
エリア 店舗名 業種 店舗住所 電話番号

仙台市青葉区 ディスクノート CD・レンタルビデオ 仙台市青葉区本町２－１９－９－３Ｆ 022-222-2837
エリア ＳＴＯＲＥ１５ＮＯＶ CD・レンタルビデオ 仙台市青葉区本町２丁目１０－６－１Ｆ 022-221-5763

アウトドアグッズあしの豆 アウトドア用品 仙台市青葉区一番町２丁目３－３０ 022-267-3563
器布人 衣料 仙台市青葉区あけぼの町１１－１１ 022-275-2298
ラブズ・ラ・フェイス 衣料 仙台市青葉区一番町１－１１－２３－２０２ 022-214-0048
ブティックＳ・ＴＷＯ 衣料 仙台市青葉区一番町１－５－１６　ＳＥビル１Ｆ 022-721-7234
ハウディ 衣料 仙台市青葉区一番町１丁目１２－３－１Ｆ 022-721-5963
ＵＮＫＮＯＷＮ 衣料 仙台市青葉区一番町１丁目１５－７ 022-265-3635
ヘリテイジストーン　仙台店 衣料 仙台市青葉区一番町２－５－３２－１Ｆ 022-264-2072
ちゃいろい小壜 衣料 仙台市青葉区一番町２－８－４６　青葉通りＭＫビル２Ｆ 022-716-9878
ベアーズ　一番町店 衣料 仙台市青葉区一番町３－１０－２５　一番街ビル２Ｆ 022-711-7055
ＡＧＥＮＴ 衣料 仙台市青葉区一番町３－１０－３－１Ｆ　カワムラビル 022-723-1530
スパーム 衣料 仙台市青葉区一番町３－１０－３－２Ｆ　川村ビル 022-726-4561
ユニゾンプラスシグニフィ 衣料 仙台市青葉区一番町３－１１－１１－２Ｆ 022-214-1566
スピガセレクション仙台店 衣料 仙台市青葉区一番町３－１－２０ 022-222-2105
イブ仙台本店 衣料 仙台市青葉区一番町３－１－２０－２Ｆ 022-224-2552
ベアーズ　レディース店 衣料 仙台市青葉区一番町３―１０―２５　一番街ビル２Ｆ 022-264-6606
ヴティック　キアラ 衣料 仙台市青葉区一番町３－５－１５ 022-213-5710
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
ジャパントータルトリートメント 衣料 仙台市青葉区一番町３－５－７ 022-723-0723
ウィスタリア 衣料 仙台市青葉区一番町３－７－１ 022-261-1378
（有）タスコ 衣料 仙台市青葉区一番町３－７－１ 022-221-0331
スペッチオ 衣料 仙台市青葉区一番町３－７－１ 022-264-1951
ＪＵＮＫＯ　ＳＨＩＭＡＤＡ仙台 衣料 仙台市青葉区一番町３－８－１　ラベルヴィビル１０２ 022-398-7849
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
ストレイジストア 衣料 仙台市青葉区一番町３－８－４　大雅ビル１Ｆ 022-264-3052
ＳＴＯＲＡＧＥ　ＳＴＯＲＥ 衣料 仙台市青葉区一番町３－８－４　大雅ビル１Ｆ 022-264-3052
ＦＡＩＴＨ 衣料 仙台市青葉区一番町３－８－４－１Ｆ 022-214-2377
セレクトショップ　グレース 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目３－１－３Ｆ 022-393-8157
ピア３９ 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目３－２０－１Ｆ 022-267-5883
レオナール 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目３－２６ 022-225-8888
アイシス 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目３－２６高留ビルＢ１Ｆ 022-221-6794
ブランシェ 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目７－１ 022-722-3010
アティック 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目８－１　ラベルヴィビル２Ｆ 022-797-7375
ブティック　ベクトル 衣料 仙台市青葉区一番町３丁目９－１０ 022-211-8850
ｆｒｏｍ　Ｋ 衣料 仙台市青葉区一番町４－５－３０ 022-223-4039
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
リサイクルブティック　エル 衣料 仙台市青葉区宮町３－７－３３ 022-262-2775
ＨＥＭＳＴＩＴＣＨ 衣料 仙台市青葉区国分町１－１－１３－１Ｆ 022-713-7580
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
ＬＩＶＥ　ＳＨＯＰ舎伽 衣料 仙台市青葉区国分町２－１４－２５ 022-265-6858
Ｐｅｅ－Ｋａ－Ｂｏｏ 衣料 仙台市青葉区上杉１－４－１ 022-215-1911
チャップマン 衣料 仙台市青葉区大町１丁目４－１４－２０２ 022-796-1831
Ｍａｒｂｌｅ 衣料 仙台市青葉区大町２－７－１１－１０３ 022-711-5533
ブリコラージュ 衣料 仙台市青葉区大町２－８－２８　カワイビル１－Ａ 022-226-7914
ＡＳＢｅｅ　仙台駅前店 衣料 仙台市青葉区中央１－１０－１０ 022-217-0487
ナノ　ユニバース　ＡＥＲ店 衣料 仙台市青葉区中央１－３－１ 022-723-8041
スルバ　スルビ　ＡＥＲ店 衣料 仙台市青葉区中央１－３－１ 022-723-8061
ＭＡＲＣ　ＪＡＣＯＢＳ仙台店 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－１０　リヴォルーションビル１Ｆ 022-217-2891
ヴィヴィアンウエストウッド 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
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
ＬＥＳ　ＣＯＵＲＥＵＲＳ 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－１０－２Ｆ 022-262-6864
リヴォルーション 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－１０リヴォルーションビル２Ｆ 022-216-1351
ＢＯＵＮＴＹ　ＨＵＮＴＥＲ　Ｓ 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－８　東三番丁ビル１Ｆ 022-721-8173
ＭＭ６ 衣料 仙台市青葉区中央２－１０－８　東三番丁ビル１Ｆ 022-748-7662
ハンフリィズ 衣料 仙台市青葉区中央２－１－１５－１Ｆ 022-261-1815
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
ＢＬＵＥ　ＧＡＴＥ 衣料 仙台市青葉区中央２－３－２２ 022-265-8078
ナノユニバース仙台店 衣料 仙台市青葉区中央２－３－２２ 022-265-0171
さえらブティック　モトキ 衣料 仙台市青葉区中央２－５－１０ 022-222-7748
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
ワイアット 衣料 仙台市青葉区中央２－７－３０－１０６ 022-226-7856
ＣＨＡＭＰ 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２０－２Ｆ　村田ビル 022-265-0630
ＭＡＩＳＯＮ　ＭＡＲＴＩＮ　Ｍ 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２５－２Ｆ 022-723-6684
ＵＮＤＥＲＣＯＶＥＲ　ＳＥＮＤ 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２６　ＨＯビル１Ｆ 022-723-6685
グッドイナフ　アイビー 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２６　Ｎビル１Ｆ 022-721-6121
ＰＥＥＬ＆ＬＩＦＴ 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２６　Ｎビル２Ｆ 022-261-5571
ＳＯＰＨ　ＳＥＮＤＡＩ 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２６　リヴォルーションＨＯビル２Ｆ 022-223-4366
シャフト 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２６－３Ｆ　ＨＯビル 022-722-1553
ＦＯＯＤＥ　ＳＥＮＤＡＩ 衣料 仙台市青葉区中央２－８－２８　Ａ２ビル２Ｆ 022-723-6681
ジャングル 衣料 仙台市青葉区中央２丁目１０－８－２Ｆ 022-211-0129
つきとうさぎ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目１－２７ 022-221-2706
ディーズマーケット　２ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目１－３０　須田ビルＢ１Ｆ 022-215-9310
イブ　ローズ　ジョリビル店 衣料 仙台市青葉区中央２丁目３－６ 022-222-2123
ザ　スーツカンパニー 衣料 仙台市青葉区中央２丁目４－１０ 022-267-7555
ＲＡＦＦＩＳＨ　ＤＯＧ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目６－１４　光翠ビルＢ１Ｆ 022-265-1977
ＫＩＮＧＳ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目６－１９－１Ｆ 022-399-9313
ＡＧＩＴ 衣料 仙台市青葉区中央２丁目６－２２－３Ｆ 022-264-2676
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Ｂ１－１１ 022-266-1518
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
ＳＨＯＰ　ヒロタ 衣料 仙台市青葉区柏木２－６－１９ 022-272-1477
ホズミ 衣料 仙台市青葉区八幡４－３－５ 022-233-1011
パスイット　オン 衣料 仙台市青葉区本町２－１１－２７－１Ｆ 022-223-3654
パス　イット　オン 衣料 仙台市青葉区本町２―１１―２７－２Ｆ 022-216-3640
ＡＮＮＥＴＲＥ 衣料 仙台市青葉区本町２－４－１４　第二遠藤ビル２Ｆ 022-738-8071
ｂｉｓｃｏ 衣料 仙台市青葉区本町２－８－８ 022-721-1477
Ｌａｉｄ　Ｂａｃｋ　Ｔａｙｌｏ 衣料 仙台市青葉区本町２丁目１２－３－１Ｆ 022-398-7966
ＰＲＩＶＩＬＥＧＥ　ＳＥＮＤＡ 衣料 仙台市青葉区本町２丁目４－１８　有楽荘ビル２Ｆ 022-711-2161
メロウ　クラシック 衣料 仙台市青葉区木町５－２９－１Ｆ 022-275-1839
カウンターお野菜天ぷらｍｅｇｏ 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
伊勢屋　クリスロード 飲食 仙台市青葉区中央２－６－７　太田屋ビルＢ１ 022-261-5561
山野愛子どろんこ美容クレスティ エステ・カツラ 仙台市青葉区五橋１－１－５８－３２１ 022-224-2224
タイヤセンターカドワキ カー用品 仙台市青葉区堤通雨宮町２－３７ 022-234-4905
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
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
スクールプラス（株） 各種教室 仙台市青葉区中央２－７－３０　角川ビル６Ｆ 022-261-9869
佐松電話店 家電 仙台市青葉区一番町１－８－３４ 022-227-8080
シーポート 家電 仙台市青葉区東照宮１－１３－３２ 022-728-7237
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
東京屋カバン店 カバン 仙台市青葉区一番町３－６－９ 022-223-3802



