
▼亘理郡亘理町 ▼亘理郡山元町 ▼仙台市

▼仙台市太白区 ▼仙台市宮城野区 ▼仙台市泉区

▼仙台市若林区 ▼仙台市青葉区 ▼伊具郡丸森町

▼刈田郡蔵王町 ▼加美郡加美町 ▼加美郡色麻町

▼名取市 ▼塩竈市 ▼多賀城市

▼大崎市 ▼宮城郡七ヶ浜町 ▼宮城郡利府町

▼宮城郡松島町 ▼富谷市 ▼岩沼市

▼本吉郡南三陸町 ▼東松島市 ▼柴田郡大河原町

▼柴田郡川崎町 ▼柴田郡村田町 ▼柴田郡柴田町

▼栗原市 ▼気仙沼市 ▼牡鹿郡女川町

▼登米市 ▼白石市 ▼石巻市

▼角田市 ▼遠田郡涌谷町 ▼遠田郡美里町

▼黒川郡大和町 ▼黒川郡富谷町
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

美容室 Forme 亘理郡亘理町 江下３－１ サービス

旬魚 鮨の店 あら浜 亘理郡亘理町 荒浜中野１８３－９ 飲食店

鳥の海ふれあい市場協同組合 亘理郡亘理町 荒浜築港通り６－２２ ショッピング

和風レストラン 田園 亘理店 亘理郡亘理町 逢隈上郡上１４７ 飲食店

スーパービッグおおくま店 亘理郡亘理町 逢隈牛袋南谷地添１７ ショッピング

おおくまふれあいセンター 亘理郡亘理町 逢隈郡９９ ショッピング

らーめんせん家 亘理店 亘理郡亘理町 逢隈高屋道下３５－３ 飲食店

馬上かまぼこ店 本店 亘理郡亘理町 逢隈鹿島西鹿島６２ ショッピング

和風レストラン田園 山元店 亘理郡山元町 小平須崎１ 飲食店

マンマノTON·TON 仙台市 本町１丁目１２－１２　ＧＭビル地下１階 飲食店

漁亭浜やあすと長町店 仙台市太白区 あすと長町１－４－３０－３０６ 飲食店

Be－COOL 長町 仙台市太白区 あすと長町２－２－１０ サービス

居酒屋 ふる里 仙台市太白区 あすと長町３－１０－３３ 飲食店

アングギャラリー 仙台市太白区 あすと長町４－２－１０　あすとクリニック
モール２Ｆ サービス

Aguhairtrunk南仙台 仙台市太白区 中田６－３３－１ サービス

ヤマザワ中田店 仙台市太白区 中田町千刈田１９－１ ショッピング

佐々直 中田バイパス店 仙台市太白区 中田町清水１５－１ ショッピング

分福寿司 仙台市太白区 八木山本町１丁目３６－１　 飲食店

居酒屋　靜 仙台市太白区 八木山本町１丁目３８－５　パンション八木山
－１０１ 飲食店

仙台赤十字レストラン 仙台市太白区 八木山本町２－４３－３ 飲食店

ブロッ，2 仙台市太白区 八本松１－１０－２５ サービス

サンマリ向山店 仙台市太白区 向山３－３－１ ショッピング

美容室 ラフ 仙台市太白区 大野田３－１１－３４　第二横山ハイツ　１０
１ サービス

シベールの杜 富沢店 仙台市太白区 大野田４－２５－１ 飲食店

trovebyfirst富沢 仙台市太白区 大野田５－３８－１１　メゾンマスト富沢　１
０１ サービス

Patisserie Emotion 仙台市太白区 大野田５－３８－９ 飲食店

Aguhairlulu長町 仙台市太白区 大野田５－４－２　リバーサイド三樹６号館　
２０２ サービス

炭火いちばじゅう太子堂店 仙台市太白区 太子堂３－１７ 飲食店

青葉ガーデン 仙台市太白区 富沢１－１２－２ ショッピング

苺の樹 仙台市太白区 富沢３－３－５２ 飲食店

ええ居酒屋おじいちゃんと呼ばないで 仙台市太白区 富沢４－６－３５　エスパスアヴァンセ１Ｆ 飲食店

牛たん炭焼 利久 富沢店 仙台市太白区 富沢南１－１－１ 飲食店

ビューティーラウンジA＆A 仙台市太白区 富沢南１－１－１ サービス
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ヘアメイク リトルリーフ 仙台市太白区 富沢南１－１９－２　サウスコートアイハラ　
１Ｆ サービス

