
ラグノオ　ヤマザワ大和吉岡店 ラグノオヤマザワ吉岡店 食品 黒川郡大和町吉岡まほろば１－６－２５ 022-344-5025
花の膳 花の膳　大和町吉岡店 飲食 黒川郡大和町吉岡まほろば１―２―６ 022-725-6211
みやぎ生協 みやぎ生協　大富店 スーパー 黒川郡大和町もみじヶ丘２－３４－２ 022-358-3978
ダイシン　大富店 ダイシン　大富店 ホームセンター黒川郡大和町もみじヶ丘２－３４－１ 022-348-1901
松島国際カントリークラブ 松島国際カントリークラブ ゴルフ場 黒川郡大郷町中村谷地際山５－２８ 022-359-5389
遠藤時計店 遠藤時計店 宝石・時計 黒川郡大郷町中村字遠多田９－２ 022-359-2170
東北三菱 東北三菱古川営業所 カーディーラー古川市北稲葉１－１－３４ 0229-23-1114
タイヤ館　古川バイパス タイヤ館　古川バイパス カー用品 古川市福浦字新土手外６７－１ 0229-21-1500
パリーミキ パリミキ　イオンタウン古川店 メガネ 古川市沢田字筒場浦１５イオンタウン古川内 0229-00-0000
リサイクルショップポップ リサイクルショップ　ポップ ディスカウント・リサイクル古川市若葉町２－１－２５ 0229-21-1660
カラージャック古川店 カラージャック　古川店 美容室 古川市古川南土地整理事業地４３街区８ヨークタウン内 0229-23-8807
オーディン古川バイパス店 オーディン　古川店 ディスカウント・リサイクル古川市古川字城西２４－１ 0229-23-薬局5
牛角　古川店 牛角　古川店 飲食 古川市駅東１－５－１８ 0229-21-7337
寧々家 寧々家　古川駅前店 飲食 古川市駅前大通２－３－８ 0229-22-8260
ＡＫＩＭ ＡＫＩＭ 雑貨・手芸 古川市駅前大通２－２－３１ハヤサカビル１Ｆ 0229-24-4481
コナカ コナカ　築館店 男性既製服 栗原市築館留場桜５－３ 03-0000-0000
オオモリスポーツ オオモリスポーツ スポーツ用品 栗原市築館薬師４－５－１０－１ 0228-22-2042
炭火いちばじゅう　本店 炭火いちばじゅう　本店 飲食 栗原市築館薬師４－１－４５ 0228-23-8272
ご馳走ダイニング　満てん ご馳走ダイニング　満てん 飲食 栗原市築館薬師４－１０－１６ 0228-22-0078
ロンドン チャームショップ　ロンドン 化粧品 栗原市築館薬師１丁目３－１０ 0228-22-3172
ノムラ自動車 ノムラ自動車 整備工場 栗原市築館字留場中田１０５の２ 0228-22-3469
ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ築館店 楽器・ＣＤ 栗原市築館字留場桜１０－５ 0228-22-6266
青葉の杜薬局　築館店 青葉の杜薬局　築館店 薬局 栗原市築館源光４－４６ 0228-25-0071
ＨＩＲＡＮＯ　フレスポ築館店 ＨＩＲＡＮＯフレスポ店 美容室 栗原市築館宮野中央２丁目３－１６ 0228-22-4325
ガストーネ ガストーネ 衣料 栗原市築館宮野中央１丁目４－８ 0228-22-2315
おてんとさん　築館店 おてんとさん　築館店 ホームセンター栗原市築館宮野中央１－１－３ 0228-23-レンタカー1
ビバホーム築館店 ビバホーム　築館店 ホームセンター栗原市築館下野宮中田５４クレッセつきだて内 0228-21-2830
パレット築館本店 パレット　築館本店 食品 栗原市築館伊豆４丁目７－１５ 0228-22-8010
パレット築館本店 パレット築館本店 食品 栗原市築館伊豆４－７－１５ 0228-22-8010
ミスタータイヤマン築館 ミスタータイヤマン　築館 カー用品 栗原市築館伊豆４－１－５０ 0228-23-6479
いさみや いさみや 衣料 栗原市築館伊豆１－８－３３ 0228-22-2311
富士屋時計店 富士屋時計店 宝石・時計 栗原市築館伊豆１－７－１１ 0228-22-3051
ビューティサロン　ニューひらの　若柳店 ビューティサロンニューひらの若 美容室 栗原市若柳川南堤通２３－５ 0228-32-2241
フラワープロデュース若柳店 フラワープロデュース若柳店 生花 栗原市若柳川南堤通１１－１ 0228-32-6253
レディース　カマタ築館店 レディース・カマタ築館店 衣料 栗原市志波姫堀口渡１５－４ヨークベニマル築館店内 0228-23-5033
スガワラ楽器 スガワラ楽器 楽器・ＣＤ 栗原市志波姫堀口見渡１６－６ 0228-22-5858
ロンディ メガネサロン　ロンディ 宝石・時計 栗原市志波姫堀口見渡１２－１ 0228-22-6767



宮城ダイハツ販売（株）（築館店） 宮城ダイハツ販売　築館店 カーディーラー栗原市志波姫堀口宮中１１４－２ 0228-22-1311
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城新幹線く レンタカー 栗原市志波姫新原４２３－１ 0228-21-2100
青葉の杜薬局　志波姫店 青葉の杜薬局　志波姫店 薬局 栗原市志波姫新原１４２ 0228-25-2034
パリーミキ オプティックパリミキ　イオンス メガネ 栗原市志波姫新熊谷１１イオンスーパーセンター栗原志波姫 0228-22-5882
三浦屋 三浦屋 衣料 栗原市志波姫沼崎新田１２－７ 0228-25-3733
トラック用品専門店　日総 日総古川店 自転車・バイク栗原市高清水上萩田８５－４ 0228-58-2234
ビューティーショップだざい 太宰薬局 化粧品 栗原市栗駒岩ヶ崎六日町９１－２ 0228-45-1202
フラワープロデュース栗駒店 フラワープロデュース栗駒店 生花 栗原市栗駒岩ヶ崎上小路６６－４ 0228-45-1464
丸美自動車整備工場 （株）丸美自動車整備工場 整備工場 栗原市栗駒岩ヶ崎上小路１－１ 0228-45-2238
座主窯 座主窯 陶器 栗原市花山字本沢稲干場３３ 0228-56-2750
クスリのヤシマ堂 クスリのヤシマ堂 薬局 栗原市一迫真坂字高橋７－７ 0228-52-2041
宮交観光サービス 築館旅行センター 旅行 栗原郡築館町伊豆４－４－１４ 0228-22-3101
宮交観光サービス 若柳旅行センター 旅行 栗原郡若柳町字川北中町３６ 0228-32-2594
フラワープロデュース本店 フラワープロデュース若柳本店 生花 栗原郡若柳町字川南堤通１１－１ 0228-32-6211
鳴子ホテル 鳴子ホテル ホテル 玉造郡鳴子町湯元３６ 0229-83-2001
フラワーショップ花物語　利府店 花物語　利府店 生花 宮城郡利府町利府字堀切前３５－１みやぎ生協内 000-000-0000
みやぎ生協 みやぎ生協　利府店 スーパー 宮城郡利府町利府字堀切前３５－１ 022-767-8070
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協利 クリーニング 宮城郡利府町利府字堀切前３５－１ 022-356-1衣料
日産サティオ宮城　利府店 日産サティオ宮城　利府店 カーディーラー宮城郡利府町利府字新大谷地７７ 022-767-2335
ドコモショップ　イオンモール新利府南館店 ドコモショップ利府店 携帯電話 宮城郡利府町利府字新大谷地４０－３ 022-767-8777