コミナト カバン 仙台市青葉区一番町４丁目２－１６ 022-222-3218
ムサシヤ カバン 仙台市青葉区一番町４丁目３－２５ 022-222-3928
㈱丸仙カバン店 カバン 仙台市青葉区中央２－２－２０ 022-222-5800
セザーヌ カバン 仙台市青葉区中央２丁目３－２０ 022-222-8249
フォトテック　一番町店 カメラ 仙台市青葉区一番町４－２－１０　仙台東映プラザ２Ｆ 022-222-3560
ＫＯＳＥＫＩ カメラ 仙台市青葉区一番町４－２－１０－１Ｆ　仙台東映プラザ 022-272-2211
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 022-222-6900
ノア・ビジョン カメラ 仙台市青葉区川平４－３２－１６ 022-279-1291
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
ゴモット・キッチン キッチン用品 仙台市青葉区柏木３丁目７－６ 022-274-3010
こけしのしまぬき ギフト・土産・物産 仙台市青葉区一番町３－１－１７ 022-223-2370
ノースブルック　仙台店 靴 仙台市青葉区中央２－２－２０ 022-223-1048
株式会社　山一商店 呉服 仙台市青葉区一番町３－１－２４ 022-267-1095
ほづみ呉服店 呉服 仙台市青葉区八幡５－６－１２ 022-234-1606
大きな青い馬 雑貨・手芸 仙台市青葉区上杉１－３－１２ 022-261-4784
Ｂｅｓｕｍｏ４２８ 雑貨・手芸 仙台市青葉区中央３－１０－９ 022-263-0429
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
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
ＥＸＴＲＥＭＥ スポーツ用品 仙台市青葉区栗生７－１０－５－１Ｆ 022-391-1245
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
大須賀武道具 スポーツ用品 仙台市青葉区上杉１－１－３６ 022-262-4244
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
Ｂｒｉｄｇｅ スポーツ用品 仙台市青葉区土樋１－１－１０ 022-398-3327
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
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
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
保原屋 陶器 仙台市青葉区一番町３丁目１－２１ 022-223-2867
バイクスポーツイング バイク 仙台市青葉区一番町１丁目１１－２１ 022-266-8770
二輪工房　佐藤 バイク 仙台市青葉区通町２丁目１－３ 022-234-0491
（株）ティーズ バイク 仙台市青葉区八幡３－１－４４ 022-225-2755
ティーズ　センター店 バイク 仙台市青葉区八幡５丁目２－１ 022-727-6737
一番町きじまクリニック 病院 仙台市青葉区一番町３－６－１ 022-222-1071
棚橋よしかつ泌尿器科 病院 仙台市青葉区国分町２－２－１１ 022-722-0028
西隆会　厚生仙台クリニック 病院 仙台市青葉区柏木１－５－４５ 022-727-7668
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
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
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
メガネの相沢 メガネ 仙台市青葉区一番町３－５－６ 022-223-8155
ＡＩＡＩ　４０ メガネ 仙台市青葉区一番町４丁目４－３４ 022-223-9459
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
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
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
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２－１９－１　みやぎ生協桜ヶ丘店内 022-277-7870
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
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２－１１－１ 022-265-7261
りんくすメガネ メガネ 仙台市青葉区中央２－１１－２８－４Ｆ 022-264-1280
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
仙台駅前コンタクト メガネ 仙台市青葉区中央３丁目１－２４　荘銀ビル４Ｆ 022-263-5366
佐幸時計店 メガネ 仙台市青葉区八幡１－３－１１ 022-225-2239
プリンスメガネ メガネ 仙台市青葉区八幡２－２－５ 022-234-9955
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
ゆづりは リサイクル 仙台市青葉区一番町２丁目７－３－１Ｆ 022-265-3013
ブランドコレクション リサイクル 仙台市青葉区一番町４－２－１８ 022-726-1281
うさぎ舎 リサイクル 仙台市青葉区国分町２－１４－２５ 022-214-2276
リサイクルＨｏｕｓｅ　チンパン リサイクル 仙台市青葉区春日町３－３１ 022-214-2662
ディスカウント百貨　うつぼ リサイクル 仙台市青葉区中央３丁目１－１１ 022-223-1817
ディスカウント百貨うつぼ　楽器 リサイクル 仙台市青葉区中央３丁目１－１１ 022-222-9232
リサイクルショップ　アベル リサイクル 仙台市青葉区本町１－１２－３１－１Ｆ 022-265-8637
新富寿司 飲食 仙台市青葉区一番町２丁目４－１２ 022-222-2594
南欧バル　イナトーラ 飲食 仙台市青葉区一番町４－３－２２－１Ｆ 022-723-4611
ハミングバードヴェッキオ 飲食 仙台市青葉区一番町４－３－２２－２Ｆ 022-723-4501
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
Ｃｏｓｔｅｒｉａ 飲食 仙台市青葉区一番町４丁目２－１３－１Ｆ 022-302-5730
仙台ほむら 飲食 仙台市青葉区中央１－８－２２ 022-214-4210
炉地ＢＡＲ　八兵衛 飲食 仙台市青葉区中央３－１－１４－１Ｆ 022-796-7029
炙屋十兵衛　二日町本店 飲食 仙台市青葉区二日町１８－１１ 022-222-2311
ハミングバード本町店 飲食 仙台市青葉区本町２－６－１６ 022-225-0521
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
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
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
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
（株）ひらがコーポレーション 化粧品 仙台市青葉区中央２丁目１－１５ 022-222-0158
化粧品のかつら 化粧品 仙台市青葉区東照宮１丁目７－１２ 022-271-4002
ロンロン 化粧品 仙台市青葉区柏木２－５－３０ 022-272-6004
ビューティーショップそがわ 化粧品 仙台市青葉区木町通２－４－３６　木町パールハイツ１Ｆ 022-234-5035
スキンケア＆メイク　ストーリー 化粧品 仙台市青葉区落合１－１４－３８－１０１ 022-391-8774
ｍｏｎｍａｙａ　ＥＤＩＴＩＯＮ 家具 仙台市青葉区大町１－２－１ 022-302-7527
ステージ 家具 仙台市青葉区二日町８－６ 022-227-5846
インテリア美術館　ステージ 家具 仙台市青葉区二日町８－６ 022-227-3201
ＦＡＩＴＨ 家具 仙台市青葉区北目町２－３９　東北中心ビル１Ｆ 022-265-4733
ユノメ家具本店 家具 仙台市青葉区本町２－７－３ 022-225-8321
家具の橋本 家具 仙台市青葉区本町２丁目８－７ 022-222-7686
スポットライトギャラリー 絵画・画廊・額縁 仙台市青葉区一番町４丁目５－７　三星ビル２Ｆ 022-264-4610
えかきや画材 絵画・画廊・額縁 仙台市青葉区春日町３－８ 022-252-7647
三立　仙台本店 楽器 仙台市青葉区一番町１－１２－２３ 022-265-6211
サンリツ　仙台本店 楽器 仙台市青葉区一番町１－１２－２３ 022-265-6211
㈱白牡丹 玩具 仙台市青葉区一番町３－１０－２０ 022-222-4963
ハッシュパピー仙台店 靴 仙台市青葉区一番町４－９－１ 022-261-4103
スギモトヤ 靴 仙台市青葉区一番町４丁目３－３０ 022-222-3988
ドクターマーチン　仙台 靴 仙台市青葉区中央２丁目１－３０　須田ビル１Ｆ 022-217-1192
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
マグナム 携帯電話 仙台市青葉区小松島３－４－５ 022-301-2220
ドコモショップアエル 携帯電話 仙台市青葉区中央１－３－１　ＡＥＲ１Ｆ 022-267-9289
きもの彩せ 呉服 仙台市青葉区一番町１丁目６－２１ 022-224-8652
二幸和の風工芸館 呉服 仙台市青葉区一番町３－３－６　星和仙台ビル１Ｆ 022-225-1164
三浦染物店 呉服 仙台市青葉区支倉町２－２６ 022-223-1309
Ｃｒｉｓｐ　Ｌｉｐ 雑貨・手芸 仙台市青葉区一番町３－１１－７－Ｂ１Ｆ 022-266-6730
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１Ｆ 022-713-1633
セラヴィ 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
ラーレパサージュ 雑貨・手芸 仙台市青葉区支倉町２－５０－１Ｆ 022-711-5674
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ーク１Ｆ 022-714-3033



趣味の店ちさ 雑貨・手芸 仙台市青葉区大町１丁目３－９　加藤ビル１Ｆ 022-222-0762
（株）木村屋 雑貨・手芸 仙台市青葉区中央２－４－８ 022-224-1108
荒岩本店 雑貨・手芸 仙台市青葉区中央２－６－１０ 022-715-9810
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
ＨＡＩＧＨＴ 雑貨・手芸 仙台市青葉区本町１－１３－２６ 022-797-7139
クロワッサンの店　仙台店 雑貨・手芸 仙台市青葉区木町通１－６－２４ 022-211-9683
ウオッチコレクショングラッツェ 時計・宝石 仙台市青葉区一番町３－１０－２５ 022-267-0001
ドゥエ 時計・宝石 仙台市青葉区一番町３－６－１２ 022-223-4840
アレックス 時計・宝石 仙台市青葉区一番町３－６－１３ 022-223-5270
Ｓｔｏｒｙ　仙台店 時計・宝石 仙台市青葉区一番町３－８－８　一番町ステア２Ｆ 022-722-8650
ジュエルキラ 時計・宝石 仙台市青葉区大町２丁目３－１１　レイトンビル１Ｆ 022-267-6018
カチナ　トレーディング 時計・宝石 仙台市青葉区中央２－１－１５－３０８ 022-262-8212
㈱インタージェム 時計・宝石 仙台市青葉区中央２－１－５－７Ｆ 022-222-7368
三原堂 時計・宝石 仙台市青葉区中央２丁目５－２ 022-262-0290
時計のアカシヤ 時計・宝石 仙台市青葉区中央３丁目８－５－２Ｆ 022-264-8040
ジャッジ 時計・宝石 仙台市青葉区東照宮１丁目７－１１ 022-234-5400
ジュエリーバンク 時計・宝石 仙台市青葉区二日町１１－３　服部ビル 022-221-4311
シクロ　ヤマグチ 自転車 仙台市青葉区大町２丁目１５－４０ 022-223-1618
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
阿部蒲鉾店　吉成店 食品 仙台市青葉区吉成１丁目１７－９ 022-278-8662
阿部蒲鉾店本店 食品 仙台市青葉区中央２－３－１８ 022-222-6455
阿部蒲鉾本店　新伝馬町　さゝぶ 食品 仙台市青葉区中央２丁目３－１８ 022-225-3325
ふとんの菅野 寝具 仙台市青葉区宮町２丁目２－３ 022-222-7727
大江屋綿店 寝具 仙台市青葉区中央２－２－２８ 022-223-2977
（株）佐善商店　折立ＳＳ 整備工場 仙台市青葉区郷六字石山２２－１ 022-226-1005
岡本電装 整備工場 仙台市青葉区上愛子字車５７－１３ 022-392-4134
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
（株）佐善商店　車検倶楽部仙台 整備工場 仙台市青葉区折立１－２－１７ 022-302-2161
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
ハナサク　小町店 生花 仙台市青葉区一番町３－１－１５　巴屋ビル１Ｆ 022-215-3387
ハナサク　４Ｌｅａｆ店 生花 仙台市青葉区一番町４－４－２５ 022-224-8739
ガーデンガーデン 生花 仙台市青葉区上愛子蛇台原６２－５ 022-391-8717
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
フラワーギフト　ハナムラ 生花 仙台市青葉区片平１－１－１１－１Ｆ　カタヒラビル 022-268-5432
ハナサク　本店 生花 仙台市青葉区本町１丁目１３－２３ 022-265-8739
ポケモンセンタートウホク　 大型店 仙台市青葉区中央１－３－１　ＡＥＲ３Ｆ 022-716-6870
ラコステ　AER店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8007
レイジースーザン　AER店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8034
ホシヤマ珈琲店　AER店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8111
ノーリーズ　AER店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8027
キャサリンロス　仙台アエル店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8070
カリス成城 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8009
ユニクロ仙台アエル店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-726-7845
ストラ 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8022
スターバックスコーヒー 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8039
ファンケル 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8010
アエル 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8000
ルーニィ 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8163
ヴァサラロード 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-265-0551
プライド 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8351
フレディ＆グロスター 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8060
ローラアシュレイ　AER店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8006
ｋｅｔｔｙ　ｃｈｅｒｉｅ 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8035
ビルケンシュトック　AER店 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8025
ビアッジョブルー 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8066
リッカティル 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8230
ル・プチ・プランス 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8040
ナノ・ユニバース 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8041
オフィスベンダー文具の杜 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8020
スルバスルビ 大型店 仙台市青葉区中央１丁目３－１ 022-723-8061
ラウドミュージアム 男性既製服 仙台市青葉区一番町１－１１－１２－１Ｆ 022-214-5658
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
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
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
ギャルリ　アルブル 陶器 仙台市青葉区一番町１－１１－２７－１Ｆ 022-221-7117
光原社 陶器 仙台市青葉区一番町１丁目４－１０ 022-223-6674
鈴喜陶器店 陶器 仙台市青葉区一番町３丁目８－１４ 022-222-5740
東北工芸 陶器 仙台市青葉区上杉３－３－２０　ユナイト上杉ビル１Ｆ 022-222-5401
松枝祥美堂 陶器 仙台市青葉区本町１丁目１０－１９ 022-225-8781
菊葬会館 仏壇・仏具 仙台市青葉区本町２－１９－１５ 022-263-3457
精幸堂 文具・印鑑 仙台市青葉区中央２丁目５－１０ 022-223-2053
赤井沢　雨宮店 文具・印鑑 仙台市青葉区堤通雨宮町２－２０ 022-233-7077
オフィスベンダー南吉成本店 文具・印鑑 仙台市青葉区南吉成６丁目１－１ 022-277-7611
西堀薬局 薬局 仙台市青葉区一番町４－１１－１－１０５ 022-222-4080
ミドリ調剤薬局公済病院前店 薬局 仙台市青葉区国分町２－３－８ 022-223-4414
おいで薬局　仙台店 薬局 仙台市青葉区上杉１－９－１４ 022-265-7755
桜井薬局 薬局 仙台市青葉区中央２－５－１０ 022-222-4630
北京懐仁堂漢方薬局 薬局 仙台市青葉区木町通２丁目１－６０－１Ｆ 022-718-5858
桃苑堂薬局 薬局 仙台市青葉区立町２７－２１　橋本ビル１Ｆ 022-221-7157
浅久履物店 履物 仙台市青葉区一番町４－２－１４ 022-222-5344
ますや履物店 履物 仙台市青葉区一番町４丁目５－１０ 022-223-7681
ヘアメイクアトリエ 理容・美容 仙台市青葉区愛子東１－５－２８ 022-392-1739
ＲＡＶＩＲ　ＥＳＴＨＥ’ＣＯＣ 理容・美容 仙台市青葉区旭ヶ丘１－１８－２０ 022-272-4422
美容室　リファイン　ルッソ店 理容・美容 仙台市青葉区旭ヶ丘３－９－１旭ヶ丘グランツ１Ｆ 022-273-3565
ヘアメイクアンジ 理容・美容 仙台市青葉区一番町１－１３－１６　ノザワビル２Ｆ 022-268-3266
レブロン 理容・美容 仙台市青葉区一番町１－４－２６　Ｓ・Ａルミナビル４Ｆ４０２ 022-738-9548
ＡＰＡＣＨＥ 理容・美容 仙台市青葉区一番町１－６－２２　シャンボール一番町４０２ 022-264-2017
サロン・ド・ラン 理容・美容 仙台市青葉区一番町２－７－７－５Ｆ 022-262-2910
Ａｎｌｉ 理容・美容 仙台市青葉区一番町３－１－１８　しまぬきビル４Ｆ 022-797-7084
Ｆｌｉｃｋａ（フリッカ） 理容・美容 仙台市青葉区一番町３丁目１－１６－４Ｆ 022-264-7883
ヘアーメイクヘッズ 理容・美容 仙台市青葉区一番町３丁目３－２５ 022-267-2822
ｇｉｓｅｌｅ 理容・美容 仙台市青葉区一番町３丁目４－３　ＩＮＤＥＸビル２Ｆ 022-748-5211
Ｌｙｒｉ 理容・美容 仙台市青葉区一番町４－９－１８－２Ｆ 022-398-4269
Ｈａｉｒ　Ｍｉｅｌ 理容・美容 仙台市青葉区一番町４丁目７－１　小西ビル３Ｆ 022-214-2225
ヘアメイク　ココロ 理容・美容 仙台市青葉区吉成１丁目４－２１－１Ｆ 022-303-3122
ヘアーフェロー 理容・美容 仙台市青葉区宮町４－５－５４ 022-264-5657
ヘアーメイクＳＫＢ 理容・美容 仙台市青葉区錦町１－１－２ 022-222-2212
アストリア栗生 理容・美容 仙台市青葉区栗生７－４－１－１０２ 022-392-1662
ファッションスタジオ　サム 理容・美容 仙台市青葉区荒巻神明町２５－６ 022-271-6987
ヘアーシュガー 理容・美容 仙台市青葉区国見ヶ丘１－９－８ 022-308-8777
Ｂｌｕ　ｄｉｒｉｔｔｏ 理容・美容 仙台市青葉区国分町１－６－１５　ＯＫＵＤＡビル３Ｆ 022-268-7292