Be－COOL富沢 仙台市太白区 富沢南１－２２－４ サービス

蕎麦居酒屋と和菓子の店 京乃北 仙台市太白区 富沢字熊ノ前３６　フレスポ富沢２ 飲食店

業務スーパー 富沢店 仙台市太白区 富沢熊ノ前３６ ショッピング

ゆず庵仙台富沢店 仙台市太白区 富沢熊ノ前３６　（２１Ｂ－４Ｌ） 飲食店

レピコロレ 仙台市太白区 富沢西区画整理地内６０街区１　 飲食店

ファミーナ 富沢店 仙台市太白区 富田京ノ北４６－２ ショッピング

石焼ステーキ贅富沢西アクロスプラザ店 仙台市太白区 富田京ノ北８１－１ 飲食店

リブルマルシェ 富沢店 仙台市太白区 富田京ノ北８１－１　（５５Ｂ－５１Ｌ） ショッピング

NOVEL 仙台市太白区 富田字京ノ北７２－１ サービス

FUNNY仙台鈎取 仙台市太白区 山田字田中前１８４　ヨークタウン内 サービス

パンセ 鈎取本店 仙台市太白区 山田新町７８ 飲食店

サン・マルシェ東中田店 仙台市太白区 東中田２－３９－２７ ショッピング

チーズケーキ工房yuzuki 仙台市太白区 東大野田２－２７ ショッピング

アメリカ屋南仙台店 仙台市太白区 柳生１－６－３ ショッピング

花の膳　柳生店 仙台市太白区 柳生２－１０－１ 飲食店

平禄寿司　仙台太白南仙台店 仙台市太白区 柳生３－４－４ 飲食店

BENI 柳生 仙台市太白区 柳生４－４－１３ サービス

花えにし 仙台市太白区 泉崎１－１４－３　フロラシオン長町 飲食店

ピザハット長町店 仙台市太白区 泉崎１－１４－３　第二小島ビル　１Ｆ ショッピング

かつ庄 長町店 仙台市太白区 泉崎１－８－２２ 飲食店

タイヤワールド館ベスト 西多賀店 仙台市太白区 泉崎２－２３－１７ ショッピング

焼肉秦屋はたや 仙台市太白区 泉崎二－６－３７ 飲食店

楽亭 仙台市太白区 砂押町１７－８ 飲食店

秋保ワイナリー 仙台市太白区 秋保町湯元枇杷原西６ ショッピング

佐市 仙台市太白区 秋保町湯元薬師２３ ショッピング

アキウ舎 仙台市太白区 秋保町湯元除９－４ 飲食店

ヤマザワ茂庭店 仙台市太白区 茂庭台４－１－３２ ショッピング

秋保ヴィレッジ アグリエの森 仙台市太白区 茂庭字中谷地南３２－１ ショッピング

Balance hair clinic 仙台市太白区 西中田４－１０－１ サービス

かつや仙台西中田店 仙台市太白区 西中田５－１６－４８ 飲食店

美容室アンジェリーナ南仙台 仙台市太白区 西中田６－８－９ サービス

高倉町珈琲西多賀店 仙台市太白区 西多賀１－１－５０ 飲食店

平禄寿司　仙台太白西多賀店 仙台市太白区 西多賀１－１－５５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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シーガル 西多賀店 仙台市太白区 西多賀１－１－６０ ショッピング

鐘崎 西多賀店 仙台市太白区 西多賀２－１－１ ショッピング

やまなか家 西多賀店 仙台市太白区 西多賀２－１７－１ 飲食店

焼肉きんぐ仙台西多賀店 仙台市太白区 西多賀３－１－３５ 飲食店

とんかつ大町　西多賀店 仙台市太白区 西多賀３丁目８－１２　ヒロレジデンス１０２ 飲食店

焼肉冷麺ヤマト仙台西多賀店 仙台市太白区 西多賀４丁目４－１２ 飲食店

米沢牛焼肉仔虎仙台南店 仙台市太白区 西多賀５－２４－１　ベガロポリス　１Ｆ 飲食店

やまなか家 仙台郡山店 仙台市太白区 郡山４－１２－１４ 飲食店

うまい鮨勘 ゆとろぎ長町郡山店 仙台市太白区 郡山新橋北６－１ 飲食店

蕎麦処 初代伝五郎 仙台市太白区 鈎取本町１－１７－２０ 飲食店

オ・フルニル・デュ・ボワ 仙台市太白区 鈎取本町１－１７－２１ 飲食店

BENI 鈎取 仙台市太白区 鈎取本町１－２１－１　鈎取ショッピングセン
ター内　２Ｆ サービス

ハニーズ鈎取店 仙台市太白区 鈎取本町１－２１－１　鈎取ショッピングセン
ター本館　２Ｆ ショッピング

シーガル 長町店 仙台市太白区 長町１－４－２ ショッピング

フレッシュフードモリヤ長町店 仙台市太白区 長町１－７－３８ ショッピング

旬魚旬菜つむぎ 仙台市太白区 長町３－５－３　ライオンズプラザ長野中央１
０４ 飲食店

とり鮮 仙台市太白区 長町３－６－９ 飲食店

Aguhaircielo長町 仙台市太白区 長町４－７－３０　ライオンズマンション長町
　１０８ サービス

和牛人はらだ 仙台市太白区 長町４丁目７－３８　ＳＴクラウド長町１階 ショッピング

inanna tier hair des 仙台市太白区 長町５－１２－６　ジュネスシャトー　Ａ サービス

プヨ長町店 仙台市太白区 長町５－２－１　丸源ビル　２Ｆ 飲食店

串焼楽酒MOJA 長町店 仙台市太白区 長町５－２－６　モリタミビル　１Ｆ 飲食店

仙台ホルモン・焼肉ときわ亭長町駅前店 仙台市太白区 長町５－２－６　森民ビル　１Ｆ 飲食店

いき粋R 仙台市太白区 長町５－２－６　森民ビル１Ｆ 飲食店

KISEI長町店 仙台市太白区 長町５－３－１ サービス

魚菜四季 ひょうたん 仙台市太白区 長町５－３－１　たいはっくる　２Ｆ 飲食店

赤井沢 長町本店 仙台市太白区 長町５－３－３ ショッピング

食楽長町店 仙台市太白区 長町５－７－２　高染７館　１０２ 飲食店

孔府家宴　長町店 仙台市太白区 長町５丁目２－６　森民ビル１Ｆ 飲食店

Vigore 仙台市太白区 長町５丁目２－６　森民ビル２Ｆ 飲食店

ヘアー ディークス 仙台市太白区 長町７－１８－３３　パレ長町　１０２ サービス

ヴァサラロ－ドザモ－ル長町店 仙台市太白区 長町７－２０－３　３Ｆ 飲食店

ミア・アンジェラ 長町南店 仙台市太白区 長町７－２４－２６ 飲食店

ハーツフィールド 仙台市太白区 長町８－２２－１０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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hair make Lips 仙台市太白区 長町南１－１８－４８ サービス