スポーツオーソリティ スポーツオーソリティ利府店 スポーツ用品 宮城郡利府町利府字新屋田前２２イオン利府ＳＣ 022-349-1151
白寿殿利府 白寿殿利府 仏壇・仏具 宮城郡利府町中央３丁目１２－１２ 022-767-4141
メガネの相沢 メガネの相沢　利府店 メガネ 宮城郡利府町中央３－１４－５ 022-356-8777
白寿殿　利府駅前 白寿殿　利府駅前 仏壇・仏具 宮城郡利府町中央１丁目７－５ 022-290-3232
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　利府店 クリーニング 宮城郡利府町中央１－７－３ 022-766-4033
ヘアーメイク　リンク ヘアーメイクリンク 美容室 宮城郡利府町青葉台１－３０ 03-0000-0000
フジヤ フジヤ　利府青山店 衣料 宮城郡利府町青山２－２－１ 022-357-0721
リビングショップ　スガヤ リビングショップスガヤ 寝具 宮城郡利府町菅谷東浦１５－１ 022-356-6005
ベンリー　万代利府店 ベンリー　万代利府店 ディスカウント・リサイクル宮城郡利府町菅谷新産野原２８－１ 022-767-8605
工キング宮城利府店 工キング　宮城利府店 ディスカウント・リサイクル宮城郡利府町菅谷字新産野原２８－１ 022-794-8277
鎌田呉服店 ヨークベニマル利府店内ｎｅｘｔ 呉服 宮城郡利府町神谷沢新宮ヶ崎１４－１ 022-255-2230
ＰＲＯＵＤ ＰＲＯＵＤ 美容室 宮城郡利府町神谷沢字新宮ヶ崎１４番地１ 022-255-1811
創庫生活館　仙台利府店 創庫生活館仙台利府店 ディスカウント・リサイクル宮城郡利府町神谷沢字館の内４１－１ 022-396-3155
ホンダカーズ宮城北　利府店 ホンダカーズ宮城北　利府店 カーディーラー宮城郡利府町神谷沢字化粧坂７４－２ 022-396-0150
利府自動車学校 利府自動車学校 自動車学校 宮城郡利府町森郷字一里塚１番地 022-356-4191
ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ利府店 楽器・ＣＤ 宮城郡利府町新中道２－２－１ 022-355-9522
ＥＺコンタクト・メガネ ＥＺコンタクト・メガネ メガネ 宮城郡利府町花園１－２０１－２ 022-767-4146
美容室ＬｅＬｉｅｎ 美容室ＬｅＬｉｅｎ 美容室 宮城郡利府町加瀬新前谷地１－１ 03-0000-0000
スタジオアミ　利府館 スタジオアミ　利府館 カメラ 宮城郡利府町加瀬字新前谷地２－１ 022-767-2460
美容室ＬｅＬｉｅｎ 美容室　ＬｅＬｉｅｎ 美容室 宮城郡利府町加瀬字新前谷地１－１ 022-767-5747
ヘアスプレー　利府店 美容室　ファニー宮城利府店 美容室 宮城郡利府町加瀬字十三本塚１７３－１ 022-356-8808
サラダ館　郷右近　ふとん店 サラダ館　郷右近　ふとん店 寝具 宮城郡利府町加瀬字河原１４ 022-356-2カー用品
欅産業（株）　本社ショールーム 欅産業　利府本社ショールーム 家具 宮城郡利府町しらかし台６丁目１４－４ 022-356-6151
欅産業（株）　本社ショールーム 欅産業　本社ショールーム 家具 宮城郡利府町しらかし台６－１４－４ 022-356-6151
釣りっこやタカハシ 釣りっこやタカハシ スポーツ用品 宮城郡松島町幡谷字中谷地１０４ 022-352-2132
釣りっこやタカハシ 釣りっこや　タカハシ スポーツ用品 宮城郡松島町幡谷字中谷地１０４ 022-352-2132
ごんきや ごんきや　松島支店 仏壇・仏具 宮城郡松島町松島普賢堂４４－１ 022-353-4888
ごんきや ごんきや松島支店 仏壇・仏具 宮城郡松島町松島普賢堂４４－１ 022-111-1111
むとう屋 むとう屋 食品 宮城郡松島町松島普賢堂２３ 022-354-3155
みちのく伊達政宗歴史館 みちのく伊達政宗歴史館 美術館・博物館宮城郡松島町松島普賢堂１３－１３ 022-354-4131
ホテル海風土 ホテル海風土 ホテル 宮城郡松島町松島東浜５－３ 03-0000-0000
阿部蒲鉾店　松島寺町店 阿部蒲鉾店松島寺町店 食品 宮城郡松島町松島町内５８ 03-0000-0000
たんや利久 牛タン炭焼　利休　松島海岸駅前 飲食 宮城郡松島町松島町内４５ 03-0000-0000
菓匠三全 菓匠三全　松島門前店 食品 宮城郡松島町松島字町内６７ 022-000-0000
菓匠三全　松島寺町小路店 菓匠三全　松島寺町小路店 食品 宮城郡松島町松島字町内５８ 022-353-2呉服
たんや利久 牛たん炭焼　利久　松島五大堂店 飲食 宮城郡松島町松島字町内１１２番地２ 03-0000-0000
たんや利久 牛たん炭焼　利休　松島五大堂店 飲食 宮城郡松島町松島字町内１１２－２ 022-000-0000
松島センチュリーホテル 松島センチュリーホテル ホテル 宮城郡松島町松島字仙隨８ 022-354-4111
小松館　好風亭 小松館　好風亭 ホテル 宮城郡松島町松島字仙随３５－２ 022-354-子供服5
丸特漁業部　活魚の宿松島店 こちら丸特業部　活魚の宿松島店 飲食 宮城郡松島町松島字仙随３２ 022-342-0109
花ごころの湯　新富亭 花ごごろの湯新富亭 ホテル 宮城郡松島町松島字垣ノ内３８－１ 022-355-0076
ホテル大観荘 ホテル大観荘 ホテル 宮城郡松島町松島犬田１０－７６ 03-0000-0000
花ごころの湯　新富亭 花ごころの湯　新富亭 ホテル 宮城郡松島町松島垣の内３８－１ 022-355-0076
松島佐勘　松庵 松島佐勘　松庵 ホテル 宮城郡松島町手樽梅木１番地 022-354-3111
松島佐勘　松庵　れすとらん海音 松島佐勘　松庵　れすとらん海音 飲食 宮城郡松島町手樽字梅木１番地 022-354-3111
佐藤商店 ファッションギャラリーサトウ 衣料 宮城郡松島町高城町６６ 022-354-2317
白寿殿松島 白寿殿　松島 仏壇・仏具 宮城郡松島町高城町２３－２ 022-353-4141
カメイ調剤薬局　松島店 カメイ調剤薬局　松島店 薬局 宮城郡松島町高城字浜１－６８ 022-353-8590
Ａ＆ＣＯＯＰ Ａ＆ＣＯＯＰ　松島店 スーパー 宮城郡松島町高城字町東二２０－１２ 022-353-3222
レディースファッションもんま レディスファッションもんま 衣料 宮城郡松島町高城字町８４ 022-354-2310
ＲＨ松島 ＲＨ松島 整備工場 宮城郡松島町高城字町１６６ 022-353-3554

いとう呉服店 呉服 宮城郡松島町高城元釜家５番地２０ 022-354-2647
釣キチ 釣キチ スポーツ用品 宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字牛の鼻木２－１ 022-357-7577
リレント化粧品サロンド西 サロンド西 化粧品 宮城郡七ヶ浜町汐見台南２－４－１３ 022-357-6543
リレント化粧品サロンド西 リレント化粧品　サロンド西 化粧品 宮城郡七ヶ浜町汐見台南２―４―１３ 022-357-6543
稲妻呉服店 稲妻呉服店　汐見台店 呉服 宮城郡七ヶ浜町汐見台１－１－５ 022-357-アウトドア用品1