フィーカヘアバイフェリーチェ 理容・美容 仙台市青葉区国分町１－６－５－２Ｆ 022-261-8525
メイティ・ヘアー 理容・美容 仙台市青葉区国分町３－１－１２　山下ビル３Ｆ 022-216-3354
Ｓｏｒａ　ｈａｉｒ－ｒｅｌａｘ 理容・美容 仙台市青葉区国分町３－８－１－３Ｆ　勾当台ビル 022-262-3525
ヘアサルーン　ジゴレッタ 理容・美容 仙台市青葉区国分町３－９－２－２Ｆ 022-268-3898
Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｏａｎ 理容・美容 仙台市青葉区国分町３－９－９ 022-213-7737
美容室ビューティワン 理容・美容 仙台市青葉区桜ヶ丘４－８－１５ 022-277-3044
ｇａｌａｎｔ 理容・美容 仙台市青葉区小松島４－２４－１５ 022-274-2370
ファミリーヘアサロンなかむら 理容・美容 仙台市青葉区昭和町２－３６ 022-271-1924
ｍｉｅｕｘ北仙台 理容・美容 仙台市青葉区昭和町５－２９ 022-272-4566
プラスパヘア 理容・美容 仙台市青葉区上愛子字上町１３－１ 022-391-0575
ｇｌａｍｏｕｒ 理容・美容 仙台市青葉区上杉１―６―１０　仙台北辰ビル１Ｆ 022-211-9261
ＳＯＵＬ　ＵＰＳ 理容・美容 仙台市青葉区上杉１－３－１２ 022-211-5847
イマージュコントロール 理容・美容 仙台市青葉区上杉１－７－２０－２Ｆ 022-213-6141
ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｕｎ 理容・美容 仙台市青葉区台原５－１８－２４　アイショウプラザ１Ｆ 022-728-1361
ビューティサロン　ミスマリア 理容・美容 仙台市青葉区大手町４－４５ 022-267-3801
サロンドファヴォリ 理容・美容 仙台市青葉区大町１－２－１８　クエストワン１Ｆ 022-346-6626
ピュア　フット 理容・美容 仙台市青葉区中央１－１０－１０－Ｂ２Ｆ 022-712-8601
フェイス　デコレーションズ 理容・美容 仙台市青葉区中央１－６－２５　東映堂仙台ビル２Ｆ 022-265-5753
アール 理容・美容 仙台市青葉区中央２－１１－１　ピーサンビル 022-217-0868
インディビ　デュアル 理容・美容 仙台市青葉区中央２－１１－２２　斉藤ビル１Ｆ 022-213-1788
リフレクソロジーサロンクアハー 理容・美容 仙台市青葉区中央２－６－１０－２Ｆ 022-715-9810
クープ　美容室 理容・美容 仙台市青葉区中央２－６－１２－２Ｆ　光翠 022-265-1930
Ｎｏｖｅｌ 理容・美容 仙台市青葉区中央２－６－３２　ダイヤクレストビル３Ｆ 022-265-0770
Ｄｅｖｅｌｌｏｐｅ． 理容・美容 仙台市青葉区中央２－７－１５　ＣＯＸビル２Ｆ 022-797-0797
ＯＭＵ　ＨＯＮＴＥＮ 理容・美容 仙台市青葉区中央２－８－１１　ホテルプレミアムグリーンヒルズ 022-268-8230
ＯＭＵ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ本店 理容・美容 仙台市青葉区中央２－８－１１－２Ｆ 022-268-8230
美容室９Ａ 理容・美容 仙台市青葉区中央２丁目６－１０ 022-265-3474
ＯＭＵ　ＡＯＢＡＤＯＲＩ 理容・美容 仙台市青葉区中央３丁目５－１－４Ｆ 022-266-5778
ビューティサロン　フレンド 理容・美容 仙台市青葉区中山４－１４－６ 022-278-4131
プレミアムガーデン 理容・美容 仙台市青葉区中山吉成１－６６－１７ 022-303-1066
美容室ぷりずむ 理容・美容 仙台市青葉区通町１丁目６－１２－２０３ 022-274-1848
蛍火 理容・美容 仙台市青葉区通町２－３－１１ 022-274-5215
髪染館 理容・美容 仙台市青葉区堤通雨宮町４－１０　ＡＰＰＬＥビル 022-342-1129
コンフォート 理容・美容 仙台市青葉区南吉成１－１６－３　ｆｅｅｌ．ａ内 022-719-2777
ラヴィールエステＣＯＣＯ 理容・美容 仙台市青葉区八幡２－３－４ 022-272-6375
ヘアーアレンジメントパーラーＵ 理容・美容 仙台市青葉区八幡４－２－１　早美ビル１Ｆ 022-272-7786
Ｌｅ・ｍｉｅｕｘ 理容・美容 仙台市青葉区八幡４－２－８－１Ｆ 022-725-3299
Ｆｕｎｎｙ　ｆａｃｅ 理容・美容 仙台市青葉区本町２－１７－１　本町Ｎビル２０３ 022-302-5775
Ｒｏｏｍ 理容・美容 仙台市青葉区本町２丁目１９－９－４Ｆ 022-398-6412
カシェット 理容・美容 仙台市青葉区木町１０－８－１Ｆ 022-717-4481
サロンドヒロアイリー 理容・美容 仙台市青葉区木町通２－５－３２ 022-274-3773
ａｔｅｌｉｅｒ　Ｖｉｓｓｅ 理容・美容 仙台市青葉区落合５－１－１０ 022-391-7888
ＰＯＬＫＡ　ＤＯＴ 理容・美容 仙台市青葉区立町２６－１７ 022-263-8676

仙台市泉区 ヨークベニマル泉古内店内ｎｅｘ 衣料 仙台市泉区古内坂ノ上１－２３ 022-377-4807
エリア 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

シラタ 衣料 仙台市泉区高森３－４－２７６ 022-378-0297
ＴＩＭＥ＆ＴＩＤＥ　ＳＥＬＶＡ 衣料 仙台市泉区泉中央１－４－１ 022-374-8301
ビーシック　セルバ店 衣料 仙台市泉区泉中央１－４－１　セルバ３Ｆ 022-371-0138
ピピィアンドリリィ 衣料 仙台市泉区泉中央１丁目４－１　セルバ２Ｆ 022-776-1339
リアルムーン仙台泉店 衣料 仙台市泉区泉中央３－３７－１ 022-772-5550
エフワン泉大沢 衣料 仙台市泉区大沢１－５－１－１Ｆ 022-772-7849
マリアーノ 衣料 仙台市泉区長命ケ丘４丁目１７－１８ 022-378-5576
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
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
オー・ルージュ 衣料 仙台市泉区八乙女中央１丁目６－１５－２Ｆ 022-772-3755
タイヤボックス仙台 カー用品 仙台市泉区松森後田６２－１ 022-344-7104
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
イエローハット長命ヶ丘店 カー用品 仙台市泉区長命ヶ丘２－２０－１ 022-377-1773
イエローハット泉バイパス店 カー用品 仙台市泉区天神沢１－３－１４ 022-372-8060
イエローハット八乙女店 カー用品 仙台市泉区八乙女２－３－４ 022-371-1836
アップガレージ仙台八乙女店 カー用品 仙台市泉区八乙女２－３－４－２Ｆ 022-371-1882
（有）信光電気商会 家電 仙台市泉区南光台南３－１－５ 022-251-1765
東北カレンダーギフト ギフト・土産・物産 仙台市泉区泉中央１丁目３３－７ 022-372-2494
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
サロンドカフェマンナ 雑貨・手芸 仙台市泉区将監１２－１１－５ 022-373-1275
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
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
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
リトミック その他 仙台市泉区歩坂町６０－８ 022-375-5388
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３－１３ 022-773-7081
ワイワイペット　泉大沢店 ペット・ペット用品 仙台市泉区大沢１－５－１　イオン泉大沢ＳＣ内 022-355-8941
ドック゛　タイム ペット・ペット用品 仙台市泉区南中山２－３７－２ 022-348-2526
ダイシン　桂店 ホームセンター 仙台市泉区桂１丁目１６－７ 022-375-0062
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
（株）南光台金物　松森支店 ホームセンター 仙台市泉区松森字刺松９－４ 022-375-5530
南光台金物　長命ヶ丘支店 ホームセンター 仙台市泉区長命ヶ丘３－３－１６ 022-378-4175
（株）南光台金物　本店 ホームセンター 仙台市泉区南光台南１丁目１－９ 022-251-0088
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丁目３２－１ 022-277-1815
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
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
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
リサイクル店得　泉店 リサイクル 仙台市泉区泉ヶ丘１－２－１５９－１ 022-371-2835
ＡＱＵＡＮ リサイクル 仙台市泉区泉中央１丁目１３－６ 022-771-6505
お洒落クラブ 化粧品 仙台市泉区南光台東１－５３－１５ 022-252-3327
Ｋ’ｓアンティーク 家具 仙台市泉区高森６－８－４ 022-343-0441
三立　ピアノパーク 楽器 仙台市泉区泉中央２－２－６ 022-374-5700
ナカムラ模型 玩具 仙台市泉区松森字沢目１－２ 022-372-1818
ノダヤ 玩具 仙台市泉区南光台南１－３－１１ 022-251-0748
イワマ靴店　泉中央店 靴 仙台市泉区泉中央１－５－１　アリオ仙台泉２Ｆ 022-374-8627
ポートランド 雑貨・手芸 仙台市泉区館６－１４－８ 022-379-5003
手づくりハウス　ムラカミ 雑貨・手芸 仙台市泉区市名坂７０ 022-372-3442
コットンフィールズ 雑貨・手芸 仙台市泉区南中山２－４２－１ 022-739-7181
ジゥエルタイム　泉本店 時計・宝石 仙台市泉区上谷刈１丁目６－８ 022-372-7733
ダイシャリン　長命ヶ丘店 自転車 仙台市泉区長命ヶ丘３－２－１１ 022-378-2965
ダイシャリン　泉店 自転車 仙台市泉区天神沢１－２－１ 022-373-6898
阿部蒲鉾店　ヨーク市名坂店 食品 仙台市泉区市名坂字中道１００－９ 022-773-5933
阿部蒲鉾店　泉インター店 食品 仙台市泉区七北田字新田３－１ 022-372-1288
阿部蒲鉾店　泉中央店 食品 仙台市泉区泉中央２丁目２－２ 022-372-7554
阿部蒲鉾店　南光台店 食品 仙台市泉区南光台東１丁目１－２２ 022-251-0231
横山かまぼこ店 食品 仙台市泉区南光台南３－１４－３２ 022-251-3211
阿部蒲鉾店　お客様相談室 食品 仙台市泉区明通４－１０ 022-378-3700



寝装の山田 寝具 仙台市泉区将監７丁目１－１４ 022-373-0276
さいくるしょっぷＹＡＭＡＣＨＯ 整備工場 仙台市泉区高森４－２－２８８ 022-378-0632
花の店　アキフロリスト 生花 仙台市泉区八乙女中央１丁目４－２０ 022-371-6222
グリーンスポット 生花 仙台市泉区福岡字藤沢１３ 022-379-7654
陶空間　一寸法師 陶器 仙台市泉区松森字前田６７－８ 022-771-5773
京雅堂 陶器 仙台市泉区南光台東１－５２－２４ 022-252-5211
セント動物病院 動物病院 仙台市泉区高玉町８－８ 022-772-2240
ほこだて仏光堂　仙台泉店 仏壇・仏具 仙台市泉区高玉町２－２３ 022-773-6064
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１－１２ 022-773-4424
つばさ薬局　泉店 薬局 仙台市泉区長命ヶ丘２丁目２－１９ 022-746-7505
アリスワールド本店 理容・美容 仙台市泉区向陽台２－２１－５ 022-772-2625
ＡＬＩＣＥ　ＷＯＲＬＤ　泉店 理容・美容 仙台市泉区向陽台２丁目２４－３２ 022-371-2281
ヘアーアンドメイク　ユニキス 理容・美容 仙台市泉区高玉町３－６　Ｓｏｌｅ高玉１０２ 022-341-4738
ヘアメイクドロップ 理容・美容 仙台市泉区七北田字町２５－１０１ 022-218-7652
ヘアメイクアヴァンセ　泉中央店 理容・美容 仙台市泉区泉中央２丁目１７－３－１０３ 022-218-3403
ＣＬＡＳＳ 理容・美容 仙台市泉区泉中央３－３４－５　グランドール泉中央００２号 022-776-2660
インディアン　ハーツ 理容・美容 仙台市泉区長命ケ丘１丁目９－１０ 022-342-6866
美容室ライズ 理容・美容 仙台市泉区南光台２－１５－１－１Ｆ 022-718-2333
ヘアー＆メイク　ファンファン 理容・美容 仙台市泉区南光台７－１２－１０ 022-253-2587
Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｌｉｅｎ 理容・美容 仙台市泉区南光台南３丁目１－５　信光ビル１Ｆ 022-251-8131
サロンドグラース 理容・美容 仙台市泉区南中山２－３９－１ 022-344-6698
ＣＬＡＳＳ　ｌｉｎｏ 理容・美容 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
ｃｈｉｃ　ＨＡＩＲ 理容・美容 仙台市泉区八乙女中央２－１－１５ 022-773-4266

仙台市宮城野区 ＴＳＵＴＡＹＡヨークタウン新田 CD・レンタルビデオ 仙台市宮城野区新田東３－１－５ 022-232-6005
エリア ＴＳＵＴＡＹＡ田子店 CD・レンタルビデオ 仙台市宮城野区田子２－４１－３１ 022-387-1677