AUBEhairspell仙台長町店 仙台市太白区 長町南３－１－１　オバタビル　１Ｆ　１ サービス

first長町南 仙台市太白区 長町南３－１－３２ サービス

Aguhairpraha長町南 仙台市太白区 長町南３－３－３０　第一扇ビル　１Ｆ サービス

PROGRESS 長町南店 仙台市太白区 長町南３－３－７ サービス

モダンクラフト長町南店 仙台市太白区 長町南４－１－２０　フォーレストンビル２Ｆ サービス

なかお 長町南店 仙台市太白区 長町南４－１６－３５ ショッピング

トーカイ 長町店 仙台市太白区 長町南４－５－３ ショッピング

Urb 仙台市太白区 鹿野３－２５－９　ジュネスＫ１１番館 サービス

森乃館 仙台東店 仙台市宮城野区 中野１－２－１ 飲食店

高倉町珈琲仙台新港店 仙台市宮城野区 中野１－２－２８ 飲食店

パンセ 福室本店 仙台市宮城野区 中野１－４－１０ 飲食店

ミンパンティン　中野店 仙台市宮城野区 中野２－１－２２ 飲食店

南海部品 仙台店 仙台市宮城野区 中野５－５－３ ショッピング

焼肉きんぐ 仙台中野栄店 仙台市宮城野区 中野出花西１６－４ 飲食店

いたがき本店 仙台市宮城野区 二十人町３００－１ ショッピング

力寿司 仙台市宮城野区 二十人町３００－１９ 飲食店

やぶ清 仙台市宮城野区 二十人町３００－８　ｌｏｎｄ１Ｆ 飲食店

ブウション 仙台市宮城野区 元寺小路３０２－１４ ショッピング

大衆楽園 イロトリドリ 仙台市宮城野区 出花１－１－１ 飲食店

お好み焼き田よし〜雫〜中野栄店 仙台市宮城野区 出花１－３－４ 飲食店

Hair design merci 仙台市宮城野区 出花２－１２－５　サンハイツ１０２ サービス

スーパービッグ原町店 仙台市宮城野区 原町２－５－５７ ショッピング

chanto 仙台市宮城野区 名掛丁１１９－３　１Ｆ ショッピング

AUBEHAIRelna仙台東口店 仙台市宮城野区 名掛丁２０２－２　ギフト仙台東口　３Ｆ サービス

暖中　仙台幸町店 仙台市宮城野区 大梶１１－１ 飲食店

Angelo cafe 仙台市宮城野区 宮千代１－２０－４ サービス

かぜの子チェ－ン宮千代店 仙台市宮城野区 宮千代２－１３－１ ショッピング

タカラ亭食堂 仙台市宮城野区 宮千代３丁目９－１１ 飲食店

鮨 みずき 仙台市宮城野区 宮城野１－１－３４ 飲食店

KUMARI 仙台駅前店 仙台市宮城野区 小田原１－１－５　１Ｆ 飲食店

ぷちショップあおやま 仙台市宮城野区 小田原１－４－２６ ショッピング

お茶の井ヶ田喜久水庵東仙台本店 仙台市宮城野区 小鶴３－８－８ ショッピング

ガモウパ－ク 仙台市宮城野区 岡田字新浜浦通東１９－６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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花の膳　六丁の目店 仙台市宮城野区 岡田小広目２９－１０ 飲食店