オーストリツチ ＯＳＴＲＩＣＨ スポーツ用品 宮城郡七ヶ浜町花渕浜字金色６－１ 022-357-7237
サーフショップマティーズサーフ サーフショップ　マティーズ スポーツ用品 宮城郡七ケ浜町花渕浜字金色４－３ 022-357-1333
白寿殿　七ヶ浜 白寿殿　七ヶ浜 仏壇・仏具 宮城郡七ヶ浜町遠山１丁目１０番１号 022-361-4141
タイヤショップオノデラ タイヤショップ　オノデラ カー用品 気仙沼市明戸６２－１ 0226-24-8093
フェイスヘアー フェイスヘアー 美容室 気仙沼市本郷８－１５ 03-0000-0000
家具のヒロフジ 家具のヒロフジ 家具 気仙沼市本郷８－１１ 0226-24-0911
宮城三菱自動車　気仙沼店 宮城三菱自販　気仙沼店 カーディーラー気仙沼市本郷７－１ 0226-23-美術館・博物館5
斉吉商店　本店 （株）斉吉商店　本店 食品 気仙沼市本郷６－１１ 0226-22-0669
斉吉商店　本店 斉吉商店　本店 食品 気仙沼市本郷６－１１ 0226-22-0669
美濃屋商店 美濃屋商店 陶器 気仙沼市本郷１７－１１ 03-0000-0000
ルーシー ルーシー 衣料 気仙沼市本郷１２－９ 0226-23-5356
藤仙 ブライダルハウス　藤仙 雑貨・手芸 気仙沼市本吉町野々下４４－７ 0226-44-2045
かぶとむしＳｕｒｆＳｈｏｐ かぶとむしＳｕｒｆＳｈｏｐ スポーツ用品 気仙沼市本吉町中島２８４－１ 0226-42-2983
道の駅　大谷海岸 道の駅　大谷海岸 ギフト・土産 気仙沼市本吉町三島９ 0226-44-3180
ホテル一景閣 ホテル一景閣 ホテル 気仙沼市弁天町１－４－７ 0226-22-0602
装苑なべしま 装苑なべしま 呉服 気仙沼市八日町２丁目４－４ 0226-22-1233
三事堂　ささ木 三事堂ささき 陶器 気仙沼市八日町２丁目３－２７ 0226-22-0054
村伝家具 （株）村伝家具店 家具 気仙沼市八日町２丁目３－１３ 0226-22-1242
時計宝石のコマツ 時計　宝石のコマツ 宝石・時計 気仙沼市八日町２丁目２－１０ 03-0000-0000
萬屋 メルシ 衣料 気仙沼市八日町２－４－１－１Ｆ 0226-22-1935
萬屋 萬屋　呉服部 衣料 気仙沼市八日町２－３－２３ 0226-23-6600
太陽堂 太陽堂 宝石・時計 気仙沼市八日町２－２－２１ 0226-22-0824
豊田 豊田 呉服 気仙沼市八日町１丁目４－１１ 0226-22-0195
タカヤ タカヤ カバン 気仙沼市八日町１丁目１－６ 0226-22-2615
横田屋本店 （株）横田屋本店 食品 気仙沼市八日町１－４－８ 0226-22-0175
クリエみうら　階上店 クリエみうら　階上店 スーパー 気仙沼市波路上野田１５５－１ 0226-27-3251
コテージ　キクタ コテージキクタ ホテル 気仙沼市波路上牧１０ 0226-27-2638
さかえ自動車工業 さかえ自動車工業 整備工場 気仙沼市波路上向原５４－３ 0226-27-3377
畠山工機 畠山工機 599 気仙沼市波路上原８－１ 0226-26-1355
Ｃａｆｅ　ＲＳＴ カフェＲＳＴ 飲食 気仙沼市南町海岸１－１４－１Ｆムカエル 0226-48-5998
マルコウ マルコウ 衣料 気仙沼市南町３丁目１－２０ 0226-22-7916
ＱＵＡＴＲＥ Ｑｕａｔｒｅ 衣料 気仙沼市南町３－１－２０ 0226-22-8022
あさひ鮨 気仙沼あさひ鮨　本店 食品 気仙沼市南町２丁目４番２７号 0226-23-2566
あさひ鮨 あさひ鮨本店 食品 気仙沼市南町２丁目４－２７ 0226-23-8662
ブルースカイ　マーケット気仙沼 ブルースカイマーケット気仙沼 衣料 気仙沼市南町２丁目４－１０－Ｓ１１１ 0226-22-0502
ともしびプロジェクトキャンドル工房 ともしびプロジェクトキャンドル 雑貨・手芸 気仙沼市南町２丁目２－２５ 0226-25-8044
ＭＡＳＴ　ＨＡＮＰ ＭＡＳＴ　ＨＡＮＰ カバン 気仙沼市南町２－４－１０南町紫神社前商店街Ｓ２０８ 0226-25-7081
本間屋酒店 本間屋酒店 食品 気仙沼市南町２－４－１０ 0226-22-0209
ボルセッタイシカワ ボルセッタ　イシカワ 衣料 気仙沼市南町２－１－３０ 0226-24-4148
家庭サービス課 家庭サービス課 キッチン・ガス用品気仙沼市南町１－２－６ 0226-22-5757



プリンセスティファ　精工堂 精工堂本店 宝石・時計 気仙沼市南郷８－２６ 0226-24-8934
家具の小野寺 マイリビング小野寺 家具 気仙沼市南郷７－１６ 03-0000-0000
日産サティオ宮城　気仙沼店 日産サティオ宮城　気仙沼店 カーディーラー気仙沼市南郷２－１７ 0226-24-2332
宮城ダイハツ販売（株）（気仙沼店） 宮城ダイハツ販売　気仙沼店 カーディーラー気仙沼市南郷２－１ 0226-22-2306
スタジオアート スタジオアート カメラ 気仙沼市南郷１１－９ 0226-24-0297
ケイキ洋菓子店　シンジョー ケイキ　シンジョー 食品 気仙沼市東新城３丁目１－６ 0226-24-1734
はな美 はな美 寝具 気仙沼市東新城３丁目１３－３ 03-0000-0000
美容室はろう．かーる 美容室はろう・かーる 美容室 気仙沼市東新城３－５－３ 0226-24-3ディスカウント・リサイクル
千葉電気 千葉電気 家電 気仙沼市東新城２－１１－１９ 0226-22-6135
ヒップ　オブ　チック ヒップ　オブ　チック 衣料 気仙沼市東新城２－１０－９ 0226-24-6682
フォトガーデン　スリ－ファイブ フォトガーデン　スリ－ファイブ カメラ 気仙沼市田中前４丁目６－１０ 0226-25-7家電
Ｊ’Ｓ　ＭＩＵＲＡ Ｊ’Ｓ　ＭＩＵＲＡ 宝石・時計 気仙沼市田中前４丁目１－８ 0226-22-5957
イブ　気仙沼店 イブ気仙沼店 衣料 気仙沼市田中前４丁目１－８ 03-0000-0000
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城気仙沼店 レンタカー 気仙沼市田中前４丁目１－５ 0226-22-0100
シャークス シャークス 雑貨・手芸 気仙沼市田中前４－２－１福幸小町田中通り１０５ 0226-24-5760
Ｌａｎｄｅｒ　Ｂｌｕｅ Ｌａｎｄｅｒ　Ｂｌｕｅ 衣料 気仙沼市田中前４－２－１田中通り１０５ 0226-25-7839
宮城日産自動車気仙沼店 宮城日産　気仙沼店 カーディーラー気仙沼市田中前３丁目８－１６ 0226-24-2211
渡辺機工 渡辺機工 金物 気仙沼市田中前３丁目６－１０ 03-0000-0000
にしむら運動具店 にしむら運動具店 スポーツ用品 気仙沼市田中前３丁目５－１３ 0226-22-1355
美ｓａｌｏｎ　ＭＭ 美Ｓａｌｏｎ　ＭＭ 化粧品 気仙沼市田中前３丁目４－４ 03-0000-0000
宮城日産自動車気仙沼店 宮城日産自動車　気仙沼店 カーディーラー気仙沼市田中前３－８－１６ 0226-24-2211
フラワープロデュース気仙沼店 フラワープロデュース気仙沼店 生花 気仙沼市田中前３－７－９ 0226-25-7533