ストーク アウトドア用品 仙台市宮城野区小鶴２丁目１－６ 022-252-9588
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
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 022-293-5565
人形の家 衣料 仙台市宮城野区新田１－８－２９ 022-239-5960
レディース・カマタ　セラビ幸町 衣料 仙台市宮城野区大梶７－１０ 022-257-3470
コンパス幸町店 衣料 仙台市宮城野区大梶７－１０　セラビ幸町２Ｆ 022-295-0035
ＭＡＲＫＳＴＡＧＥ 衣料 仙台市宮城野区福室４丁目１８－４５ 022-259-3591
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
ｃｈａｎｔｏ 衣料 仙台市宮城野区名掛丁１１９－３－１Ｆ 022-293-3639
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
仙台タイヤ カー用品 仙台市宮城野区扇町５丁目６－４ 022-284-7160
イエローハット東仙台店 カー用品 仙台市宮城野区燕沢東１丁目５－１０ 022-388-1212
ＪＲエフタイヤストックセンター カー用品 仙台市宮城野区宮城野３－３－１ 022-291-5933
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６－９ 022-231-0547
タイヤサービス仙台港店 カー用品 仙台市宮城野区中野２－１－３ 022-254-0131
ユーデン 家電 仙台市宮城野区新田２－１－２７ 022-238-8088
写真・ミナカワ カメラ 仙台市宮城野区宮城野１丁目７－５－１Ｆ 022-256-0346
望月人形店 玩具 仙台市宮城野区出花２丁目７１－２３ 022-258-9031
喜銀 雑貨・手芸 仙台市宮城野区五輪１－１１－１２ 022-290-6301
武者わた　原町店 寝具 仙台市宮城野区原町２丁目５－３８ 022-256-5960
菅井寝具店 寝具 仙台市宮城野区福田町４－７－１ 022-258-0840
ｍ－ＩＮＧサーフショップ スポーツ用品 仙台市宮城野区岡田字岡田前１４１３－１３ 022-786-8190
サーファーズアイランド スポーツ用品 仙台市宮城野区蒲生字竹の内１２８－１ 022-259-7717
ＢＡＲＥ　ＦＯＯＴ　ＳＵＲＦ スポーツ用品 仙台市宮城野区蒲生竹ノ内１２８－２ 022-259-8641
三徳屋釣具店 スポーツ用品 仙台市宮城野区鉄砲町１２２　ダイアパレス榴岡２１０１ 022-256-1601
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
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
ヒロスポーツ スポーツ用品 仙台市宮城野区名掛丁１１９－７ 022-257-0304
ベルマリエ千登勢 その他 仙台市宮城野区松岡町５７－２ 022-299-4663
仙台東ライダース バイク 仙台市宮城野区出花２丁目８－８ 022-254-0579
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
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
メガネの相沢　幸町セラビ店 メガネ 仙台市宮城野区大梶７－１０ 022-257-1356
メガネの相沢　仙台港店 メガネ 仙台市宮城野区中野字出花２２８ 022-786-3603
タカジンコンタクト メガネ 仙台市宮城野区二の森１２－５０ 022-295-7131
五十嵐商事 リサイクル 仙台市宮城野区銀杏町４１－１２ 022-299-3345
創庫生活館　中野栄店 リサイクル 仙台市宮城野区出花１丁目１５５－１ 022-786-4153
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
ユノメ家具Ｚ福田町店 家具 仙台市宮城野区扇町５－１１－５ 022-284-5164
らら・いわて仙台店 家具 仙台市宮城野区榴岡４丁目４－８－１Ｆ 022-355-2206
ドコモショップ仙台東口店 携帯電話 仙台市宮城野区榴岡２－１－２５－１Ｆ 022-292-5717
橋本商店 時計・宝石 仙台市宮城野区原町２丁目４－３３ 022-291-7766
三嶋輪業商会 自転車 仙台市宮城野区原町３丁目２－４４ 022-256-7251
ダイシャリン　東仙台店 自転車 仙台市宮城野区新田３－２１－１ 022-284-0679
カネサ藤原屋 食品 仙台市宮城野区苦竹３－４－５ 022-239-2323
ワインハウス　ブウション 食品 仙台市宮城野区元寺小路２１０ 022-257-2332
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
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
Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ 整備工場 仙台市宮城野区宮城野１丁目１１－１２－１０５ 022-293-0771
丸幸自動車工業 整備工場 仙台市宮城野区扇町３丁目８－２８ 022-232-5505
二壽商事 整備工場 仙台市宮城野区扇町４丁目１－１６ 022-235-1366
粧や 整備工場 仙台市宮城野区扇町７－７－２０ 022-353-6686
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　菅野工場Ａ－１０３ 022-387-6013
有）パール自動車 整備工場 仙台市宮城野区中野字牛小舎２３－１２ 022-258-5106
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丁目３－３ 022-388-8353
ハナサク　アバイン店 生花 仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－８－１ 022-252-1087
仙台獣医師会夜間救急動物病院 動物病院 仙台市宮城野区小田原山本丁１００－１０　雲野ビル１Ｆ 022-292-3299
白寿殿　岩切 仏壇・仏具 仙台市宮城野区岩切字青津目１２４－１ 022-255-4141
オフィスベンダー中野店 文具・印鑑 仙台市宮城野区中野字寺前６８－１０ 022-387-8222
二宮薬局 薬局 仙台市宮城野区平成２丁目１５－１５ 022-237-1416
ユキ美容室 理容・美容 仙台市宮城野区栄２－２－２１ 022-258-4601
フォールスヘアー 理容・美容 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
ビューティーハウス　ボージェス 理容・美容 仙台市宮城野区宮城野２丁目７－２－１Ｆ 022-299-2532
ｌｏｊｉ　ｈａｉｒ 理容・美容 仙台市宮城野区宮千代３－２－６－２Ｆ 022-237-6033
ヘアメイク　サンクチュアリ 理容・美容 仙台市宮城野区原町１丁目３－２１－１Ｆ 022-792-2540
美容室　ブランチェ　原町本店 理容・美容 仙台市宮城野区原町３丁目１－１－１Ｆ 022-257-5455
ヘアーファクトリー　グリーム 理容・美容 仙台市宮城野区原町５－３－４６ 022-299-0070
ヘアーメイク　シャルム 理容・美容 仙台市宮城野区高砂１丁目１７－２３ 022-781-8310
ｍｏｄｅｒｎ　ｃｒａｆｔ　新田 理容・美容 仙台市宮城野区新田東５丁目１３－１ 022-782-7703
ヘアメイクアーク　幸町店 理容・美容 仙台市宮城野区大梶７－１０－２Ｆ 022-293-3383
カットハウス　スタート 理容・美容 仙台市宮城野区福室５丁目１－２２－１０１ 022-254-9339
Ｏｎｅ　Ｎａｔｉｏｎ 理容・美容 仙台市宮城野区榴岡１－６－２１　ＩＭビル２０１ 022-253-6273
ａｔｅｌｉｅｒ　Ｖｉｓｓｅ東口 理容・美容 仙台市宮城野区榴岡２－１－１５－２Ｆ 022-349-5712
アレーズ　フォーヘアー 理容・美容 仙台市宮城野区榴岡３丁目１０－１５－１Ｆ 022-293-0677
ＣＯＲＣＯＶＡＤＯ 理容・美容 仙台市宮城野区榴岡４丁目５－８－２Ｆ 022-290-3926
リトルニュース 理容・美容 仙台市宮城野区榴岡５－１２－３６－１０５ 022-299-6304



仙台市若林区 ＴＳＵＴＡＹＡやまとまち店 CD・レンタルビデオ 仙台市若林区中倉３－１７－５０ 022-782-6133
エリア マルホン 衣料 仙台市若林区卸町２丁目８－４ 022-235-5161

マルホン（株）フラット課 衣料 仙台市若林区卸町２丁目８－４ 022-235-5161
ジージー河原町店 衣料 仙台市若林区河原町１－４－３７ 022-266-3780
ジーンズショップ　ボイス 衣料 仙台市若林区河原町１丁目１－２ 022-264-4805
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
上野屋　白萩店 衣料 仙台市若林区白萩町２９－１８ 022-237-7557
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
イエローハットやまとまち店 カー用品 仙台市若林区一本杉町４２－１８ 022-283-3431
スクラッチ カー用品 仙台市若林区卸町東１丁目４－３３ 022-238-0101
イエローハット仙台バイパス店 カー用品 仙台市若林区大和町５－３０－７ 022-782-1801
アップガレージ仙台店 カー用品 仙台市若林区六丁の目東町１－５ 022-390-1182
イエローハット六丁の目店 カー用品 仙台市若林区六丁の目北町１－８０ 022-287-1621
（株）まるず家具店 家具 仙台市若林区南鍛冶町１０７ 022-227-1466
丸正ふとん店 寝具 仙台市若林区河原町２－１５－６ 022-223-9274
サイカワスポーツ スポーツ用品 仙台市若林区伊在字東通３０ 022-287-1007
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
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
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
いさご スポーツ用品 仙台市若林区土樋２７０－１ 022-262-2562
ＴＵＳＫ　ＳＵＲＦＢＯＡＲＤＳ スポーツ用品 仙台市若林区六丁の目南町１－１６ 022-390-7855
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
東北村繊 男性注文服 仙台市若林区中倉２丁目２０－７ 022-235-0537
宮城輪業㈱ バイク 仙台市若林区新弓ノ町４７ 022-211-0760
仙台中央病院 病院 仙台市若林区新寺３－１３－６ 022-297-0208
ＪＵＭＩ’Ｓ　ＷＯＲＬＤ ペット・ペット用品 仙台市若林区上飯田２－１－１ 022-282-7562
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丁目１２－１１ 022-282-1661
南光台金物　六丁目店 ホームセンター 仙台市若林区六丁目字柳堀３４－１ 022-288-5050
わかばやしコンタクトレンズ メガネ 仙台市若林区荒井字初田１９－１－１ 022-390-6338
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
メガネの相沢　大和町店 メガネ 仙台市若林区大和町４－６－３７ 022-239-8521
すずや 化粧品 仙台市若林区荒町８２ 022-227-8648
ろくさん化粧品 化粧品 仙台市若林区今泉１丁目３－１１ 022-289-5416
Ｃ＆Ｄえがわ 化粧品 仙台市若林区南小泉３丁目７－２ 022-285-7866
門間箪笥店 家具 仙台市若林区南鍛冶町１４３ 022-222-7083
奥江呉服店 呉服 仙台市若林区荒町７５ 022-223-3374
ローズボール　アンティークス 雑貨・手芸 仙台市若林区伊在字東通３８ 022-369-3442
やさし～い和雑貨　峰彩庵 雑貨・手芸 仙台市若林区連坊小路１５１－５－１０２ 022-797-7845
Ｋ・Ａ・Ｉ宝飾 時計・宝石 仙台市若林区卸町５－２－３　喜和ビル２Ｆ 02-235-1325
機械時計屋しのだ 時計・宝石 仙台市若林区五橋３丁目６－６ 022-223-3796
ダイシャリン　若林店 自転車 仙台市若林区若林５－１１－２３ 022-286-5151
じてんしゃ村 自転車 仙台市若林区中倉３－１８－２５－１０２ 022-235-8520
菅原園 食品 仙台市若林区遠見塚東１－１５ 022-282-2525
ワインショップ　マサンドラ 食品 仙台市若林区中倉２丁目１９－１０－１０１ 022-781-6823
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２－２７－１ 022-286-7698
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
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
遠藤自動車塗装 整備工場 仙台市若林区卸町３丁目５番８号 022-236-6311
上垣自動車工業所 整備工場 仙台市若林区卸町東５－３－２３ 022-390-1526
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
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
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
芳賀商店 整備工場 仙台市若林区木ノ下３－１－１４ 022-292-0035
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８－１２ 022-390-9608
イーストガーデン 生花 仙台市若林区卸町５－２－３ 022-236-8278
仏壇・墓石　あさの　仙台店 仏壇・仏具 仙台市若林区遠見塚東１４－１５ 022-285-6226
三浦神仏具店 仏壇・仏具 仙台市若林区荒町１０９ 022-225-1532
オフィスベンダー　遠見塚店 文具・印鑑 仙台市若林区遠見塚東１５－９ 022-781-0870
ファイブナイン 文具・印鑑 仙台市若林区卸町５丁目３－６ 022-235-1592
赤井沢　大和町店 文具・印鑑 仙台市若林区大和町２－６－２５ 022-238-0543
赤井沢　六丁の目店 文具・印鑑 仙台市若林区六丁の目中町３０－１７ 022-390-1123
ムッシュ太田　大和町店 理容・美容 仙台市若林区一本杉町４２－２５ 022-235-5833
サロンドシェイク 理容・美容 仙台市若林区沖野２－２０－１２ 022-294-4888
Ｒｅ容姿家　風里杜 理容・美容 仙台市若林区河原町１－２－４８ 022-262-1058
美容室テイク・ペインズ 理容・美容 仙台市若林区河原町２丁目５－４０ 022-215-5142
ヘアメイク　アヴァンセ 理容・美容 仙台市若林区蒲町字東５０－１０１ 022-287-6040
カットハウス　ヒット　クルー 理容・美容 仙台市若林区上飯田１丁目６－３３ 022-286-6765
Ｇｙｐｓｙ　Ｈａｉｒ 理容・美容 仙台市若林区清水小路１－７　岩手自動車販売ビル１Ｆ 022-797-0284
ＶＡＮ　ＧＬＡＤ 理容・美容 仙台市若林区大和町４丁目１－５ 022-237-7710
ＬＥ　ＡＲＴ　ＧＡＬＯＲＥ 理容・美容 仙台市若林区南材木８１　シーアイマンション１Ｆ 022-712-6581
ヘアーステーション　アルゴ 理容・美容 仙台市若林区保春院前丁７３ 022-291-2907

仙台市太白区 ファッションプラザ　ゴトウヤ 衣料 仙台市太白区四郎丸字吹上３４－４ 022-241-0592
エリア 総合衣料　ひぐち 衣料 仙台市太白区袋原字台８２－３ 022-241-7389

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
ブティック　サトウ 衣料 仙台市太白区長町１丁目２－６ 022-247-7523
衣料のたむら 衣料 仙台市太白区長町４丁目４－２９ 022-248-2210
フラッツ１０２ 衣料 仙台市太白区長町南４－２４－２０ 022-247-7101
めろー 衣料 仙台市太白区八木山弥生町１－４１ 022-229-4887
カーセブン　仙台柳生店 カー用品 仙台市太白区柳生１－５－２ 022-306-2150
イエローハット長町インター店 カー用品 仙台市太白区郡山字北目宅地３７－１ 022-304-1950
イエローハット西多賀店 カー用品 仙台市太白区西多賀４－１２－１ 022-245-4641
イエローハット南仙台店 カー用品 仙台市太白区柳生１－３－３ 022-306-0680
インテリア．クリエートショップ 家具 仙台市太白区長町１丁目１２－２７ 022-304-1580
大武写真館 カメラ 仙台市太白区泉崎１丁目８－２７ 022-244-6888
ふとんの池田屋 寝具 仙台市太白区恵和町２－１ 022-229-6071
折原ふとん店 寝具 仙台市太白区鹿野３－２５－１３ 022-248-6930
ｇｌａｓｓｙ スポーツ用品 仙台市太白区東中田２丁目１－３１ 022-741-2151
くりや 陶器 仙台市太白区向山３－４－１１ 022-261-7510
趣味のこけし屋 陶器 仙台市太白区長町６－１１－３ 022-248-0548
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
モーターサイクル　フルハウス バイク 仙台市太白区柳生４－３－１２－１０２ 022-306-7450
仙台中央レディースクリニック 病院 仙台市太白区富沢４－４－２　小島ビル１Ｆ 022-244-5558
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丁目２１－１－２Ｆ 022-399-8235
ドックサロン　クラーレ ペット・ペット用品 仙台市太白区西多賀３丁目１－５ 022-743-2480
ワグテイル ペット・ペット用品 仙台市太白区柳生５－１２－２ 022-242-7333
ダイシン　長町店 ホームセンター 仙台市太白区鹿野３丁目１５－３８ 022-246-1531
ダイシン　中田店 ホームセンター 仙台市太白区中田５丁目１７－１ 022-306-2550
ダイシン　柳生店 ホームセンター 仙台市太白区柳生７丁目４－１ 022-242-5522
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
メガネの相沢　泉崎店 メガネ 仙台市太白区泉崎２－６－４０ 022-243-3355
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