hair make aries 岩切店 仙台市宮城野区 岩切洞ノ口１８０－５　ＫＫＣビル　１Ｆ サービス

仙台ホルモン・焼肉 ときわ亭 岩切駅前店 仙台市宮城野区 岩切洞ノ口９８－２ 飲食店

SiGN 仙台市宮城野区 平成２－１５－２１０１ サービス

鮨の遊彩 仙台市宮城野区 幸町３－３－１　ＹＳＫコ－ポ幸町　１Ｆ 飲食店

アストロプロダクツ 仙台店 仙台市宮城野区 扇町１－７－４７ ショッピング

ハンマープライス仙台扇町店 仙台市宮城野区 扇町２－２－２７ ショッピング

三代目竹鶏 仙台市宮城野区 新田２－１２－４８ 飲食店

平禄寿司　仙台宮城野新田東店 仙台市宮城野区 新田東１－１７－１ 飲食店

HairSalon＆BodySpa67－101 仙台市宮城野区 新田東３－１０－１ サービス

モダンクラフト新田東店 仙台市宮城野区 新田東５－１３－１ サービス

とこやJOY 仙台市宮城野区 東仙台４－１４－７　フォレオせんだい宮の杜 サービス

first東仙台 仙台市宮城野区 東仙台４－１４－８　フォレオせんだい宮の杜 サービス

やまなか家フォレオ宮の杜店 仙台市宮城野区 東仙台４－６－３０ 飲食店

酒のかわしま本店 仙台市宮城野区 東仙台６－５－２７ ショッピング

多津味 仙台市宮城野区 栄２－２４－１１ 飲食店

PROGRESS 仙台駅東口店 仙台市宮城野区 榴岡１－２－１０　エンドウビル　３Ｆ サービス

やきとり五つぼ 仙台市宮城野区 榴岡１－６－３５ 飲食店

焼肉三水苑東口 仙台市宮城野区 榴岡１－７－１５　サニ－ビル　１Ｆ 飲食店

榴岡 銀杏 仙台市宮城野区 榴岡１－７－１５　サニービル１０１ 飲食店

ミア・アンジェラ 仙台駅東口店 仙台市宮城野区 榴岡１－７－９ 飲食店

秘密基地BARC－BOO 仙台市宮城野区 榴岡２－１－１０　猪飼ビル２Ｆ 飲食店

GRACIA 東口店 仙台市宮城野区 榴岡２－１－１１　９Ｆ サービス

珈琲館 仙台東口店 仙台市宮城野区 榴岡２－１－２５　ＢＩＶＩ仙台　１Ｆ 飲食店

コリアンダイニング 長寿韓酒房 仙台市宮城野区 榴岡２－１－２５　ＢｉＶｉ仙台駅東口　４Ｆ 飲食店

やきとん 558 仙台 ホルモン 仙台市宮城野区 榴岡２－１－２５　ＢｉＶｉ仙台駅東口　４Ｆ 飲食店

隠れ菴 忍家 Bivi仙台駅東口店 仙台市宮城野区 榴岡２－１－２５　Ｂｉｖｉ仙台駅東口　４Ｆ 飲食店

うまい鮨勘 仙台東口支店 仙台市宮城野区 榴岡２－１－２５仙台駅東口　ＢｉＶｉ　４階 飲食店

はんこ屋さん21仙台東口店 仙台市宮城野区 榴岡２－１－７　田中ビル１Ｆ ショッピング

仙台ホルモン・焼肉ときわ亭仙台東口駅前店 仙台市宮城野区 榴岡２－２－２　タカハシビル　１Ｆ 飲食店

アルコ 仙台市宮城野区 榴岡２－２－２５　梅津ビルＢ１Ｆ 飲食店

牛たん炭焼 利久 東七番丁店 仙台市宮城野区 榴岡２－３－２２ 飲食店

ネイルサロン rossi 仙台市宮城野区 榴岡２－３－３６　仙台蘭らんビル３Ｆ サービス

ラパン仙台本店 仙台市宮城野区 榴岡３－４－１　アゼリアヒルズ　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ザモストベーカリー＆コーヒー東口店 仙台市宮城野区 榴岡４－１２－１ 飲食店

中華飯店　靉龍 仙台市宮城野区 榴岡４－３－２０－２０１ 飲食店

牛たん炭焼 利久 東口分店 仙台市宮城野区 榴岡４－４－１０ 飲食店

黒毛和牛一頭切り 伊達哉 仙台市宮城野区 榴岡４－５－２１　Ｆタウンビル　７Ｆ 飲食店

katachibyAnge 仙台市宮城野区 榴岡４－６－２２　ノーブルビル　２Ｆ サービス

地酒と土鍋飯 さんか 仙台市宮城野区 榴岡４－８－１　花園レジデンス１Ｆ 飲食店

七輪焼肉酒家炭小屋仙台駅東口店 仙台市宮城野区 榴岡４－８－１　花園レジデンス１Ｆ 飲食店

平禄寿司　仙台宮城野榴岡店 仙台市宮城野区 榴岡５－１０－１３ 飲食店

Aguhairsign榴岡 仙台市宮城野区 榴岡５－２－４　ル・オール榴岡　１Ｆ サービス

榴岡酒場 皿然 仙台市宮城野区 榴岡一丁目６－２５　ニュー更科ビル１Ｆ 飲食店

かつや東仙台店 仙台市宮城野区 燕沢１－１９－１０ 飲食店

hair flulu 仙台市宮城野区 燕沢東１－３－４６ サービス

ヤマザワ田子店 仙台市宮城野区 田子２－４０－２８ ショッピング

VOLCOM SENDAI 仙台市宮城野区 福室１－２－６０ ショッピング

たなばたけ高砂店 仙台市宮城野区 福室２－７－３０ ショッピング

仙台菓匠宮城野福室店 仙台市宮城野区 福室５－４－６ 飲食店

やきとり 大吉 福室店 仙台市宮城野区 福室６－７－１７ 飲食店

炭火焼肉酒家牛亭 仙台市宮城野区 福田町１－２－１６ 飲食店

やきにく家　香煙 仙台市宮城野区 苦竹１丁目８－１３　 飲食店

タイヤワールド館ベスト 仙台本店 仙台市宮城野区 苦竹２－６－５ ショッピング

Studie＋SENDAI－ 仙台市宮城野区 蒲生竹ノ内６－３ ショッピング

HOMEcalale 仙台市宮城野区 西宮城野４－７　ソレイユ宮城野１０１ 飲食店

うまい鮨勘 宮城野原支店 仙台市宮城野区 西宮城野７－１ 飲食店

Aguhairirise仙台 仙台市宮城野区 鉄砲町西１－１３　ル・グランノワール　１Ｆ サービス

アーネヘアーコフュール 仙台市宮城野区 鉄砲町西２－６　ファーストビル１Ｆ サービス

宮城うまい処居酒屋夢の途酎 仙台市宮城野区 高砂１－１５４－２ 飲食店

ファミーナ 鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷２－８－１２ ショッピング

しゃぶ政宗 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷京原１２２ 飲食店

ヘア－スプレマシ－ ナゴミ 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷本山７－２１ サービス

からあげの匠泉インタ－店 仙台市泉区 七北田７－４　 飲食店

ハードオフ・ガレージオフ 仙台北店 仙台市泉区 七北田大沢台１－２３ ショッピング

かつや仙台泉インター店 仙台市泉区 七北田新田１－１ 飲食店

菓匠 三全 泉インター店 仙台市泉区 七北田新田３－１ 飲食店

タイヤ館八乙女 仙台市泉区 上谷刈１－１－１０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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食楽 八乙女店 仙台市泉区 上谷刈１－６－１ 飲食店