シーガル気仙沼店 シーガル気仙沼店 ディスカウント・リサイクル気仙沼市田中前３－７－１０丸隆ビル 0226-22-1338
ｋｕｋｕｎａ ｋｕｋｕｎａ 衣料 気仙沼市田中前３－６－１８ 0226-23-7035
もめん工房 もめん工房 衣料 気仙沼市田中前２丁目４－１６ 0226-22-8112
タイヤセンターサイトウ タイヤセンターサイトウ カー用品 気仙沼市田中前２丁目２番地の４ 03-0000-0000
ハリカ気仙沼店 ハリカ気仙沼店 ギフト・土産 気仙沼市田中前２丁目１－２ 0226-24-2039
八木自動車整備工場 八木自動車整備工場 整備工場 気仙沼市田中前２－２－３ 0226-24-2645
セラビ気仙沼店 セラビ気仙沼店 衣料 気仙沼市田中前２－１－８ 022-261-3844
エッフェ　コメ エッフェ　コメ 衣料 気仙沼市田中前１丁目５－３－２Ｆ 0226-22-6055
スカーレット スカーレット 衣料 気仙沼市田中前１丁目５－３ 0226-23-6242
パルポー パルポーホンテンサロン 化粧品 気仙沼市田中前１丁目５－３ 0226-22-0198
すし屋の泰平 すし屋の泰平 飲食 気仙沼市田中前１丁目５－１６ 0226-23-6250
モード　さいと モードさいと 衣料 気仙沼市田中前１丁目５－１１ 0226-24-0569
アンルーレ布田 アンルーレ布田 衣料 気仙沼市田中前１丁目５－１ 0226-22-8777
金原 金原９３５店 化粧品 気仙沼市田中前１丁目４－８ 03-0000-0000
あじ蔵 お食事の店あじ蔵 飲食 気仙沼市田中前１丁目３－６ 0226-23-3996
ＮＡＫＥＤ　ＲＯＯＭ ＮＡＫＥＤ　ＲＯＯＭ 衣料 気仙沼市田中前１丁目３－３ 03-0000-0000
ＮＡＫＥＤ　ＲＯＯＭ ＮＡＫＥＤ・ＲＯＯＭ 衣料 気仙沼市田中前１丁目３－３ 0226-22-7014
マリリン マリリン 雑貨・手芸 気仙沼市田中前１丁目２－７ 0226-23-9826
メガネの相沢 メガネの相沢　気仙沼田中前店 メガネ 気仙沼市田中前１－６－１８ 0226-22-1ペット・ペット用品
フォトショップ　アングル フォトショップ　アングル カメラ 気仙沼市田中前１－５－１ 0226-24-2827
ヤマウチ ヤマウチ 衣料 気仙沼市田中前１－４－９ 0226-23-3365
おしゃれサロン　ルミネ おしゃれサロンルミネ 衣料 気仙沼市田中前１－４－８ 0226-24-1レンタカー
あじ蔵 お食事の店　あじ蔵 飲食 気仙沼市田中前１－３－６ 0226-23-3996
陶雅 陶雅 陶器 気仙沼市田中前１－２－７ 0226-22-0791
シャディすえひろ シャディすえひろ ギフト・土産 気仙沼市田中前１－１－６ 0226-23-9638
千葉誠 千葉誠 整備工場 気仙沼市田谷９－６ 0226-24-8880
日産プリンス宮城販売　気仙沼店 日産プリンス宮城　気仙沼店 カーディーラー気仙沼市田谷９－１４ 0226-23-0765
菅江モータース 菅江モータース 整備工場 気仙沼市田谷７－２ 0226-22-1970
ホンダカーズ宮城北　気仙沼店 ホンダカーズ宮城北　気仙沼店 カーディーラー気仙沼市田谷６－３ 0226-22-1270
ホンダカーズ宮城北　気仙沼店 ホンダカーズ宮城北気仙沼店 カーディーラー気仙沼市田谷６－３ 0226-22-1270
宮城三菱自動車　気仙沼ダイヤモンドプラザ 宮城三菱自販　気仙沼ダイヤモン カーディーラー気仙沼市田谷６－１８ 0226-21-4600
アウトドアショップ　イエティ アウトドアショツプ　イエティ 衣料 気仙沼市田谷２０－１１ 0226-25-7096
星岡義山亭 星岡義山亭 飲食 気仙沼市田谷１６－２１ 0226-24-8810
気仙沼大島　旅館　明海荘 気仙沼大島　旅館　明海荘 ホテル 気仙沼市長崎１７６ 0226-28-3500
川那辺薬品 川那辺薬品 薬局 気仙沼市長磯船原４８－６ 0226-27-2108
最知自動車鈑金 最知自動車鈑金 整備工場 気仙沼市長磯森３５－１ 0226-27-3511
ミスターオート ミスターオート カー用品 気仙沼市長磯森３２－１ 0226-26-1285
ＲＥＡＬ　ＣＬＯＳＥＴ ＲＥＡＬ　ＣＬＯＳＥＴ 衣料 気仙沼市仲町１－３－１１ 0226-25-7201
タイヤガーデンスペック タイヤガーデン　スペック カー用品 気仙沼市赤岩老松６４－５ 0226-24-5433
佐々木ふとん店 佐々木ふとん店 寝具 気仙沼市赤岩泥ノ木２９－５ 0226-22-8履物
カメイ調剤薬局　気仙沼店 カメイ調剤薬局　気仙沼店 薬局 気仙沼市赤岩杉ノ沢９番地１ 0000-00-0000
スーツハウスサイシン スーツハウスサイシン 男性注文服 気仙沼市赤岩杉ノ沢６９－２ 0226-24-3907
自転車と車いすメンテナンスのＭＡＫＥ 自転車と車いすメンテナンスのＭ 自転車・バイク気仙沼市赤岩四十二８０－９５ 0226-48-5780
ダイシン気仙沼店 ダイシン　気仙沼店 ホームセンター気仙沼市赤岩五駄鱈８５ 0226-22-9371
花香園 花香園 生花 気仙沼市赤岩五駄鱈７７－５ 0226-23-8733
プロガレージ石田 プロガレージ石田 整備工場 気仙沼市赤岩五駄鱈１０３－５ 0226-24-3066
リトルピピ リトルピピ ペット・ペット用品気仙沼市赤岩迎前田１３５の１ 0226-23-5クリーニング
パリーミキ オプティック　パリミキ　イオン メガネ 気仙沼市赤岩舘下６－１イオン気仙沼店２Ｆ 0226-00-0000
パリーミキ オプティックパリミキ　イオンケ メガネ 気仙沼市赤岩舘下６－１イオン気仙沼２Ｆ 0226-41-0770
ボルセッタイシカワ チェックＡＢＣ 衣料 気仙沼市赤岩舘下５９ 0226-23-1154
ブティック花や ブティック花や 衣料 気仙沼市神山７－５ 03-0000-0000
ドコモシヨップ気仙沼店 ドコモショップ　気仙沼店 携帯電話 気仙沼市神山７－１ 0226-21-1151
セントラルホテル松軒 セントラルホテル松軒 ホテル 気仙沼市神山６－８ 0226-22-3103
メガネのササキ メガネのササキ メガネ 気仙沼市神山６－１サンプラザ神山Ｅ号 0226-22-美容室3
さいとう印房 さいとう印房 文具 気仙沼市神山６－１－Ｃ号室 0226-23-1900
ケイキ洋菓子店　神山店 ケイキ洋菓子店　神山店 食品 気仙沼市神山６－１ 0226-23-0066
ｈａｉｒｓ＠ｇｏｏ ｈａｉｒｓ＠ｇｏｏ 美容室 気仙沼市神山５－２ 0226-24-1227
岩城自動車整備工場 岩城自動車整備工場 整備工場 気仙沼市神山２－４ 0226-22-5710
焼肉ハウス　ジャンジャン 焼肉ハウス　ジャンジャン 飲食 気仙沼市神山１－６ 0226-23-3038
焼肉ハウス　ジャンジャン 焼肉ハウス　ジャンジャン 飲食 気仙沼市神山１－６ 0226-23-3038
コナカ コナカ　気仙沼店 男性既製服 気仙沼市神山１－１ 03-0000-0000
（有）渡辺無線 渡辺無線 家電 気仙沼市新浜町１丁目４－４２ 0226-22-1594
藤喜商店 藤喜商店 燃料 気仙沼市新浜町１丁目４－３１ 0226-22-1325
エビナ モーターズショップエビナ 自転車・バイク気仙沼市上田中２丁目１－８ 0226-24-1331