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
カプリチョーザザモール仙台長町 飲食 仙台市太白区長町７－２０－１５ザ・モール仙台長町Ｐａｒ 022-304-2601
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３階 022-247-1622
マツオ 化粧品 仙台市太白区泉崎２丁目２６－５ 022-245-9345
ＲＣアーベント 玩具 仙台市太白区富沢３－２０－４６ 022-307-5323
マルナカ　西多賀 金物店 仙台市太白区泉崎２丁目２３－２６ 022-245-6374
和呉屋 呉服 仙台市太白区富沢２丁目８－３５ 022-393-7055
エンドー時計店 時計・宝石 仙台市太白区長町３丁目１－６ 022-248-2762
ダイシャリン　中古車センター 自転車 仙台市太白区郡山字上野３－１ 022-248-2610
ダイシャリン　長町店 自転車 仙台市太白区砂押南町３－３０ 022-246-2032
山本製作所 自動車・バイク 仙台市太白区袋原３丁目８－１６ 022-241-8627
協裕堂ブックセンター 書籍 仙台市太白区長町１－７－３７ 022-247-3303
太白寝装 寝具 仙台市太白区西多賀３－７－４１ 022-245-5582
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
カーテック仙台 整備工場 仙台市太白区郡山７丁目１３－１５ 022-247-3452
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
モトライヴ　オー　ツー 整備工場 仙台市太白区長町３－３－９ 022-247-0123
ふじ花えん 生花 仙台市太白区松が丘２５－２６ 022-229-6761
花いちばん 生花 仙台市太白区長町１丁目５－１４ 022-247-1168
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
畠商会 陶器 仙台市太白区西多賀１丁目２１－１６ 022-743-7080
アレックス動物病院 動物病院 仙台市太白区山田北前町３３－６９ 022-244-4912
仙台万華鏡美術館 美術館・博物館・植物園仙台市太白区茂庭字松場１－２ 022-304-8080
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字竹松２０－１ 022-302-5619
赤井沢　長町店 文具・印鑑 仙台市太白区長町５－３－３ 022-247-8848
赤井沢　富沢店 文具・印鑑 仙台市太白区長町南４－２８－１７ 022-246-7771
オフィスベンダー西中田店 文具・印鑑 仙台市太白区柳生１丁目２－３ 022-306-7577
渡辺薬店 薬局 仙台市太白区中田１丁目６－１６ 022-241-0723
つばさ薬局　長町店 薬局 仙台市太白区長町４丁目３－２６ 022-746-7505
長町オレンジ薬局 薬局 仙台市太白区長町５－９－７ 022-395-4750
松屋薬局 薬局 仙台市太白区長町７丁目１８－３７ 022-247-3221
ａｕｒｉｎｋｏ 理容・美容 仙台市太白区郡山２丁目１３－６１ 022-797-5109
ブランドヘアー　ラ・レオン 理容・美容 仙台市太白区向山３丁目４－１３ 022-211-9298
ヘアメイクアーク　西多賀店 理容・美容 仙台市太白区西多賀３－１－１－２Ｆ 022-398-7969
ａｎｋ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 理容・美容 仙台市太白区西多賀４丁目１３－１８ 022-743-7055
美容室クッシュ 理容・美容 仙台市太白区西中田１－２２－４５ 022-242-7193
Ｂａｌａｎｃｅ　ｈａｉｒ　ｃｌ 理容・美容 仙台市太白区西中田４丁目１０－１ 022-306-6833
ヘアメイクリッツプス長町店 理容・美容 仙台市太白区長町７－１－２６ 022-242-9533
ヘアースタジオバース 理容・美容 仙台市太白区富沢２－２－６－１０２ 022-743-5655
Ｔｉｒ・ｎａ・ｎ’ｇ 理容・美容 仙台市太白区富沢４－６－１ 022-249-6771

仙北エリア ちばや 衣料 黒川郡大郷町中村字屋鋪７１－４ 022-359-2072
土居　本店 衣料 黒川郡大和町吉岡字志田町２３ 022-345-2884
サラダ館　大和吉岡店 衣料 黒川郡大和町吉岡字志田町２８－１ 022-345-2526
グレース・ドイ 衣料 黒川郡大和町吉岡東１－２－１ 022-345-5180
レディスーカマタ　吉岡店 衣料 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
モレーヌ　タスコ 衣料 富谷市富谷字大清水上３３街区１画地　イオンＳＣ内 022-358-3170
イエローハット吉岡店 カー用品 黒川郡大和町吉岡字柳ノ町２４－１ 022-344-1091
イエローハット富谷店 カー用品 富谷市大清水１－３３－１ 022-348-1761
プチアンヌ 雑貨・手芸 富谷市富ヶ丘２－２６－１５ 022-358-2240
富谷自動車学校 自動車学校 富谷市三ノ関字膳部沢上１１－３ 022-358-8787
大和スポーツ スポーツ用品 黒川郡大和町吉岡東１丁目３－６ 022-345-3030
アリゾナプロジェクト スポーツ用品 富谷市三ノ関字三枚橋１－１ 022-348-1231
ダイシン　大富店 ホームセンター 黒川郡大和町もみじケ丘２丁目３４－１ 022-348-1901
メガコン メガネ 黒川郡大和町吉岡東２丁目８－１０ 022-347-1681
３９サンキューメガネ　富谷店 メガネ 富谷市大清水１－３３－１－２Ｆ 022-348-8028
メガネの相沢　明石台店 メガネ 富谷市明石台６－１－３９ 022-771-8707
アンティークス　オクシ 家具 富谷市富谷大清水下４４－２－１０１ 022-347-3255
遠藤時計店 時計・宝石 黒川郡大郷町中村字遠多田９－２ 022-359-2170
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
ｈａｉｒ　ｃｏｔｔａｇｅ　ＧＩ 理容・美容 富谷市富ケ丘３丁目４－２０ 022-344-9156
チェラ　オブ　ヘア 理容・美容 富谷市明石台３丁目２－２ 022-372-0322

塩釜・多賀城エリア 蔦谷書店多賀城市立図書館 CD・レンタルビデオ 多賀城市中央２－４－３ 022-368-8860
リリーズ　Ｂ 衣料 塩釜市旭町５－４ 022-365-5112
レ・アール 衣料 塩釜市尾島町４－１　松竹ビル１Ｆ 022-364-9236
あんでるせんＦＯＲオリーブ 衣料 塩釜市本町５－１１ 022-366-3136
佐藤商店 衣料 宮城郡松島町高城字町６６ 022-354-2317
ヨークベニマル利府店内ｎｅｘｔ 衣料 宮城郡利府町神谷沢新宮ヶ崎１４－１ 022-255-2230
今野屋多賀城店 衣料 多賀城市高橋２－２５－１ 022-389-1031
ジョリ　マダム 衣料 東松島市小松字下砂利田１３５－６ 0225-83-1477
フジヤ矢本店 衣料 東松島市小松字上浮足４３ 022-84-1601
クリーク・フォー・レディス 衣料 東松島市赤井字新川前２７－２ 0225-82-1225
ＭＡＲＵＭＩ 衣料 東松島市矢本字栄町５９－１ 0225-82-3018
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
ＣＯＣＯ　ＭＡＲＵＭＩ 衣料 東松島市矢本字町浦１３５ 0225-83-4901
三陸かき小屋ごろごろ市場 飲食 多賀城市町前４－３－６ 022-357-0337
タイヤランド多賀城 カー用品 多賀城市栄２－３－８７ 022-366-1251
イエローハットしおがま店 カー用品 塩釜市杉の入３－１－３ 022-362-1680
タイヤサービス多賀城店 カー用品 多賀城市宮内１－３－７ 022-362-7986
イエローハット多賀城店 カー用品 多賀城市町前１－２－１５ 022-364-6555
きもの工房　彩華 きものクリーニング 塩竃市新浜町２丁目９－８ 022-290-5681
クロシオ スポーツ用品 塩竃市北浜４－７１－１０ 022-365-3220
ソウルス　サーフ スポーツ用品 塩釜市舟入２－４－１０ 022-366-8766
みなとや釣具店 スポーツ用品 塩釜市北浜２－１１－１５ 022-366-3709
よこざわ釣具店 スポーツ用品 宮城郡七ケ浜町遠山３丁目４－７９ 022-364-0731
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 スポーツ用品 宮城郡七ケ浜町花渕浜字長須賀１８－２ 022-357-1333
フィッシングショップ海彦 スポーツ用品 多賀城市大代１－３－１０ 022-365-4494
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
ジェフリーズサーフ スポーツ用品 東松島市矢本字蜂谷浦１４－２ 0225-82-4474
遠藤レディスクリニック 病院 塩竃市花立町１－３２ 022-362-5603
遠藤マタニティクリニック 病院 多賀城市町前２－２－８ 022-361-1230
ペットハウス　鈴花 ペット・ペット用品 塩竃市港町２丁目３－１６ 022-290-5497
ワイワイペット　利府店 ペット・ペット用品 宮城郡利府町新大谷地１２－１　イオン利府ＳＣ内 022-356-0627
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
めがね工房　しらと メガネ 塩竃市海岸通４－９ 022-363-4010
ＥＺコンタクト・メガネ メガネ 宮城郡利府町花園１丁目２０１－２ 022-767-4146
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
メガネの相沢　多賀城店 メガネ 多賀城市八幡２－１６－３７ 022-366-0515
ディスカウントショップつたや リサイクル 塩釜市本町６－１３ 022-364-5505
創庫生活館仙台利府店 リサイクル 宮城郡利府町神谷沢字館の内４１－１ 022-396-3155
創庫生活館　多賀城店 リサイクル 多賀城市八幡３－５－３５ 022-364-4153



自遊空間多賀城店 レジャー施設 多賀城市八幡１－６－１ 022-361-0338
化粧品の店　みゅう 化粧品 塩竃市野田１４－３４ 022-367-3773
コスメプラザ岸 化粧品 塩釜市藤倉２－６－１ 022-366-6102
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
ラベール 家具 塩釜市東玉川町８－３ 022-365-5878
辻文 時計・宝石 塩釜市海岸通１０－８ 022-362-5667
渡辺時計店 時計・宝石 塩釜市北浜１－４－４７ 022-362-5427
ダイシャリン　多賀城店 自転車 多賀城市下馬５－１－１３ 022-365-0287
阿部蒲鉾店　松島寺町店 食品 宮城郡松島町松島字町内５８ 022-353-4277
工房菓々ｙＡＫｉ 食品 宮城郡利府町しらかし台６－１－１１ 022-353-7334
サラダ館　郷右近　ふとん店 寝具 宮城郡利府町加瀬字河原１４ 022-356-2523
カーペイント夢工房 整備工場 塩釜市新浜２－１４－１ 022-361-9123
ターボオート 整備工場 塩釜市新浜町２－２－４８ 022-364-4350
ＲＨ松島 整備工場 宮城郡松島町高城字町１６６ 022-353-3554
（有）瀬戸モータース 整備工場 多賀城市下馬５－１－１８ 022-362-3482
ミタカモーター 整備工場 東松島市赤井高田８６－２ 0225-98-5090
ジーンズショップにうや 男性既製服 宮城郡松島町高城字町１４７－１ 022-354-3518
白寿殿 仏壇・仏具 塩竃市桜ヶ丘２－２７ 022-366-4141
白寿殿　塩釜 仏壇・仏具 塩竃市桜ケ丘２－２７ 022-366-4141
ブライダルプラザわかば 仏壇・仏具 塩釜市南町１－２ 022-364-2210
白寿殿　松島 仏壇・仏具 宮城郡松島町高城字町２３－２ 022-353-4141
白寿殿　利府駅前 仏壇・仏具 宮城郡利府町中央１丁目７－５ 022-366-4141
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
白寿殿　多賀城 仏壇・仏具 多賀城市町前２丁目１－１２ 022-363-4141
つばさ薬局　玉川店 薬局 塩竃市玉川１丁目５－１６ 022-746-7505
つばさ薬局　松陽台店 薬局 塩竃市松陽台２丁目１６－１ 022-746-7505
漢方の塩釜芍薬堂 薬局 塩竃市南町５－５－１Ｆ 022-362-7880
つばさ薬局　松島店 薬局 宮城郡松島町松島普賢堂５－５ 022-746-7505
つばさ薬局 薬局 多賀城市下馬２丁目１３－１５ 022-746-7505
リファイン　プリモ 理容・美容 塩竃市杉の入３－３－１　みやぎ生協２Ｆ 022-365-1311
町のパーマ屋さん　ＱＵＥＳ 理容・美容 塩竃市本町１２－１１ 022-362-8863
プレマ 理容・美容 宮城郡七ヶ浜町遠山５－３－１０ 022-365-7773
美容室　ブランチェ　利府店 理容・美容 宮城郡利府町加瀬字新前谷地１－１ 022-767-5747
髪　壽の店 理容・美容 宮城郡利府町青山４丁目１５－５ 022-767-6568
Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＬＩＮＫ 理容・美容 宮城郡利府町青葉台１－３０ 022-767-5222
ヘアーズ　多賀城店 理容・美容 多賀城市高橋２－２５－１ 022-389-1388
ＬＥＮＮＹ 理容・美容 多賀城市高橋４－２０－１５ 022-368-7505
ミスティ多賀城 理容・美容 多賀城市城南１－１９－３２ 022-368-7870
ヘアクルーズピース 理容・美容 多賀城市中央２－３－３ 022-352-3213
ヘアメイクＲ－８Ｐ 理容・美容 多賀城市東田中２－２－３　ベルステーションビル１Ｆ 022-389-1315
ムッシュ太田　矢本店 理容・美容 東松島市矢本字町浦１３５　ヨークベニマル矢本店 0225-83-7511