タイヤワールド館ベスト 泉八乙女店 仙台市泉区 上谷刈１－６－１ ショッピング

ブックスなにわ 仙台泉店 仙台市泉区 上谷刈１－７－１０ ショッピング

焼肉 じゃじゃまる 仙台市泉区 上谷刈３－５－１ 飲食店

美容室 レナーク with［ウイズ］ 仙台市泉区 上谷刈４－１１－３６　アクス　２Ｆ サービス

ヤマザワ住吉台店 仙台市泉区 住吉台西４－２－１ ショッピング

陸女鮨 仙台市泉区 八乙女２－１２－１３ 飲食店

焼肉きんぐ仙台泉八乙女店 仙台市泉区 八乙女２－３－６ 飲食店

ゆず庵八乙女店 仙台市泉区 八乙女中央１－２－１０ 飲食店

牛たん炭焼 利久 泉本店 仙台市泉区 八乙女中央２－１－１８ 飲食店

アルパジョン仙台泉本店 仙台市泉区 八乙女中央３－９－１５ 飲食店

Aphrodite南中山店 仙台市泉区 南中山１－４２－１ サービス

パンセ 南中山本店 仙台市泉区 南中山２－１－７ 飲食店

自然食品たんぽぽ 仙台市泉区 南中山２－２－５ ショッピング

lemilan 仙台市泉区 南中山２－２－９ 飲食店

Salon de GRACE 仙台市泉区 南中山２－３９－１ サービス

シベールの杜 南中山店 カフェ 仙台市泉区 南中山５－５－４７ 飲食店

シベールの杜 南中山店 仙台市泉区 南中山５－５－４７ 飲食店

南光台金物 本店 仙台市泉区 南光台南１－１－９ ショッピング

焼肉 パルパル 仙台市泉区 南光台南１－２－１１ 飲食店

仙台菓匠宮城野南光台店 仙台市泉区 南光台南１－２－１３ 飲食店

とんかつ大町 仙台市泉区 南光台南１－２－８ 飲食店

業務スーパー 南光台店 仙台市泉区 南光台南２－２－１　八百ふじビル　１Ｆ ショッピング

うなぎ竹亭本店 仙台市泉区 南光台東１－５３－２２ 飲食店

焼肉冷麺ヤマト仙台泉店 仙台市泉区 大沢２－１３ 飲食店

回転鮨清次郎　仙台泉店 仙台市泉区 大沢２－１３－２ 飲食店

オフハウス 仙台北店 仙台市泉区 大沢２－５－３ ショッピング

牛仁 仙台泉店 仙台市泉区 大沢３－９－１ 飲食店

うなぎ竹亭中山店 仙台市泉区 実沢中山北１８－１３８ 飲食店

つかさ屋泉パークタウンタピオ店 仙台市泉区 寺岡６－５－１ ショッピング

金港堂 泉パークタウン店 仙台市泉区 寺岡６－５－１　泉パークタウンタピオ北館２
Ｆ ショッピング

中国料理 華房 仙台市泉区 市名坂万吉前１１６－１ 飲食店

トーカイ ヨークタウン市名坂店 仙台市泉区 市名坂中道１００－９　ヨークタウン市名坂 ショッピング

ハニーズ 仙台市名坂店 仙台市泉区 市名坂中道１００－９　ヨークタウン市名坂　
１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かに政宗　泉店 仙台市泉区 市名坂原田１００－２ 飲食店