クボホームセンター　気仙沼店 クボホームセンター　気仙沼店 ホームセンター気仙沼市上田中１－８－６ 0226-22-8887
クリエみうら　松川店 クリエみうら　松川店 スーパー 気仙沼市松川前１００－１ 0226-25-7536
菅野自動車 菅野自動車 整備工場 気仙沼市松川３３３－１ 0226-22-0067
モイスティーヌＳａｋｕｒａサロン モイスティーヌ気仙沼サロン 化粧品 気仙沼市松崎萱９０－２８ディアス気仙沼Ａ１０１号 0226-24-3609
モイスティーヌＳａｋｕｒａサロン モイスティーヌ　気仙沼サロン 化粧品 気仙沼市松崎萱９０ー２８ディアス気仙沼Ａ１０１号 0226-24-3609
気仙沼中央自動車学校 気仙沼中央自動車学校 自動車学校 気仙沼市松崎下金取６１ 03-0000-0000
ヘアーメイク　パンダ ヘアーメイク　パンダ 美容室 気仙沼市松崎浦田５１－８ 0226-24-0490
気仙沼河童堂 気仙沼河童堂 スポーツ用品 気仙沼市松崎浦田１２０－１０ 0226-23-0840
タイヤショップオノデラ ミスタータイヤマン気仙沼明戸 カー用品 気仙沼市字明戸６２－１ 0226-24-8093
熊勝電気 熊勝電気 家電 気仙沼市四反田２－１０ 0226-22-5479
ラペ　マツイ ラ　ぺ　マツイ 衣料 気仙沼市三日町２丁目１－１２ 0226-22-0191
サンマリン気仙沼ホテル観洋 サンマリン気仙沼ホテル観洋 ホテル 気仙沼市港町４－１９ 0226-24-1200
気仙沼お魚いちば 気仙沼お魚いちば 食品 気仙沼市港町２－１３ 0226-29-6233
気仙沼プラザホテル 気仙沼プラザホテル ホテル 気仙沼市港町２－１３ 0226-29-6233
Ｄｅｃｏｒ Ｄｅｃｏｒ 家具 気仙沼市幸町４丁目２－７ 0226-22-3727
網元の宿　磯村 網元の宿　磯村 ホテル 気仙沼市幸町４丁目１－３１ 0226-24-1133
かぶとむしＳｕｒｆＳｈｏｐ かぶとむしフリーライド気仙沼店 スポーツ用品 気仙沼市幸町２－３－２２ 0226-24-6718
みなと薬局 みなと薬局 薬局 気仙沼市古町３丁目２－４６ 0226-23-1435
小山ガレージ 小山ガレージ 整備工場 気仙沼市古町３－３－２５ 0226-37-4350
ホテルパールシティ気仙沼 ホテルパールシティ気仙沼 ホテル 気仙沼市古町３－２－４２ 0226-21-2196
ファッション・きもの・ギフトはたけやま ファッション・きもの・ギフト 衣料 気仙沼市古町１－５－１８ 0226-22-1944
角星 角星 食品 気仙沼市魚町２丁目１－１７ 0226-22-0007
角星 （株）角星 食品 気仙沼市魚町２－１－１７ 0226-22-0007
ミュージッククラブ ミュージック　クラブ 家電 気仙沼市魚町１－２－１５－２Ｆ 0226-22-7017
観洋サービス 阿部長商店　観洋サービス　海の 食品 気仙沼市魚市場前７の１３ 0226-24-7030
気仙沼四季　伊八郎 気仙沼四季　伊八郎 食品 気仙沼市魚市場前７－１３海の市内 0226-25-8084
かに物語 かに物語 食品 気仙沼市魚市場前７－１３海の市１Ｆ 0226-23-1生花
観洋サービス 観洋サービス　いちば寿司 食品 気仙沼市魚市場前７－１３（２Ｆ） 0226-11-1111
観洋サービス 観洋サービス　リアスキッチン 食品 気仙沼市魚市場前７－１３（１Ｆ） 0226-11-1111
魚介類　濱喜 魚介類濱喜 食品 気仙沼市魚市場前７－１３ 0226-25-7317



観洋サービス 阿部長商店　観洋サービス海の市 食品 気仙沼市魚市場前７－１３ 0226-24-7030
ＧＡＮＢＡＡＲＥ ＧＡＮＢＡＡＲＥ カバン 気仙沼市岩月宝ヶ沢１９－１ 0226-27-4901
オートリペア寺沢 オートリペア寺沢 整備工場 気仙沼市岩月寺沢９８ 0226-27-2889
ぐりーんあいらんどオオシマ ぐりーんあいらんどオオシマ ギフト・土産 気仙沼市浦の浜１５１－２外 0226-28-2012
リサイクル＆ディスカウント　アート アートリビング ディスカウント・リサイクル岩沼市末広一丁目２－１１ 0223-22-1955
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台岩沼店 レンタカー 岩沼市末広１丁目３－１０ 0223-22-6611
ホンダカーズ宮城中央　岩沼店 ホンダカーズ宮城中央　岩沼店 カーディーラー岩沼市末広１－４－２０ 0223-25-5766
オーディン岩沼バイパス店 オーディン岩沼バイパス店 ディスカウント・リサイクル岩沼市末広１－２－１１ 0223-25-2728
メガネの相沢 メガネの相沢　岩沼店 メガネ 岩沼市末広１－１－１６ 0223-24-6906
作勘ふとん店 佐勘ふとん店 寝具 岩沼市本町８－１０ 0223-22-2245
ＢＥＮＩ岩沼藤浪 ＢＥＮＩ岩沼藤波 美容室 岩沼市藤浪２－４－１６ 000-000-0000
ブティック　コ・コ　岩沼店 ブティク　コ・コ　岩沼店 衣料 岩沼市藤浪２－４－１０ 0223-23-9418
ダイシン岩沼店 ダイシン　岩沼店 ホームセンター岩沼市藤浪２－１－５ 0223-25-6637
（株）伊藤チェーン　岩沼店 イトーチェーン　岩沼店 スーパー 岩沼市土ヶ崎３－６－１ 0223-00-0000
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　岩沼西 クリーニング 岩沼市土ヶ崎２－８－１３ 0223-25-5833
カサハラアニマルメディカルセンター カサハラアニマルメディカルセン 552 岩沼市中央４－９－２ 0223-24-2426
ビューティーサロン　ＹＡＥ ビューティサロンＹＡＥ 美容室 岩沼市中央３丁目１－４２ 03-0000-0000
美容室Ｅｍｉ 美容室　Ｅｍｉ 美容室 岩沼市中央２－４－５ 0223-22-4225
相馬屋家具店 相馬家具店 家具 岩沼市中央１丁目５－１６ 080-0000-000
関谷薬局 関谷薬局 薬局 岩沼市中央１丁目２－１５ 0223-22-6313
快眠ハウス　リラ 快眠ハウス　リラ 寝具 岩沼市中央１－４－１７ 0223-24-6795
補聴器　リード 補聴器　リード 599 岩沼市中央１－２－２村上ビル１Ｆ 0223-00-0000
ブラピスＹＡＥ ブラピスＹＡＥ 美容室 岩沼市大手町３－１７ 0223-22-2718
宮城ダイハツ販売（株）（岩沼店） 宮城ダイハツ販売　岩沼店 カーディーラー岩沼市相の原３丁目４－３３ 0223-22-家具1
たんや利久 利久 飲食 岩沼市吹上２丁目２－３６－１ 090-0000-000
たんや利久 牛たん炭焼　利久 飲食 岩沼市吹上２－２－３６ 0223-29-3440
阿武隈自動車 有）阿武隈自動車 整備工場 岩沼市吹上１－５－１４ 0223-22-0395
クスリのふみや クスリのふみや 薬局 岩沼市三色吉平等６６－１ 0223-24-0361
まこと寿し まこと寿し 飲食 岩沼市桜５－６－２３ 0223-23-7888
宮交観光サービス 宮交観光サービス（株）岩沼旅行 旅行 岩沼市桜２－８－２４ 0243-24-3850
宮城日産自動車　岩沼店 宮城日産　岩沼店 カーディーラー岩沼市桜１丁目５－３ 0223-22-2181