気仙沼エリア マルコウ 衣料 気仙沼市魚町１－２－１５ 0226-22-7916
（有）小富士屋本店 衣料 気仙沼市魚町２－１－３ 0226-22-0132
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
ブティック花や 衣料 気仙沼市神山７－５ 0226-24-5166
トレトレシック 衣料 気仙沼市赤岩館下６－１　ジャスコ気仙沼内 0226-22-8643
おしゃれサロンルミネ 衣料 気仙沼市田中前１－４－８ 0226-24-1555
ＮＡＫＥＤ・ＲＯＯＭ 衣料 気仙沼市田中前１丁目３－３ 0226-22-7014
ヤマウチ 衣料 気仙沼市田中前１丁目４－９ 0226-23-3365
モードさいと 衣料 気仙沼市田中前１丁目５－１１ 0226-24-0569
スカーレット 衣料 気仙沼市田中前１丁目５－３ 0226-23-6242
エッフェ　コメ 衣料 気仙沼市田中前１丁目５－３－２Ｆ 0226-22-6055
セラビ気仙沼店 衣料 気仙沼市田中前２－１－８ 022-261-3844
パルグレイス 衣料 気仙沼市田中前２－２－７　ナガネビル１Ｆ 0226-23-6636
もめん工房 衣料 気仙沼市田中前２丁目４－１６ 0226-22-8112
ＲＥＡＬ　ＣＬＯＳＥＴ 衣料 気仙沼市田中前２丁目８－７ 0226-25-7201
ブティック　エミ 衣料 気仙沼市田中前３－６－１８ 0226-22-8340
イブ　気仙沼店 衣料 気仙沼市田中前４丁目１－８ 0226-24-7373
ミキシム 衣料 気仙沼市東新城１丁目６－６ 0226-24-1238
ヒップ　オブ　チック 衣料 気仙沼市東新城２－１０－９ 0226-24-6682
ボルセッタイシカワ 衣料 気仙沼市南町２－１－３０ 0226-24-4148
ベーシック　ふじむら 衣料 気仙沼市南町２－２－３ 0226-24-0746
メルシ 衣料 気仙沼市南町２－２８　テンポ４ 0226-22-1935
（萬屋）寝具部・呉服部 衣料 気仙沼市八日町２丁目３－２３ 0226-23-6600
ルーシー 衣料 気仙沼市本郷１２－９ 0226-23-5356
一会 衣料 気仙沼市本郷８－８ 0226-22-5455
サイジョウ 衣料 本吉郡南三陸町志津川字中瀬町３４－１ 0226-46-2337
宝築屋 衣料 本吉郡本吉町九多丸４－７ 0226-44-2009
タイヤショップオノデラ カー用品 気仙沼市字明戸６２－１ 0226 -24-8093
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
イエローハット気仙沼店 カー用品 気仙沼市上田中１－７－３ 0226-22-1073
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２－４ 0226-24-1151
ビックロード気仙沼 カー用品 気仙沼市本郷１１－３ 0226-22-7807
すがうん家具 家具 気仙沼市田中前２丁目１－１ 0226-23-7766
小松家具店 家具 気仙沼市八日町２－３－８ 0226-23-9537
（株）村伝家具店 家具 気仙沼市八日町２丁目３－１３ 0226-22-1242
家具のヒロフジ 家具 気仙沼市本郷８－１１ 0226-24-0911
有）小野寺家具店 家具 本吉郡本吉町津谷松岡６３ 0226-42-3105
ファミリードットコム 家電 気仙沼市本吉町九多丸４－７ 0226-44-2009
ミュージック　クラブ 家電 気仙沼市魚町１－２－１５－２Ｆ 0226-22-7017
鈴木金物店 家電 気仙沼市魚町１－２－１５－２Ｆ 0226-22-5267
アーバ　ヤナギサワ 家電 気仙沼市本吉町津谷松岡７０ 0226-42-2064
たまや電気商会 家電 本吉郡南三陸町志津川字御前下５９－１　仮設商店街Ａ－６ 0226-46-2234
タカヤ カバン 気仙沼市八日町１丁目１－６ 0226-22-2615
カメラのＯＧＡＴＡ カメラ 気仙沼市田谷２０－１１ 0226-25-7560
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
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 0226-25-7508
スタジオアート カメラ 気仙沼市南郷１１－９ 0226-24-0297
ハリカ気仙沼店 ギフト 気仙沼市田中前２－１－２ 0226-22-4411
ミッキー靴店 靴 気仙沼市新浜町２丁目３－１７ 0226-22-0507
靴のグレイス 靴 気仙沼市八日町２－２－１ 0226-22-2267
島田呉服店 呉服 気仙沼市八日町２丁目２－１２ 0226-00-0000
まるげん呉服店 呉服 本吉郡本吉町津谷松岡２９ 0226-42-3058
ナチュラルハート 雑貨・手芸 気仙沼市字松崎萱７７ 0226-22-8556
気仙沼河童堂 スポーツ用品 気仙沼市字赤岩石兜５５－１ 0226-23-0840
オノヤスポーツ　気仙沼店 スポーツ用品 気仙沼市赤岩杉ノ沢７７－１ 0226-25-1031
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
かぶとむしＳｕｒｆＳｈｏｐ スポーツ用品 気仙沼市本吉町登米沢１７６－１ 0226-42-2983
クラフトルーム　ナカノ 陶器 気仙沼市南町２－２－２８　イ－１－３ 0226-22-0464
モーターズショップエビナ バイク 気仙沼市上田中２丁目１－８ 0226-24-1331
リトルピピ ペット・ペット用品 気仙沼市迎前田１３５－１ 0226-24-1860



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
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 0226-22-5343
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 0226-22-1551
シーガル気仙沼店 リサイクル 気仙沼市田中前３丁目７－１０ 0226-22-1338
金原 化粧品 気仙沼市田中前１丁目４－８ 0226-22-3935
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
美ｓａｌｏｎ　ＭＭ 化粧品 気仙沼市田中前３丁目４－４ 0226-23-9040
家具の小野寺 家具 気仙沼市南郷７－１６ 0226-23-5522
渡辺機工 金物店 気仙沼市田中前３丁目６－１０ 0226-23-4745
御誂京染たかはし 呉服 気仙沼市神山１２－１８ 0226-26-1457
豊田 呉服 気仙沼市八日町１丁目４－１１ 0226-22-0195
装苑なべしま 呉服 気仙沼市八日町２丁目４－４ 0226-22-1233
ｃａｌｍｅ（カルム） 雑貨・手芸 気仙沼市神山３－６ 0226-22-8634
マリリン 雑貨・手芸 気仙沼市田中前１丁目２－７ 0226-23-9826
ＣＵＲＬＹ　ＳＵＥ 子供服 気仙沼市東新城１－６－６ 0226-24-4884
ジュエル　ＨＩＲＯ 時計・宝石 気仙沼市神山６－１　サンプラザ神山 0226-22-1231
Ｊ’Ｓ　ＭＩＵＲＡ 時計・宝石 気仙沼市田中前４丁目１－８ 0226-22-5957
精工堂本店 時計・宝石 気仙沼市南郷８－１７ 0226-24-8934
美貴工芸 時計・宝石 気仙沼市波路上岩井崎４３－１ 0226-26-1634
時計　宝石のコマツ 時計・宝石 気仙沼市八日町２丁目２－１０ 0226-22-5009
太陽堂 時計・宝石 気仙沼市八日町２丁目２－２１ 0226-22-0824
気仙沼中央自動車学校 自動車学校 気仙沼市字松崎下金取６１ 0226-22-0124
エトワアル 食品 気仙沼市田中前１丁目５－３ 0226-23-7270
斉吉商店　本店 食品 気仙沼市本郷６－１１ 0226-22-0669
まるたけ 寝具 気仙沼市田中前２－２ー１４ 0226-23-1682
はな美 寝具 気仙沼市東新城３－１３－３ 0226-22-2998
東部オートサービス 整備工場 気仙沼市長磯原1-4 0226-26-4420
オートリペア寺沢 整備工場 気仙沼市岩月寺沢９８ 0226-27-2889
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
菅江モータース 整備工場 気仙沼市田谷７－２ 0226-22-1970
千葉誠 整備工場 気仙沼市田谷９－６ 0226-24-8880
ＣａｒＳｈｏｐＦｒｏｇ 整備工場 気仙沼市本吉町中島１９４－１３ 0226-42-3618
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
陶雅 陶器 気仙沼市田中前１－２－７ 0226-22-0791
美濃屋商店 陶器 気仙沼市南町４－３－９ 0226-22-0612
さいとう印房 文具・印鑑 気仙沼市神山６－１－Ｃ号室 0226-23-1900
みなと薬局 薬局 気仙沼市古町３丁目２－４６ 0226-23-1435
川那辺薬品 薬局 気仙沼市長磯船原４８－６ 0226-27-2108
ヘアーメイク　パンダ 理容・美容 気仙沼市松崎浦田５１－８ 0226-24-0490
ｈａｉｒｓ＠ｇｏｏ 理容・美容 気仙沼市神山５－２ 0226-24-1227
ＦＡＣＥ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ 理容・美容 気仙沼市本郷８－１５ 0226-22-3338
コスチューム蘭 理容・美容 気仙沼市本郷８－１５ 0226-22-3013

石巻エリア （有）マルサン 衣料 牡鹿郡女川町鷲神浜字鷲神１６３ 0225-53-3377
フジヤ　あけぼの店 衣料 石巻市あけぼの３－３－１ 0225-95-3511
レディース・カマタ 衣料 石巻市伊原津２－１０－５０ 0225-93-8990
チャールス 衣料 石巻市宜山町４－１３ 0225-93-1236
ＬｅｓＣｏｕｒｓ　ｐａｒ　ＹＵ 衣料 石巻市恵み野５－４－１２ 0225-23-5070
シャロン 衣料 石巻市穀町１２－２４ 0225-96-2789
レッド　アイ 衣料 石巻市穀町３－２２ 0225-23-3230
ＳＡＩＴＯ 衣料 石巻市鹿妻南１－３－１２ 0225-96-3202
フジヤ　河北店 衣料 石巻市成田字一本杉４１－１ 0225-62-3695
ジョナローザ 衣料 石巻市中央１丁目６－２ 0225-93-4702
トップモード　とも 衣料 石巻市中央２－７－５ 0225-93-7504
大町品川や 衣料 石巻市中央２－９－５ 0225-93-6711
えりこう 衣料 石巻市鋳銭場１－６ 0225-22-4766
ノーブル 衣料 石巻市鋳銭場３－３ 0225-22-0722
ファッション　エレガンス 衣料 石巻市渡波町１丁目７－２ 0225-97-4688
ギフト＆レディス　たんの 衣料 石巻市渡波町２－１０－４２ 0225-97-3660
ファッションハウスマルミ 衣料 石巻市渡波町２－８－１１ 0225-97-5211
ＢＡＢＹ　ＦＡＣＥ 衣料 石巻市桃生町中津山字下四軒５１－１ 0225-76-3330
カールスバッド 衣料 石巻市南中里４丁目５－２２ 0225-96-1705
ＢＡＲＲＥＬ 衣料 石巻市立町１－７－１ 0225-22-1249
レイダース 衣料 石巻市立町２丁目６－２６ 0225-93-9663
ＢＯＵＴＩＱＵＥ　ＢＡＫＵ 衣料 石巻市立町２丁目７－２０ 0225-95-4890
マゴタヤ 衣料 石巻市和渕字和渕町８８ 0225-72-3067
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
アップガレージ石巻店 カー用品 石巻市大街道西３－３－３９ 0225-92-5580
イエローハット石巻大街道店 カー用品 石巻市大街道西３－３－４３ 0225-92-1680
イエローハット石巻店 カー用品 石巻市南中里３－１６－２２ 0225-93-7841
丸道タイヤ商会 カー用品 石巻市門脇字明神３４－５ 0225-92-1050
シティプラザ青山 家具 石巻市立町１丁目６－５ 0225-95-2611
ドレミハウス 楽器 石巻市蛇田字新丸伊戸１９－１ 0225-96-1003
金直金物店 金物店 石巻市中央２－９－３ 0225-22-3371
向山靴店　アイトピア店 靴 石巻市中央２－４－１９ 0225-22-0257
リーガルシューズ　石巻店 靴 石巻市立町２－７－１０ 0225-96-6570
（株）まるみ屋呉服店 呉服 石巻市中央２－１－１４ 0225-22-1080
京屋 呉服 石巻市中央２丁目７－１０ 0225-22-0727
Ａｍｅｉｘａ 雑貨・手芸 石巻市蛇田字新刈場１６３－１ 0225-92-7747
石巻貿易 雑貨・手芸 石巻市住吉町１－２－２ 0225-94-8254
ヒデマルヤ 雑貨・手芸 石巻市中央２－２－１０ 0225-22-1943
佐々木体育 スポーツ用品 石巻市丸井戸３－１－６ 0225-94-1378
うつみスポーツ スポーツ用品 石巻市蛇田字新上沼１３２－１ 0225-96-8745
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
Ｓｅｃｒｅｔ． スポーツ用品 石巻市大街道西１丁目４－１７ 0225-23-7314
スポーツショップマツムラ スポーツ用品 石巻市中央２－１０－１３ 0225-95-2923
Ｂ・Ｂ　スポーツ スポーツ用品 石巻市南中里３丁目１６－２７ 0225-98-3766
オリンピック スポーツ用品 石巻市南中里４－５－２０ 0225-95-2473
ウメシンスポーツ スポーツ用品 石巻市立町１－５－８ 0225-22-2105
富久屋 男性注文服 石巻市立町２丁目７－８ 0225-23-1022
ワイワイペット石巻店 ペット・ペット用品 石巻市茜平４丁目１０４　イオンモール石巻 0225-92-5873
パークイン　フジタ ホテル 石巻市大橋２－８－６ 0225-22-2222
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
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丁目１－２９ 0225-23-4333
メガネハッピー メガネ 石巻市大街道北１－１－１６ 0225-96-0522
メガネのミロワール メガネ 石巻市南中里４丁目８－２１ 0225-94-2033
美ショップ　エンドウ 化粧品 石巻市蛇田字下谷地１－３－２０１ 0225-94-3783
ユノメ家具Ｚ　石巻店 家具 石巻市蛇田金津町１０－２ 022-783-5323
家具のイトウ 家具 石巻市中里２丁目１－１１ 0225-95-1100
木村家具センター 家具 石巻市東中里２－８－１０ 0225-93-7811
（有）白光電機 家電 石巻市新橋１－６５ 0225-22-0758
三立　石巻店 楽器 石巻市中里２－１－３ 0225-22-6478