Aguhairsylph市名坂 仙台市泉区 市名坂原田１７７－３　１Ｆ サービス

元町珈琲せんだい市名坂の離れ 仙台市泉区 市名坂原田３０２－１ 飲食店

函太郎仙台市名坂店 仙台市泉区 市名坂清水端２０１－７ 飲食店

焼肉パルパル 市名坂店 仙台市泉区 市名坂萩清水１０２－１ 飲食店

大黒屋書店 仙台泉店 仙台市泉区 市名坂黒木川原４６－１ ショッピング

南光台金物 松森店 仙台市泉区 松森刺松９－４ ショッピング

焼肉工房やきや松森店 仙台市泉区 松森前田３８－２ 飲食店

パラダイスBOX 仙台店 仙台市泉区 松森坂下１－１ ショッピング

東京インテリア家具 仙台泉店 仙台市泉区 松森坂下３８ ショッピング

プロショップ仙台 仙台市泉区 松森斉兵衛４１－１ ショッピング

食品館イトー泉松森店 仙台市泉区 松森浦田５８ ショッピング

ハーレーダビッドソン宮城 仙台市泉区 松森浦田８６ ショッピング

焼肉じゃじゃまる松森店 仙台市泉区 松森陣ケ原８－８ 飲食店

平禄寿司　仙台泉市名坂店 仙台市泉区 松森館６１－１ 飲食店

ヤマザワ松陵店 仙台市泉区 松陵２－５－１ ショッピング

オートプロサクセス 仙台市泉区 根白石字宝積寺前２４－１ サービス

シベール 桂店 仙台市泉区 桂１－１－１ 飲食店

グリーンマート 桂店 仙台市泉区 桂１－１２－１ ショッピング

ブレアガーデン 仙台市泉区 桂１丁目１－１　桂ガーデンプラザ内 飲食店

ヘアーアトリエ プチフルール 仙台市泉区 桂４－１－１１ サービス

お好み焼本舗 仙台泉ヶ丘店 仙台市泉区 泉ヶ丘１－１２－１４ 飲食店

パティスリーアンシャンテ 仙台市泉区 泉ケ丘１－２０－２３ 飲食店

牛たん炭焼 利久 泉中央店 仙台市泉区 泉中央１－１３－２ 飲食店

ときわ亭 泉中央駅前店 仙台市泉区 泉中央１－１５－３　赤間総業泉中央パ－キン
グビル　１Ｆ 飲食店

伊達のいろり焼　YAMATO 仙台市泉区 泉中央１－１６－５　泉中央一番館　２Ｆ 飲食店

Aguhairtiara泉中央 仙台市泉区 泉中央１－１７－５　ビルドスマイル　２３Ｆ サービス

大同苑泉中央 仙台市泉区 泉中央１－１９－７ 飲食店

Welcome　to　the　Moon 仙台市泉区 泉中央１－１９－７　泉中央二番館　２Ｆ 飲食店

酒処しな川 仙台市泉区 泉中央１－１９－７　泉中央館１Ｆ 飲食店

生パスタ専門店コパン 泉中央本店 仙台市泉区 泉中央１－７－１　Ｓｗｉｎｇ　３Ｆ 飲食店

味の牛たん喜助 泉中央店 仙台市泉区 泉中央１－７－１　地下鉄泉中央ビル［ＳＷＩ
ＮＧ］　３Ｆ 飲食店

和彩Seeds 仙台市泉区 泉中央１－９－４　レジュイール泉１Ｆ 飲食店

魚屋けんじろう 仙台市泉区 泉中央１丁目１４－７　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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居酒屋　さらいえ 仙台市泉区 泉中央１丁目１７－５　ビルドスマイル２－２
０２ 飲食店

炭火焼肉　勇　仙台泉店 仙台市泉区 泉中央１丁目２２－３　マルタマビル１Ｆ 飲食店

やきとり家竜鳳 泉中央店 仙台市泉区 泉中央２－１７－３　フリ－ド泉中央　１０５ 飲食店

ito．littlehairgarden 仙台市泉区 泉中央３－１６－１　ケーツービル２Ｆ サービス

first 泉中央 仙台市泉区 泉中央３－２－１　ルーセント２１ サービス

パティスリークレドクール 仙台市泉区 泉中央３－２９－１　グランデールファースト
１０１ 飲食店

HairShopJAMMER 仙台市泉区 泉中央３－３０－２　ＢＩＬＬブラウビル　１
Ｆ サービス

牛たん若泉店 仙台市泉区 泉中央４－１９－３　クレール小林　１Ｆ 飲食店

Sofa泉中央店 仙台市泉区 泉中央４－４－１　ＷＩＮビル　２Ｆ サービス

PANORAkitchenofth 仙台市泉区 紫山１－１－１ 飲食店

フラワード虹の丘本店 仙台市泉区 虹の丘４－２－９ ショッピング

酒市場プライス 仙台市泉区 野村新平山２－１ ショッピング

トレンタ長命ヶ丘店 仙台市泉区 長命ヶ丘２－２１－１　ＢＲＡＮＣＨ仙台 飲食店

インパクトワンプラスブランチ仙台店 仙台市泉区 長命ヶ丘２－２１－１　Ｗ－１１０５ ショッピング

レストラン・シェフ2 仙台市泉区 長命ヶ丘３－２６－１６ 飲食店

南光台金物 長命店 仙台市泉区 長命ヶ丘３－３－１６ ショッピング

ヤマザワ長命ヶ丘店 仙台市泉区 長命ヶ丘５－１３－１ ショッピング

レナーク コフレ 仙台市泉区 高森１－１－１８９ サービス

EIGYOKUDOCAFE 仙台市泉区 高森１－１－１８９ 飲食店

お茶の井ケ田喜久水庵 泉高森本店 仙台市泉区 高森４－２－５３９ ショッピング

かんてんぱぱショップ仙台店 仙台市泉区 高森６－４２－４ ショッピング

エンリッチランドリ－サロン高森 仙台市泉区 高森７－２ 飲食店

うまい鮨勘 ゆとろぎ泉店 仙台市泉区 高玉町３－３ 飲食店

八文字屋書店 仙台市泉区 高玉町４－１ ショッピング

シベールの杜 荒井店 仙台市若林区 なないろの里２－２４－５ 飲食店

ムッシュ太田 大和町店 仙台市若林区 一本杉４２－２５ サービス

フレッシュフードモリヤ沖野店 仙台市若林区 上飯田２－２－１５ ショッピング

フレッシュフードモリヤ今泉店 仙台市若林区 上飯田４－１４－５８ ショッピング

カネヒロ 仙台市若林区 中倉１－４－１０ ショッピング

はくさん 仙台市若林区 伊在１－９－７　１Ｆ ショッピング

スーパービッグ六丁目店 仙台市若林区 伊在字屋敷４９ ショッピング

ブレドール 仙台六丁の目店 仙台市若林区 六丁の目中町１８－１０ 飲食店

赤井沢 六丁の目店 仙台市若林区 六丁の目中町３０－１７ ショッピング

お好み焼き田よし〜雫〜六丁目店 仙台市若林区 六丁の目北町１－５８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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牛たん若六丁の目店 仙台市若林区 六丁の目北町１－７７ 飲食店