パリーミキ パリミキ　岩沼店 メガネ 岩沼市桜１－６－３４ 0223-24-2126
ヘアーサロン　ＮＥＯ ヘアサロンネオ 美容室 岩沼市桑原４丁目２－２２ 0223-22-3874
Ｏｖｅｒｓ Ｏｖｅｒｓ 整備工場 岩沼市桑原４丁目２－１３ 0223-24-0915
フーズガーデン玉浦　食彩館 フーズガーデン玉浦　食彩館 スーパー 岩沼市玉浦西４－１－１ 0223-23-1140
ユキアンドプリズム ユキアンドプリズム 美容室 岩沼市館下３丁目２－１７ 03-0000-0000
おしゃれの店　さとうや ｓｅｌｅｃｔ　ｃｌｏｔｈｅｓＳ 呉服 岩沼市館下３－４－１２ 0223-22-2273
おしゃれの店　さとうや さとうや 呉服 岩沼市館下３－４－１２ 0223-22-2273
びすとろ　ぼんてん　岩沼店 びすとろぼんてん　岩沼店 飲食 岩沼市館下１丁目３－１ 0223-23-9009
岩沼自工 岩沼自工 整備工場 岩沼市梶橋３－１９ 0223-22-5355
グレースアイアイ　岩沼生協店 グレースアイアイ　岩沼生協店 衣料 岩沼市梶橋２－３０みやぎ生協岩沼店 0223-24-0734
Ｓｗｅｅｔ　ａｎｄ　ｃｈｉｃ Ｓｗｅｅｔ　ａｎｄ　ｃｈｉｃ 衣料 岩沼市梶橋２－３０セラビ岩沼内 0223-23-5772
みやぎ生協 みやぎ生協　岩沼店 スーパー 岩沼市梶橋２－３０ 0223-24-6呉服
鐘崎 鐘崎　セラビ岩沼店 食品 岩沼市梶橋２－３０ 0223-22-3130
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協セ クリーニング 岩沼市梶橋２－３０ 0223-24-6688
たんや利久 牛タン炭焼　利休 飲食 岩沼市梶橋１番５号 03-0000-0000
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城　仙台空 レンタカー 岩沼市下野郷字新拓２６７ 0223-22-0100
トヨタレンタリース トヨタレンタリース宮城仙台空港 レンタカー 岩沼市下野郷字新拓１１７ 0223-22-0100
岩沼自動車学校 岩沼自動車学校 自動車学校 岩沼市阿武隈１丁目３７ 0223-24-カー用品1
馬上かまぼこ店　岩沼店 馬上かまぼこ店　岩沼店 食品 岩沼市たけくま二丁目５－１５ 000-000-0000
ヘアーサロン　アペゼ ヘアーサロン　アペゼ 美容室 岩沼市たけくま２丁目６－４ 0223-23-5919
ヘアーサロン　アペゼ ヘアーサロンアぺゼ 美容室 岩沼市たけくま２丁目６－４ 03-0000-0000
ＢＥＮＩ　岩沼たけくま ＢＥＮＩ岩沼たけくま店 美容室 岩沼市たけくま２－３－６５ 0223-25-6278
ヘアラウンジ　アングゥ ヘアラウンジ　アングゥ 美容室 岩沼市たけくま１－６－２ 0223-22-3083
ＢｅーＣＯＯＬ　岩沼 Ｂｅ－ＣＯＯＬ　岩沼 美容室 岩沼市たけくま１－１１－２ 022-393-家具5
アトリエデリス アトリエデリス 食品 刈田郡蔵王町大字円田字東山２８－１３ 0224-33-4377
あかりテラス あかりテラス ペット・ペット用品刈田郡蔵王町小村崎青木東入４６番地２ 0224-26-6778
石窯ピッツァ　トムソーヤ 石窯ピッツァ　トムソーヤ 飲食 刈田郡蔵王町曲竹道路西６１－１ 0224-26-6172
ＴＲＩＢＥ ＴＲＩＢＥ スポーツ用品 刈田郡蔵王町宮小山田２６ 0224-32-3030
ファッションイン津田屋 ＦＡＳＨＩＯＮ　ＩＮ　津田屋 衣料 刈田郡蔵王町宮字町１２３ 0224-32-2自転車・バイク
旅館　三治郎 旅館三治郎 ホテル 刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町３ 0224-34-2216
たまや旅館 たまや旅館 ホテル 刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町２１ 0224-34-2316
蔵王のお宿旬樹庵さんさ亭 蔵王のお宿旬樹庵さんさ亭 ホテル 刈田郡蔵王町遠刈田温泉東裏３０ 0224-34-2211
みやぎ蔵王えぼしスキー場 みやぎ蔵王えぼしリゾートレスト レジャー施設 刈田郡蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林内 0224-34-4001
みやぎ蔵王えぼしスキー場 えぼしリゾートゴンドラ売店 レジャー施設 刈田郡蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林３１１林班内 0224-34-4001
みやぎ蔵王えぼしスキー場 みやぎ蔵王えぼしリゾートインフ レジャー施設 刈田郡蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林３１１林班ホ小班内 0224-34-4001
バーデン家　壮鳳 バーデン家壮鳳 ホテル 刈田郡蔵王町遠刈田温泉新地東裏山４３－１ 03-0000-0000
菜食　左ェ門 菜食　左ェ門 飲食 刈田郡蔵王町遠刈田温泉小妻坂５１－２１９ 0224-34-1156
マウンテンフィールド宮城蔵王すみかわ マウンテンフィールド宮城蔵王す レジャー施設 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字倉石岳国有林内 0224-87-2610
みやぎ蔵王えぼしスキー場 えぼしインフォメーション レジャー施設 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字倉石岳国有林３１１林班ホ小班内 0224-34-4007
竹泉荘Ｍｔ．Ｚａｏ　Ｏｎｓｅｎ 竹泉荘Ｍｔ．Ｚａｏ　Ｏｎｓｅｎ ホテル 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字上ノ原８８－１１ 080-0000-0000
万風窯 万風窯 陶器 刈田郡蔵王町遠刈田温泉下ノ原８－３ 0224-00-0000
森の芽ぶきたまご舎　蔵王本店 森の芽ぶきたまご舎　蔵王本店 食品 刈田郡蔵王町円田字弁天１０－８ 0224-22-7711
タイヤショップ　エムズ エムズ カー用品 刈田郡蔵王町円田字釜沢１２－５０ 0224-34-4735
ＡｃｔｉｖｅＲｅｓｏｒｔｓ　宮城蔵王 アクティブリゾーツ　宮城蔵王 ホテル 刈田郡蔵王遠刈田温泉鬼石原１－１ 03-0000-0000
みやぎ蔵王　七ヶ宿スキー場 七ヶ宿スキー場　総合案内 レジャー施設 刈田郡七ヶ宿町儘ノ上１２９ 0224-37-3111
オートサービス聖 オートサービス聖 整備工場 角田市毛萱字堂ノ入４６番地の５ 0224-65-2388
サラダ館　緑町店 サラダ館　緑町店 ギフト・土産 角田市字緑町１３－１０ 0224-63-ホームセンター0
高倉自動車 高倉自動車 整備工場 角田市高倉字新町１９６－１ 0224-65-2250
角田自動車整備工業所 角田自動車整備工業所 整備工場 角田市梶賀字高畑南３３５ 0224-63-1015
快眠ひろば 快眠ひろば 寝具 角田市梶賀字一里壇１３９－５ 0224-62-3306
西村薬局 西村薬局 薬局 角田市角田町２２０ 0224-63-1037