ペパーミントムーン 玩具 石巻市穀町１４－１－１Ｆ 0225-93-7717
サルコヤ 玩具 石巻市中央２丁目４－７ 0225-96-3658
ハンズサトウ 金物店 石巻市前谷地字高張21 0225-72-2030
サン．シューズ 靴 石巻市立町１丁目６－５ 0225-22-1457
ドッポ 靴 石巻市立町２丁目４－３１ 0225-22-8383
靴のシナガワ 靴 石巻市立町２丁目４－３５ 0225-22-0766
ドコモショップ　石巻バイパス店 携帯電話 石巻市南中里４－７－２５ 0225-93-8339
かめ七呉服店 呉服 石巻市中央２－４－１８ 0225-22-0506
トートインテリア 雑貨・手芸 石巻市大街道東１－２－３ 0225-22-9142
ビジュたかはし 雑貨・手芸 石巻市立町２丁目６－２３ 0225-22-8011
ジュエリー開盛堂 時計・宝石 石巻市あけぼの１丁目１－２ 0225-22-6482
シンセイ堂 時計・宝石 石巻市中央２－４－５ 0225-22-3950
開盛堂本店 時計・宝石 石巻市立町１丁目６－４ 0225-22-1251
ダイシャリン　石巻店 自転車 石巻市蛇田字新谷地前１２６－３ 0225-95-6351
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
ピッカピＣＡＲ 整備工場 石巻市築山１丁目１－５６ 0225-21-2871
山内自動車 整備工場 石巻市門脇字鷲塚１４０－５ 0225-22-3770
グリーンサム 生花 石巻市恵み野６－４－４ 0225-96-5688
メンズブティック　ドルチェ 男性既製服 石巻市あけぼの３丁目６－１４ 0225-22-4384
はいからや 男性既製服 石巻市山下町１－５－２０ 0225-25-7080
モードキックス 男性既製服 石巻市中里３丁目３－１８ 0225-96-9639
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
観慶丸本店 陶器 石巻市中央２－８－１ 0225-22-0151
陶芸丸寿　かんけい丸 陶器 石巻市中央３丁目６－１２ 0225-22-0815
石巻葬儀社 仏壇・仏具 石巻市中里２－１－３５ 0225-95-1183
白寿殿　石巻 仏壇・仏具 石巻市東中里２丁目９－１８ 0225-96-3232
（有）阿部薬局 薬局 石巻市千石町６－１１ 0225-93-2344
おいで薬局　石巻 薬局 石巻市相野谷字飯野川町６４―１ 0225-62-3121
メイクハウス　いのまた 薬局 石巻市中央３－１－４２ 0225-22-1101
美容室　ルーチェ 理容・美容 石巻市あけぼの１丁目１－１１－１Ｆ 0225-94-1788
ムッシュ太田　さくら野店 理容・美容 石巻市殻町１４－１　さくら野百貨店５Ｆ 0225-23-5161
ムッシュ太田　石巻駅前店 理容・美容 石巻市穀町１４－１　ｅｓｔａ１Ｆ 0225-22-2444
ＢＢ　ｈａｉｒ 理容・美容 石巻市蛇田字金津町５ 0225-95-7133
ＨＡＩＲ　Ｂｅｌｉｅｖｅ　Ｃｈ 理容・美容 石巻市蛇田字上中埣８２－１１ 0225-98-5720
ヘアメイクアーク　石巻店 理容・美容 石巻市蛇田字新金沼４３０－１ 0225-23-2232
スタイル 理容・美容 石巻市中里１丁目６－８ 0225-94-5537
メインステージひらつか 理容・美容 石巻市鋳銭場１－２ 0225-95-5658

県北エリア ＴＳＵＴＡＹＡ涌谷店 CD・レンタルビデオ 遠田郡涌谷町字砂田前２８２ 0229-44-3531
ＴＳＵＴＡＹＡ築館店 CD・レンタルビデオ 栗原市築館字留場桜１０－５ 0228-22-6266
ＴＳＵＴＡＹＡ古川バイパス店 CD・レンタルビデオ 大崎市古川字城西１５ 0229-21-8201
レコードショップセブン CD・レンタルビデオ 大崎市古川台町９－２０ 0229-23-1635
ヨークベニマル小牛田店　レディ 衣料 遠田郡美里町北浦北田７７－１ 0229-33-3450
きただ 衣料 遠田郡涌谷町字新町４６ 0229-43-2126
すずぶん 衣料 加美郡加美町字南町８１ 0229-63-2371
ファミリーショップ　吉田 衣料 加美郡中新田町字南町１０５ー１ 0229-63-3155
三浦屋 衣料 栗原市志波姫沼崎新田１２－７ 0228-25-3733
いさみや 衣料 栗原市築館伊豆１－８－３３ 0228-22-2311
ガストーネ 衣料 栗原市築館宮野中央１丁目４－８ 0228-22-2315
ファッションスタジオ　ユー 衣料 栗原氏志波姫堀口見渡１５－４　ヨークベニマル内 0228-22-7037
アールグレイ 衣料 大崎市古川旭２丁目１－５ 0229-22-8118
ビオラ 衣料 大崎市古川駅前大通１丁目３－３ 0229-22-7155
ブロッサム 衣料 大崎市古川駅前大通１丁目４－４３ 0229-91-8021
フィフス 衣料 大崎市古川駅前大通１丁目４－５０ 0229-23-0007
てんまん 衣料 大崎市古川七日町３－２ 0229-22-0549
レディースモードみうら 衣料 大崎市古川七日町４－３９ 0229-22-0420
レディースモード　みうら 衣料 大崎市古川七日町４－３９ 0229-22-0420
モジュレー　彩邑 衣料 大崎市古川七日町８－４３ 0229-24-8790
ゆずり葉 衣料 大崎市古川小泉上沢目１９－３ 0229-91-0394
ラ・モード・アサシュウ 衣料 大崎市古川台町１０－３ 0229-23-8874
ゆうび 衣料 大崎市古川台町２－２１ 0229-24-2772
富久屋 衣料 大崎市古川台町２－２６ 0229-22-0701
㈱かねき 衣料 大崎市古川台町３－４２ 0229-22-0552
インナーショップフィル 衣料 大崎市古川台町４－４２ 0229-22-6525
アメリカ屋イオンタウン古川店 衣料 大崎市古川沢田字筒場浦１５ 0229-27-1531
ファッションクラブトム　古川店 衣料 大崎市古川福浦３－１１－４０　ヨークベニマル内 0229-24-3111
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
衣料館　大井川 衣料 大崎市田尻字町２３８ 0229-39-2822
ハートウェーブ 衣料 登米市中田町石森字加賀野３－４－１ 0220-24-6446
ほしや 衣料 登米市南方町高石３－１ 0220-58-2011
ブティックひまわり 衣料 登米市迫町佐沼江合２－１－２ 0220-22-5482
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
カドチョウ 衣料 登米市迫町佐沼字西佐沼５５ 0220-22-2141
ピエールボア 衣料 登米市迫町佐沼字中江４－２－７ 0220-22-6556
モード　カトレア 衣料 登米市迫町佐沼字中江４－３－１ 0220-22-6631
ブティック　シカノ 衣料 登米市迫町佐沼字中江４－９－５ 0220-22-8455
モードステーション 衣料 登米市迫町佐沼字中江４丁目８－７ 0220-22-6273
ＭＯＤＥ　鈴屋 衣料 登米市迫町佐沼西佐沼６９ 0220-22-3277
ジョイエステティック　古川店 エステ・カツラ 大崎市古川沢田筒場１５　ロックタウン古川内 0229-27-2824
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
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
カーセブン　古川店 カー用品 大崎市古川字青塚３５－１ 0229-21-2550
タイヤガーデン田村 カー用品 大崎市鹿島台平渡字新屋敷１－５ 0229-56-2256
イエローハット涌谷店 カー用品 遠田郡涌谷町字砂田前２８２ 0229-44-1680
イエローハツト加美中新田店 カー用品 加美郡加美町一本杉３３－２ 0229-64-1680
イエローハット築館店 カー用品 栗原市築館留場桜１０－４ 0228-22-8255
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
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
イエローハット古川店 カー用品 大崎市古川字青塚３３ 0229-23-5330
イエローハット佐沼店 カー用品 登米市中田石森字加賀野３－３－１１ 0220-34-7531
イエローハット登米南方店 カー用品 登米市南方町鴻ノ木８３－１ 0220-23-9388
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
細川家具店 家具 大崎市古川西館１－２－８ 0229-22-0684
東京家具　ヤシマ 家具 大崎市古川諏訪２丁目１３－２０ 0229-24-1881
ウジイエ家具店 家具 登米市迫町佐沼小金丁４８ 0220-22-3120
スガワラ楽器 楽器 栗原市志波姫堀口見渡１６－６ 0228-22-5858
カルボ　スガワラ 楽器 栗原市築館薬師４－４－１７ 0228-22-3069
遠藤電業 家電 加美郡中新田町字南町１８９－２ 0229-63-2231
まるはち矢越店 カバン 加美郡加美町字矢越２７８－１ 0229-63-7620
アメリカヤ カメラ 遠田郡美里町藤ヶ崎町１５ 0229-33-3344
スタジオ　スマイル カメラ 大崎市古川北稲葉２丁目６－２６ 0229-24-2233
クラフト木村 ギフト 大崎市古川駅前大通１丁目１４３－３ 0229-23-7211



ハードウェア　いちのつぼ ギフト 大崎市鹿島台広長字内ノ浦１４９－１ 0229-56-2027
シャディサラダ館いちのつぼ ギフト 大崎市鹿島台平渡字佐野前７ 0229-56-2592
靴のささき 靴 加美郡加美町南町１６３－１ 0229-63-3180
シューズショップ　マルハチ 靴 大崎市古川七日町１１－２ 0229-22-0675
靴のサトウ 靴 登米郡迫町佐沼字錦１３２ 0220-22-3086
靴のいわぶち 靴 登米市登米町寺池桜小路７６－３ 0220-52-2065
やまよし 呉服 遠田郡美里町藤ヶ崎町４６－２ 0229-32-2463
黒田呉服店 呉服 遠田郡涌谷町字本町８４－６ 0229-42-2237
小熊呉服店 呉服 大崎市古川七日町４－３５ 0229-22-0409
佐藤呉服店 呉服 大崎市古川七日町９－３ 0229-22-0026
ＡＫＩＭ 雑貨・手芸 大崎市古川駅前大通２－２－３１ハヤサカビル１Ｆ 0229-24-4481
ナチュラルショップＪＵＮ 雑貨・手芸 大崎市岩出山下野目字八幡田１－３ 0229-72-1487
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
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
サトウスポーツ スポーツ用品 栗原市築館伊豆１丁目８－２９ 0228-22-2524
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 0228-22-3793
清健堂 スポーツ用品 大崎市鹿島台平渡字佐野前１３－２ 0229-56-2328
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 0220-22-5062
日総　古川店 トラック用品 栗原市高清水上萩田８５－４ 0228-58-2234
スーパーセンタートラスト岩出山 ホームセンター 大崎市岩出山上野目字涎池１７－１ 0229-73-1511
ダイシン　古川店 ホームセンター 大崎市古川諏訪２丁目８－２３ 0229-23-0811
メガネの相沢　古川駅東店 メガネ 大崎市古川駅東２－１－５ 0229-23-3005
ステラ　コンタクト メガネ 大崎市古川江合本町２－１２－６ 0229-22-7505
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
コンタクトプラザＤｏ メガネ 大崎市古川台町４－３６ 0229-22-5963
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
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
チャームショップ　ロンドン 化粧品 栗原郡築館町薬師４－２－５ 0228-22-3172
ふしみや 化粧品 大崎市古川七日町８－３８ 0229-22-0411
アメニティハウスＴＡＭＡＮＯ 化粧品 大崎市古川十日町３－１６ 0229-22-0592
粧苑　こにしや 化粧品 大崎市古川西館２－２－２０ 0229-23-3052
コスメティック　ヴォワール 化粧品 大崎市古川李埣１－１－２７ 0229-23-8897
細葉屋 化粧品 大崎市田尻字町１９９ 0229-39-0025
リ・ボーテコーセー 化粧品 登米市迫町佐沼江合２－１－５ 0220-22-5340
Ｍａｋｅ　Ｄｏｌｌ 化粧品 登米市迫町佐沼字八幡３－３－５ 0220-23-7161
工芸藍学舎 家具 加美郡加美町字西町７８ 0229-63-4739
ＳＨＯＪＩ　ＡＮＴＩＱＵＥ 家具 大崎市岩出山字東川原町１７－７ 0229-29-9775
サトー家具商会 家具 登米市迫町佐沼字中江４丁目３－４ 0220-22-5481
ソマキ 楽器 大崎市古川十日町３－１６ 0229-23-3331
三立　古川店 楽器 大崎市古川台町９－２０ 0229-22-4024
シューズ　ソルト 靴 登米市迫町佐沼字中江４－９－５ 0220-22-5517
ドコモショップ栗原店 携帯電話 栗原郡築館町留場桜５－５ 0228-23-0068
中治呉服店 呉服 加美郡加美町字南町１４２ 0229-63-2014
げきじょう 雑貨・手芸 玉造郡岩出山町二ノ構１１１ 0229-72-1715
プッペ 雑貨・手芸 大崎市古川台町３－４４ 0229-22-2659
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 0229-22-6152
ヴィーヴ 雑貨・手芸 大崎市古川台町９－２０　リオーネふるかわ 0229-22-0024
パンプキンハウス 子供服 大崎市古川七日町４－３６ 0229-23-0461
ワールドオプチカル 時計・宝石 加美郡加美町字町裏２３－３ 0229-63-2417
ミゾイ時計店 時計・宝石 大崎市古川駅前大通５丁目４－１８ 0229-22-1708
天賞堂 時計・宝石 大崎市古川台町１－７ 0229-23-5151
（有）シラトリ 時計・宝石 大崎市古川台町２－２４ 0229-22-1132
カンノ時計店 時計・宝石 大崎市古川台町２－２５ 0229-23-5300
エクセ　カイセイドー 時計・宝石 登米市南方町新島前４６―１ 0220-23-7180
田口セイコー堂 時計・宝石 登米市迫町佐沼字中江２丁目２－８ 0220-22-2744
メガネトケイの千葉 時計・宝石 登米市迫町佐沼字的場２４－１ 0220-22-3158
ダイシャリン　古川店 自転車 大崎市古川諏訪２－９－２２ 0229-23-5544
ダイシャリン　佐沼店 自転車 登米市迫町佐沼字中江１－１２－６ 0220-22-8434
阿部蒲鉾店　古川台町店 食品 大崎市古川台町９－８ 0229-91-0315
カーケア倶楽部 整備工場 大崎市古川諏訪２－９－２３ 0229-22-9594
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
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
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 0229-56-4512
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
あづま花店 生花 大崎市古川七日町１１－３ 0229-22-4206
みのくら生花店 生花 大崎市古川諏訪２丁目２－１ 0229-22-4328
カジュアルショップ青葉 男性既製服 大崎市古川駅前大通６丁目４－１８ 0229-23-8579
ベンクラブ５５ 男性既製服 登米市迫町佐沼字中江２－５－４ 0220-22-6430
ＳＴショッパーズ 男性既製服 登米市迫町佐沼字末広４９ 0220-22-1475
フォーカスクロージング 男性注文服 登米市迫町佐沼小金丁３０－１ 0220-22-3028
座主窯 陶器 栗原市花山字本沢稲干場３３ 0228-56-2750
ひいらぎ動物病院 動物病院 登米市迫町佐沼字大網１２５－１ 022-22-0835
桜祭壇 仏壇・仏具 遠田郡涌谷町六軒町裏１２３－２ 0229-43-3301
つばさ薬局　小牛田店 薬局 遠田郡美里町北浦新原１６－２ 022-746-7505
久常薬局 薬局 遠田郡涌谷町字本町８７ 0229-42-2404
クスリのヤシマ堂 薬局 栗原市一迫真坂高橋９ー３ 0228-52-2047
ヨネキ薬局　駅東店 薬局 大崎市古川旭２－４－５ 0229-24-8060
つばさ薬局　古川店 薬局 大崎市古川駅東２丁目１２－２５ 022-746-7505
ヨネキ十字堂　十日町店 薬局 大崎市古川十日町６３ 0229-22-0888
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
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 0229-28-5257
カワシマ薬局 薬局 大崎市古川北稲葉２－１０－５１ 0229-00-0000
アサヒ薬局 薬局 大崎市三本木字北町７８－１ 0229-52-2043
もりや履物店 履物 大崎市古川十日町７－２６ 0229-22-0493
ディグ　ヘアー 理容・美容 大崎市古川大宮７丁目４－２ 0229-24-2014
ｄｉｇｈａｉｒ　ＴＲＩＥ 理容・美容 大崎市古川大幡月蔵堤６５－１ 0229-24-2014