かつや仙台六丁の目店 仙台市若林区 六丁の目南町２－３４ 飲食店

ゆず庵 仙台六丁の目店 仙台市若林区 六丁の目南町９－１９ 飲食店

アップガレージ 仙台店 仙台市若林区 六丁の目東町１－５ ショッピング

山神山人 仙台店 仙台市若林区 六丁の目東町１－６３ 飲食店

アメリカ屋 仙台六丁の目店 仙台市若林区 六丁の目東町６－２５ ショッピング

お茶の井ヶ田 喜久水庵南小泉本店 仙台市若林区 南小泉２－１２－５ ショッピング

ヘアープロデュース アフェクション 仙台市若林区 南小泉２－１４－１０ サービス

焼肉きんぐ 仙台南小泉店 仙台市若林区 南小泉４－１１－２０ 飲食店

七輪焼肉酒家炭小屋河原町店 仙台市若林区 南材木町９２　後藤ビル１Ｆ 飲食店

お好み焼本舗仙台卸町店 仙台市若林区 卸町１－１－６ 飲食店

やまと 仙台市若林区 卸町２－７－９ ショッピング

カネタの牛たん直売店 仙台市若林区 卸町３－８－１ ショッピング

フローリストグリーンハウス 仙台市若林区 土樋１－１１－１１ ショッピング

武州養蜂園 愛宕橋店 仙台市若林区 土樋２５７　ライオンズマンション愛宕橋　１
Ｆ ショッピング

ブレドール 大和町店 仙台市若林区 大和町２－１１－１０ 飲食店

牛たん炭焼 利久 大和町店 仙台市若林区 大和町２－６－２０ 飲食店

赤井沢 大和町店 仙台市若林区 大和町２－６－２５ ショッピング

Angelo In alto 仙台市若林区 大和町４－１－５ サービス

デザイナーズサロンモード・ファクター 仙台市若林区 大和町４－２４－１４ サービス

ヴォワザン 大和町本店 仙台市若林区 大和町５－１７－２０　アーバンハイム大和　
１Ｆ 飲食店

焼肉おはる仙台大和町店 仙台市若林区 大和町５－３－１９ 飲食店

平禄寿司　仙台本店 仙台市若林区 大和町５－３３－１８ 飲食店

とっとや六番 仙台市若林区 大和町５－５－１５　グランマーレＫＭＫ ショッピング

菓匠三全 卸町本店 仙台市若林区 志波町１２－３ 飲食店

シーガル 大和町店 仙台市若林区 志波町１８－２３ ショッピング

寿司処こうや宮城野萩大通り店 仙台市若林区 志波町３－１　ロンサール志波１Ｆ 飲食店

AUBEhairliam仙台卸町店 仙台市若林区 志波町３－２６　サンプラザ志波町　１Ｆ サービス

韓国家庭料理 扶餘 仙台市若林区 新寺１－２－１３ 飲食店

末廣寿司 仙台市若林区 河原町１－５－１５－１０１ 飲食店

美容室テイク・ペインズ 仙台市若林区 河原町２－４－５０　クレセール河原町　１Ｆ サービス

不二家白萩町店 仙台市若林区 白萩町２８－１５ 飲食店

いい居酒屋アラタ 仙台市若林区 舟丁３－１３　丸三ビル１Ｆ 飲食店

ヘアーサロン フジ 仙台市若林区 若林２－５－７ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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海鮮ダイニング萩 仙台市若林区 若林２－６－２ 飲食店