フジヤ フジヤ　角田店 衣料 角田市角田大町４０ 03-0000-0000
ほこだて仏光堂　角田店 ほこだて仏光堂　角田店 仏壇・仏具 角田市角田大町３６－３ 0224-63-3838
馬上かまぼこ店　角田柳町店 馬上かまぼこ店　角田柳町店 食品 角田市角田字柳町１１ 000-000-0000
不二タイヤ 不二タイヤ カー用品 角田市角田字野田前５５－５ 0224-62-1578
Ａ＆ＣＯＯＰ Ａ＆ＣＯＯＰ　角田店 スーパー 角田市角田字田町１００－１ 0224-63-4561
ヒシダイ ヒシダイ 衣料 角田市角田字町６５ 0224-63-1331
（株）伊藤チェーン　角田店 伊藤チェーン　角田店 スーパー 角田市角田字町４２ 0224-61-1611
毛利時計店 毛利時計店 宝石・時計 角田市角田字町２１０ 0224-62-5950
アバンセ アバンセ 衣料 角田市角田字大町６－１ 0224-63-5351
ＲｅｓｔａｕｒａｎｔｂａｒＰａｎｃｈ レストランアンドバーパンチ 飲食 角田市角田字泉町７３－１ 0224-63-5939
ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　６６ ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ６６ ホテル 角田市角田字泉町６６ 0224-61-0234
ブックＴＯＷＮ角田店 ブックＴＯＷＮ角田店 書籍 角田市角田字幸町６２ 0224-62-1401
さんあい美容室 さんあい美容室 美容室 角田市角田字旭町１８ 0224-62-1571
高美住設　角田支店 高美住設　角田支店 ホームセンター角田市角田旭町３２－８ 0224-62-3017
ヒシダイ 仙台プラザ 衣料 角田市角田４２ 0224-63-1333
門脇釣具店 門脇釣具店 スポーツ用品 加美郡中新田町字南町１８７ー１ 0229-63-2144
工芸藍学舎 工芸藍学舎 家具 加美郡加美町南町１８６－１ 03-0000-0000
靴のささき 靴のささき 靴 加美郡加美町南町１６３－１ 0229-63-3180
まるはち矢越店 まるはち矢越店 カバン 加美郡加美町字矢越２７８－１ 0229-63-7620
すずぶん すずぶん 衣料 加美郡加美町字南町８１ 0229-63-2371
中治呉服店 中治呉服店 呉服 加美郡加美町字南町１４２ 0229-63-2014
ワールドオプチカル ワールドオプチカル 宝石・時計 加美郡加美町字町裏２３－３ 0229-63-2417
浅野自動車 浅野自動車 整備工場 加美郡加美町字赤塚２６６－１ 0229-63-7333
やくらいゴルフ倶楽部 やくらいゴルフ倶楽部 ゴルフ場 加美郡加美町字芋沢薬莱原１－２ 0229-67-7200
工房　瑞希窯 工房　瑞希窯 陶器 加美郡加美町原町桜壇３８－１ 0229-67-6965
鈴幸自動車整備工場 鈴幸自動車整備工場 整備工場 加美郡加美町羽場字山鳥６８－１ 0229-63-3676
コバルトーレサポーターズパーク コバルトーレサポーターズパーク スポーツ用品 牡鹿郡女川町女川浜大原１－４２ 0225-54-3251
ホテル　エルファロ ホテル　エルファロ ホテル 牡鹿郡女川町女川浜大原１０７－３ＫＫ７街区３画地 0225-98-8703
ダイシン　かふぇさくら ダイシン＆かふぇさくら 衣料 牡鹿郡女川町女川浜字大原７１ 0225-53-2334
マルキチ女川浜めし屋 （有）マルキチ阿部商店 飲食 牡鹿郡女川町女川浜字大原１－３４ 0225-53-2衣料
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台新石巻店 レンタカー 牡鹿郡女川町女川浜字大原１－２ 0225-53-文具0
ｏｎａｇａｗａｆａｃｔｏｒｙ ｏｎａｇａｗａｆａｃｔｏｒｙ 雑貨・手芸 牡鹿郡女川町女川２丁目６１－１－Ｆ－２７シーパルピア 0225-24-8612
マザーポートコーヒー　女川店 マザーポートコーヒー　女川店 飲食 牡鹿郡女川町女川２丁目６１－１－Ｄ－１５シーパルピア 0225-24-8085
女川水産業体験館あがいんステーション アガインステーション ギフト・土産 牡鹿郡女川町女川２丁目１６－４ 0225-98-7839



女川水産業体験館あがいんステーション 女川水産産業体験館 ギフト・土産 牡鹿郡女川町女川２－１６－４ 0225-98-7839
リバーソン リバーソン スポーツ用品 牡鹿郡女川町黄金５番１１ 080-6022-878
蒲鉾本舗　高政　万石の里 蒲鉾本舗　高政　万石の里 食品 牡鹿郡女川町浦宿浜字浜田２１ 0225-53-5412
華夕美 華夕美 ホテル 牡鹿郡女川町浦宿浜字天王１３０ 0225-53-4188
女川モータース 女川モータース 整備工場 牡鹿郡女川町浦宿浜字三郎浜４０番地の２ 0225-53-4108
ラ．ムスタッシュ ラ　ムスタッシュ 靴 塩竈市本町１－１壱番館 022-365-2910
ごんきや ごんきや　塩釜本店 仏壇・仏具 塩竈市南町７－３２ 022-111-1111
ふとんの中野 ふとんの中野 寝具 塩竈市南町７－２６ 022-362-2195
ごんきや ごんきや本社 仏壇・仏具 塩竈市袖野田町２４－２ 022-111-1111
日産プリンス宮城販売　塩釜店 日産プリンス宮城　塩釜店 カーディーラー塩竈市新浜町１丁目１－１ 022-366-1323
つたや ディスカウントショップつたや ディスカウント・リサイクル塩釜市本町６－１３ 022-364-5衣料
あんでるせんＦＯＲオリーブ あんでるせんＦＯＲオリーブ 衣料 塩釜市本町５－１１ 022-366-3136
すずらん すずらん　本町店 衣料 塩釜市本町４－３ 022-362-3032
菓匠　栄太楼　塩釜本店 菓匠栄太楼　塩釜本店 食品 塩釜市本町２－１６ 022-362-0235
町のパーマ屋さん　ＱＵＥＳ 町のパーマ屋さんＱＵＥＳ 美容室 塩釜市本町１２－１１ 022-111-1111
くろしお くろしお北浜マリンベース スポーツ用品 塩釜市北浜四丁目７１番１０ 022-365-3220
くろしお くろしお スポーツ用品 塩釜市北浜４－７１－１０ 022-365-3220
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　ヨーク クリーニング 塩釜市北浜１－１１－４０ 022-369-3326
レアール レ・アール 衣料 塩釜市尾島町４－１松竹ビル１Ｆ 022-364-9236
＆ｎ． ＆ｎ． 美容室 塩釜市尾島町１－１０ 022-365-1311
ブライダルプラザわかば ブライダルプラザわかば 仏壇・仏具 塩釜市南町１－２ 022-364-2197
コスメプラザ岸 コスメプラザ岸 化粧品 塩釜市藤倉２－６－１７ 022-366-6102
ラベール ラベール 家具 塩釜市東玉川町８－３ 022-365-5878
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　ヤマザ クリーニング 塩釜市中の島２－１６ 022-290-3315
ごんきや ごんきや 仏壇・仏具 塩釜市袖野田町２４－２ 000-000-0000