仙南エリア Ｓｗｅｅｔ　ａｎｄ　ｃｈｉｃ 衣料 岩沼市梶橋２－３０　セラビ岩沼内 0223-23-5772
おしゃれの店　ＳＡＴＯＹＡ　ヨ 衣料 岩沼市藤浪２丁目４－１０ 0223-23-3489
ブティック　ＭＩＡＳＳ 衣料 名取市増田１丁目２－７－１０２ 022-384-1331
ギャラリースペース　セサミ 衣料 名取市増田２－３－１１ 022-384-2437
ワイルドウエストデイズ仙台南店 衣料 名取市増田９－７－２５ 022-397-7120
レディース　イエロー 衣料 名取市大手町５－１－５ 022-384-5344
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 022-383-6202
せとや 衣料 名取市閖上１－８－－１３ 022-385-0221
タイヤランド空港 カー用品 岩沼市下野郷字新南長沼５－２ 0223-24-2966
ミスタータイヤマン岩沼インター カー用品 名取市堀内字南１６５－２　 0223-22-0508
イエローハット岩沼店 カー用品 岩沼市末広１－３－２２ 0223-25-1003
アップガレージ仙台名取店 カー用品 名取市植松字入生８３－３ 022-384-5261
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
イエローハット名取店 カー用品 名取市増田字柳田４７７－１ 022-384-1924
大手町歯科クリニック 歯科 岩沼市大手町３－１５ 0223-00-0000



作勘ふとん店 寝具 岩沼市本町８－１０ 0223-22-2245
杜の家　ブルック スポーツ用品 名取市高舘熊野堂字岩口上１３－９ 022-797-8385
コズミック バイク 名取市高舘熊野堂字岩口下５０－１ 022-386-6630
ＴＲＥＫ　ＦＩＥＬＤ バイク 名取市高舘熊野堂字余方上１２－１２ 022-381-3088
ダイシン　岩沼店 ホームセンター 岩沼市藤浪２丁目１－５ 0223-25-6637
ブルーム　岩沼店 メガネ 岩沼市中央１－２－２　村上ビル１Ｆ 0223-00-0000
メガネの相沢　岩沼店 メガネ 岩沼市末広１－１－１６ 0223-24-6906
メガネの相沢　名取店 メガネ 名取市増田５－１８－４２ 022-384-0248
ヘナ・エステ　ペルラ 化粧品 名取市増田９丁目７－１７ 022-384-3701
相馬屋家具店 家具 岩沼市中央１丁目５－１６ 0223-22-3310
さとうや 呉服 岩沼市館下３－４－１２ 0223-22-2273
油屋　星　呉服店 呉服 名取市増田３－３－１８ 022-382-2327
ｂｐキッズマーケット名取りんく 子供服 名取市杜せきのした５－５－２ 022-382-9045
ダイシャリン　名取店 自転車 名取市植松字入生３９４ 022-382-1001
阿部蒲鉾店　南インター店 食品 名取市高舘熊野堂字余方中東１７－１ 022-386-1366
オーバーズ 整備工場 岩沼市桑原４－２－１３ 0223-24-0915
久豊 整備工場 名取市下増田北原東１７０番 022-397-8431
（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２０－１ 022-384-1856
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
ハービー 整備工場 名取市植松字錦田７８－４ 022-384-3360
オート車検センター　名取店 整備工場 名取市植松字入生３３４－１ 022-384-8080
名取自動車整備 整備工場 名取市植松字綿田７６－３ 022-382-0246
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
南仙台自動車整備工場 整備工場 名取市飯野坂３－１－１７ 022-384-0390
日誠オート 整備工場 名取市飯野坂３－３－５５ 022-382-1281
仏壇・墓石　あさの　名取店 仏壇・仏具 名取市増田字柳田１３５－１ 022-384-3535
クスリのふみや 薬局 岩沼市三色吉字平等６６－１ 0223-24-0361
ヘアーサロン　アペゼ 理容・美容 岩沼市たけくま２丁目６－４ 0223-23-5919
ヘアメイクアーク　岩沼店 理容・美容 岩沼市梶橋２－３０ 0223-23-1096
Ｙｕｋｉ＆Ｐｒｉｓｍ 理容・美容 岩沼市館下３－２－１７ 0223-22-3071
ブラピスＹＡＥ 理容・美容 岩沼市大手町３－１７ 0223-22-2718
エミ 理容・美容 岩沼市中央２－４－５ 0223-22-4225
ビューティーサロン　ＹＡＥ 理容・美容 岩沼市中央３丁目１－４２ 0223-24-5728
ヘアメイクアーク　名取店 理容・美容 名取市手倉田字八幡６１２ 022-398-3453
オグシ　ヘアー　リラックス 理容・美容 名取市増田字柳田５１－１－１Ｆ 022-384-5631
髪切カンカン 理容・美容 名取市大手町１－１－２２ 0223-82-5731

県南エリア フジヤ　角田店 衣料 角田市角田字大町４０ 0224-61-2512
アバンセ 衣料 角田市角田字大町６－１ 0224-62-4042
ＦＡＳＨＩＯＮ　ＩＮ　津田屋 衣料 刈田郡蔵王町宮字町１２３ 0224-32-2525
ＭＡＲＢＬｅ 衣料 柴田郡柴田町船岡中央２丁目９－６ 0224-55-3263
タダノ 衣料 柴田郡大河原町大谷字町向１０３－１８ 0224-52-1314
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
フジヤ　白石店 衣料 白石市大平森合字森合沖８３ 0224-22-6260
レディスカマタ　シロイシテン 衣料 白石市八幡町１１－１ 0224-25-7113
マーガレット和光 衣料 白石市本町１８ 0224-24-5252
レディスカマタ　亘理店 衣料 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００－Ａ 0223-32-2598
てんとう虫 衣料 亘理郡亘理町字五日町４６ 0223-34-4626
佐竹ゴム工業所 カー用品 白石市福岡長袋字下河原６０－１ 0224-26-2456
イエローハット角田店 カー用品 角田市角田字扇町６－１４ 0224-63-4114
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 0224-55-2125
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
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 0224-57-1272
イエローハット大河原店 カー用品 柴田郡大河原町新東２７－２２ 0224-52-3815
イエローハット白石店 カー用品 白石市福岡長袋字坂下３３ 0224-25-9481
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
フェザント仙台店 カバン 柴田郡川崎町大字川内字七曲山176-9 0224-85-1489
カメラのコセキ　角田店 カメラ 角田市角田字町尻４２８　ヨークベニマル角田店内 0224-63-5340
サラダ館　緑町店 ギフト 角田市字緑町１３－１０ 0224-63-5180
谷津綿店 寝具 亘理郡亘理町字北新町３ 0223-34-1330
大庭スポーツ スポーツ用品 白石市字中町３５－１ 0224-25-2072
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
リアル　サーフ スポーツ用品 亘理郡亘理町荒浜築港通３４－２５ 0223-36-9664
日総　大河原店 トラック用品 柴田郡大河原町金ヶ瀬神山２ 0224-87-6784
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
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
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
メガネの相沢　白石セラビ店 メガネ 白石市八幡町１１－１ 0224-24-2773
メガネの相沢　亘理店 メガネ 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００ 0223-32-9555
宮城蔵王すみかわスノーパーク 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
みやぎ蔵王すみかわスノーパーク レジャー施設 刈田郡蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林内 0224-87-2610
ファッションロード　カトウ 化粧品 角田市角田町１７０ 0224-00-0000
あいば 化粧品 白石市字沢目８－１１ 0224-25-1177
遠藤屋 化粧品 白石市字本町１４ 0224-25-2358
紅屋 化粧品 白石市中町３８ 0224-26-2734
リビングカルタ 家具 柴田郡柴田町西船迫２－２－１２ 0224-54-2277
家具のオオサワ 家具 白石市字本鍛冶小路６ 0224-25-2442
キッズウォーカー　柴田店 玩具 柴田郡柴田町大字上名生字新大原１９４―１ 0224-58-5151
靴のワタナベ 靴 白石市字中町３９－１ 0224-26-2277
ソフトバンク角田 携帯電話 角田市角田字緑町２－１ 0224-61-2033
ソフトバンク亘理 携帯電話 亘理郡亘理町字狐塚９６－１ 0223-33-1266
二幸ジュコウエン 呉服 柴田郡柴田町西船迫１－１－１１ 0224-55-2566
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
きもの彩せ　船岡店 呉服 柴田郡柴田町船岡中央３丁目１－１６ 0224-55-5266
丸吉 呉服 白石市字中町３ 0224-25-0156
スエヒロ 時計・宝石 伊具郡丸森町字鳥屋１１６－１ 0224-72-1336
八島時計眼鏡店 時計・宝石 柴田郡大河原町字町６３－７ 0224-53-1428
杉浦時計店 時計・宝石 柴田郡大河原町大谷字町向２１０ 0224-53-1576
茂泉時計店 時計・宝石 白石市字中町２９－１ 0224-26-2021
ナガハシ本店 時計・宝石 白石市字本町１０５ 0224-25-1188
ダイシャリン　船岡店 自転車 柴田郡柴田町西船迫２－７－７ 0224-54-1001
高橋輪店 自転車 白石市東小路１０３－３ 0224-26-3538
サザンサーキット 自動車・バイク 柴田郡村田町菅生長谷小屋５－１ 0224-83-5632
ブックＴＯＷＮ角田店 書籍 角田市角田字幸町６２ 0224-62-1401
阿部蒲鉾店　大河原店 食品 柴田郡大河原町字新東２０ 0224-53-2002
きちみ製麺 食品 白石市字本町４６ 0224-26-2484
快眠ひろば 寝具 角田市梶賀字一里壇１３９－５ 0224-62-3306
ホシバン 整備工場 伊具郡丸森町金山字狢討１－１ 0224-78-1324
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
キズレスキュー 整備工場 柴田郡大河原町金ヶ瀬薬師１９５ 0224-00-0000
ナルケ自動車 整備工場 亘理郡山元町高瀬字南下高瀬９８ 0223-37-5531
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



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
さんあい美容室 理容・美容 角田市角田字旭町１８ 0224-62-1571
ヘアクリエイト　スタジオエフ 理容・美容 柴田郡柴田町西船迫１－１１－５７ 0224-59-3533
ヘアーメイクオーク 理容・美容 柴田郡柴田町船岡新栄４－６－１９ 0224-54-5006
サロンドＲＵＳＨ 理容・美容 柴田郡柴田町船岡中央２－７－１ 0224-57-1104
カットルームベル 理容・美容 柴田郡大河原町字中島町１－２３ 0224-52-2517
ヘアメイクアーク　白石店 理容・美容 白石市八幡町１１－１－２Ｆ 0224-24-5205
ヘアメイクアーク　亘理店 理容・美容 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００ 0223-29-4401
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