＆ｎ． 美容室　リファイン　塩釜店 美容室 塩釜市杉の入３－３－１ＤＥＣＫ－２Ｆ 022-365-1311
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　ウジエ クリーニング 塩釜市杉の入２丁目２２－１ 022-253-7223
ソウルスサーフ ソウルス　サーフ スポーツ用品 塩釜市舟入２－４－１０ 022-366-8766
今野モータース 今野モータース 整備工場 塩釜市牛生町１２番１５号 022-364-5221
エルフィン エルフィン 衣料 塩釜市海岸通８－１０ 022-365-レンタカー0
ウィーバー　塩釜店 ウィーバー　塩釜店 衣料 塩釜市海岸通５－１１ 022-365-5263
すずらん すずらん　本塩釜駅前店 衣料 塩釜市海岸通１４－１ 022-362-2433
ツジブン 辻文 宝石・時計 塩釜市海岸通１０－８ 022-362-5667
フラワーショップ花物語　塩釜栄町店 花物語　塩釜栄町店 生花 塩釜市栄町９－３７みやぎ生協内 022-361-5533
ロイヤルネットワーク うさちゃんクリーニング　生協塩 クリーニング 塩釜市栄町９－３７ 022-362-8878
リリーズＢ リリーズ　Ｂ 衣料 塩釜市旭町５－４ 022-365-5112
フジサキ　スポーツ 有限会社フジサキスポーツ スポーツ用品 塩竃市野田１４番３６号 022-364-6呉服
エレガンス荒井 エレガンス荒井 宝石・時計 塩竃市本町５－２５ 022-362-3782
器の郷ひろ埜　塩釜店 器の郷　ひろ埜 陶器 塩竃市本町３－４ 022-367-7901
ラス ブティック　ラス 衣料 塩竃市本町２－１３ 022-365-3536
兄弟屋 兄弟屋 靴 塩竃市本町１－１壱番館１Ｆ 022-362-0291
くろしお クロシオ スポーツ用品 塩竃市北浜４－７１－１０ 022-365-3220
みなとや釣具店 みなとや釣具店 スポーツ用品 塩竃市北浜２丁目１１－１５ 022-366-3709
ホテルグランドパレス塩釜　万里樓 中華料理　万里樓 飲食 塩竃市尾島町３－５ 022-367-3111
ホテルグランドパレス塩釜 ホテルグランドパレス塩釜 ホテル 塩竃市尾島町３―５ 022-367-3111
美容室アシュレ塩釜店 美容室アシュレ塩釜店 美容室 塩竃市尾島町１－１５尾崎ヶ崎共同化ビル２号室 022-365-1270
丸長寿司 丸長寿司 飲食 塩竃市尾島町１１－１６ 022-362-3637
漢方の塩釜芍薬堂薬局 漢方の塩釜芍薬堂 薬局 塩竃市南町５－５－１Ｆ 022-362-7880
ヘア　アトリエ　Ｌａ　Ｎａｔｕｒｅ ヘアアトリエＬａＮａｔｕｒｅ 美容室 塩竃市藤倉３丁目６－２９ 022-355-8445
桜井自動車商会 桜井自動車商会 整備工場 塩竃市杉の入４－２－９ 022-366-2323
きもの工房彩華 きもの工房　彩華 クリーニング 塩竃市新浜町２丁目９－８ 022-290-5681
日産プリンス宮城販売　塩釜店 日産プリンス宮城販売　塩釜店 カーディーラー塩竃市新浜町１－１－１ 022-366-0129
白寿殿　塩釜 白寿殿　塩釜 仏壇・仏具 塩竃市桜ヶ丘２－２７ 022-366-4141
布袋屋 布袋屋 衣料 塩竃市佐浦町７－１２ 022-366-2356
ペットハウス　鈴花 ペットハウス　鈴花 ペット・ペット用品塩竃市港町２丁目３－１６ 022-290-玩具7
ドコモショップ　塩釜店 ドコモショップ　塩釜店 携帯電話 塩竃市港町２－３－１７ 022-363-2030
トラットリア・ブレアマリーナ ブレアマリーナ 飲食 塩竃市港町１－４－１マリンゲート塩釜２Ｆ 022-361-6131
東日本自動車学校 東日本自動車学校 自動車学校 塩竃市月見ヶ丘６－７ 022-362-2292
トヨタレンタリース仙台 トヨタレンタリース仙台塩釜店 レンタカー 塩竃市錦町７－３６ 022-364-0100
美容ファイン 美容室ファイン 美容室 塩竃市宮町８－８ 022-364-2877
シェヌー フランス料理　ＣｈｅｚＮｏｕｓ 飲食 塩竃市海岸通７－２ 022-365-9312
ウィーバー　塩釜店 ウィーバー塩釜店 衣料 塩竃市海岸通５－１１ 022-365-5263
めがね工房しらと めがね工房　しらと メガネ 塩竃市海岸通４－９ 022-363-4010
鐘崎 鐘崎　ビック塩釜店 食品 塩竃市海岸通１５－１００イオンタウン塩釜ショッピングセンタ 022-353-6220
鐘崎 鐘崎　ザ．ビッグ塩釜店 食品 塩竃市海岸通１５－１００イオンタウン塩釜ショッピングセ 022-353-6220
みやぎ生協 みやぎ生協　塩釜栄町店 スーパー 塩竃市栄町９－３７ 022-361-0155
おてんとさん　涌谷店 おてんとさん　涌谷店 ホームセンター遠田郡涌谷町蔵人沖名２２０－２ 0229-44-1320
桜さいだん ｆｌｏｒｉｓｔ　ＳＡＫＵＲＡ 仏壇・仏具 遠田郡涌谷町字六軒町裏１２３－２ 0229-43-6788
桜さいだん サラダ館涌谷店 仏壇・仏具 遠田郡涌谷町字六軒町浦１２３－２ 0229-43-3301
久常薬局 久常薬局 薬局 遠田郡涌谷町字本町８７ 0229-42-2404
黒田呉服店 黒田呉服店 呉服 遠田郡涌谷町字本町８４－６ 0229-42-2237
アサヒ薬局 アサヒ薬局 薬局 遠田郡涌谷町字本町８４－３ 0229-42-2035
涌谷自動車学校 涌谷自動車学校 自動車学校 遠田郡涌谷町字北田９４番地 0229-42-2910
（株）東栄 東栄 整備工場 遠田郡涌谷町字蔵人沖名１２４－１ 0229-42-3939
桜さいだん 桜さいだん 仏壇・仏具 遠田郡涌谷町字新町２５ 0229-44-3222
セイワ物流 セイワ物流 整備工場 遠田郡涌谷町字渋江２０－１ 0229-25-6305
ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ涌谷店 楽器・ＣＤ 遠田郡涌谷町字砂田前２８２ 0229-44-3531
レディースカマタ　ヨークベニマル小牛田店 レディース・カマタ小牛田店 衣料 遠田郡美里町北浦北田７７－１ヨークベニマル小牛田店内 0229-33-3450
（有）平自動車整備工場 平自動車整備工場 整備工場 遠田郡美里町北浦新高橋４１番地 0229-34-2738
菓匠三全 菓匠三全　小牛田ヨークベニマル 食品 遠田郡美里町北浦字北田７７―１ 0229-00-0000
タイヤセンターカサハラ タイヤ館カサハラ　小牛田店 カー用品 遠田郡美里町北浦字天神南１０ 0229-34-3010
（有）平自動車整備工場 （有）平自動車整備工場 整備工場 遠田郡美里町北浦字新高橋４１ 0229-34-2738
コサキ コサキ 衣料 遠田郡美里町南小牛田字町屋敷１３１ 0229-32-2374
やまよし やまよし 呉服 遠田郡美里町字藤ヶ崎町４６－２ 0229-32-2463
アメリカヤ アメリカヤ小牛田店 カメラ 遠田郡美里町字藤ヶ崎町１５ 0229-33-3344
末広堂輪業 末広堂輪業 自転車・バイク伊具郡丸森町字町東６７ 0224-72-1152
サシン自動車 サシン自動車 整備工場 伊具郡丸森町字中島９５番地の３ 0224-72-1745
ビックロード気仙沼 ビックロード気仙沼 カー用品 気仙沼市本郷１１－３ 0226-11-1111