リブルマルシェ若林店 仙台市若林区 若林２－７－３４　ゼライスタウン内 ショッピング

とんかつ庄内 本店 仙台市若林区 若林５－６－２１ 飲食店

マデーニ 仙台市若林区 荒井１－１２－３ 飲食店

トーカイ 若林店 仙台市若林区 荒井２－１－２ ショッピング

ヤマザワ荒井店 仙台市若林区 荒井３－２９－３ ショッピング

タイヤセレクト仙台荒井 仙台市若林区 荒井３－７－４ ショッピング

南光台金物 六丁目店 仙台市若林区 荒井５－１６－５ ショッピング

hairtherapySara 仙台市若林区 荒井７－２－１ サービス

オフハウス仙台荒井店 仙台市若林区 荒井中在家２８ ショッピング

ガレージオフ仙台荒井店 仙台市若林区 荒井中在家２８ ショッピング

やみつきホルモン利久 仙台GIGS荒井店 仙台市若林区 荒井東１－４－１ 飲食店

5．HairDesign 仙台市若林区 荒井東１－４－９　リヴィエール　１０１ サービス

サンマルシェ荒井店 仙台市若林区 荒井東１－６－１ ショッピング

焼肉の店 てなむ 仙台市若林区 荒町７７　ライオンズマンション荒町　１０１ 飲食店

B－Ark pool 仙台市若林区 荒町９６ サービス

SPARK　COFFEE 仙台市若林区 連坊小路１３８　 飲食店

柴田パン本店 仙台市若林区 連坊小路２０ 飲食店

パンセ 遠見塚本店 仙台市若林区 遠見塚１－１－３２ 飲食店

松沢蒲鉾店 みやぎの萩 大通店 仙台市若林区 遠見塚１－６－２１ ショッピング

焼肉・ホルモンTAKA 仙台市若林区 遠見塚１－７－２６ 飲食店

スーパーダブルエックス仙台本店 仙台市若林区 遠見塚東４－８ ショッピング

鐘崎 笹かま館 仙台市若林区 鶴代町６－６５ ショッピング

こだま本店 仙台市若林区 鶴代町６－７７ ショッピング

個室居酒屋 肉和食 肉仙 仙台駅前店 仙台市青葉区 １－７－１　第一志ら梅ビル　４Ｆ 飲食店

全日食チェーンみやぎ台店 仙台市青葉区 みやぎ台３－３１－３ ショッピング

魚BAR一歩 仙台市青葉区 一番町１－１－８　青葉パークビルＢ１Ｆ 飲食店

Blanket 仙台市青葉区 一番町１－１０－１１　ＡＣビル２階 サービス

DECORATE 仙台市青葉区 一番町１－１１－１ ショッピング

柳町銀乃 仙台市青葉区 一番町１－１１－３５ 飲食店

Rielat 仙台市青葉区 一番町１－１３－２０　村上東ビル　１Ｆ 飲食店

開盛庵 仙台市青葉区 一番町１－２－２１ 飲食店

パッケージプラザ仙台南町通り店 仙台市青葉区 一番町１－４－３０　さのやビル ショッピング

ダボス 仙台市青葉区 一番町１－６－１９　壱番館ビル　Ｂ１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Truevintage 仙台市青葉区 一番町１－６－２０　ライトハウスビルディン
グ　１０２ ショッピング

IBIZA ALCOVE 仙台市青葉区 一番町１－６－９ サービス

りんたろう 仙台市青葉区 一番町１－８－２０ 飲食店

hair＆spa Lucotte 仙台市青葉区 一番町１－８－２３　稲葉ビル　１Ｆ サービス

ビューティドレッセ山野愛子美容室仙台店 仙台市青葉区 一番町１－９－１　仙台トラストシティ　３Ｆ サービス

山形蕎麦としゃぶ鍋焔藏トラストタワー店 仙台市青葉区 一番町１－９－１　仙台トラストタワー　２Ｆ 飲食店

花牛 仙台市青葉区 一番町１－９－１　仙台トラストタワー　２Ｆ 飲食店

珈琲飲み処　いりたてや 仙台市青葉区 一番町１丁目１４－３０　バイブス一番町１０
１ 飲食店

La　fleur　de　ceris 仙台市青葉区 一番町１丁目１５－２０　薗田ビル１Ｆ 飲食店

レストラン　拓 仙台市青葉区 一番町２－１０－１　グランディＳ 飲食店

鮨きく池 仙台市青葉区 一番町２－２－１３　仙建ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

いろり酒場たら福文横店 仙台市青葉区 一番町２－３－１ 飲食店

金港堂 本店 仙台市青葉区 一番町２－３－２６ ショッピング

hou 仙台市青葉区 一番町２－３－３　Ｊ・ＢＯＸビル　３Ｆ 飲食店

Cafe EUR 仙台市青葉区 一番町２－３－３０ 飲食店

FEELS 仙台市青葉区 一番町２－３－３０　中央市場内 ショッピング

酒と魚watabe 仙台市青葉区 一番町２－３－３０－２７ 飲食店

小判寿司 仙台市青葉区 一番町２－３－４１ 飲食店

炭火焼肉三林精肉店 仙台市青葉区 一番町２－３－４１ 飲食店

鮨 和さび 仙台市青葉区 一番町２－５－１５　共栄一番町ビル　３Ｆ 飲食店

PULIRE 仙台市青葉区 一番町２－５－３２　第一観光ビル４Ｆ サービス

横丁三七三 仙台市青葉区 一番町２－６－１６　シントウビル１Ｆ 飲食店

ヤマハミュージックリテイリング 仙台店 仙台市青葉区 一番町２－６－５ ショッピング

NOCE 仙台店 仙台市青葉区 一番町２－７－１７　朝日生命仙台一番町ビル
　１Ｆ ショッピング

emma 仙台市青葉区 一番町２－７－７　太陽南町通ビル　５Ｆ サービス

寿司本 仙台市青葉区 一番町２丁目４－１８　 飲食店

kokuri 仙台市青葉区 一番町３－１－１　仙台ファーストタワー３Ｆ サービス

山形蕎麦と炙りの焔藏 仙台市青葉区 一番町３－１－１６　Ｂ１ 飲食店

サロンドショコラ 仙台市青葉区 一番町３－１－１７　しまぬきビル２Ｆ サービス

中国北京料理 飛天 仙台市青葉区 一番町３－１－１８　しまぬきビル　３Ｆ 飲食店

もみじ庵 仙台市青葉区 一番町３－１０－２３　ベルモーズビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

牛仁 一番町本店 仙台市青葉区 一番町３－１１－９ 飲食店

キムカツ仙台店 仙台市青葉区 一番町３－３－１　Ｋｕｒａｘ５Ｆ 飲食店

C’s 仙台市青葉区 一番町３－３－１　クラックス６Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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橘寿司 仙台市青葉区 一番町３－３－２５　たちばなビル５Ｆ 飲食店

スワロフスキー 仙台直営店 仙台市青葉区 一番町３－３－２６　高留ビル　１Ｆ ショッピング

trove by first 一番町 仙台市青葉区 一番町３－３－５ サービス

DUALCAREbellus 仙台市青葉区 一番町３－３－６ サービス

ANELA 仙台市青葉区 一番町３－４－２３　佳月ビル サービス

gisele 仙台市青葉区 一番町３－４－３　２Ｆ サービス

アイマジックピュア仙台一番町店 仙台市青葉区 一番町３－４－３　ＩＮＤＥＸビル１Ｆ サービス

ネイルマジック仙台一番町店 仙台市青葉区 一番町３－４－３　ＩＮＤＥＸビルＢ１Ｆ サービス

白松がモナカ本舗一番町店 仙台市青葉区 一番町３－５－１０ ショッピング

BEHIVE一番町AVEDA 仙台市青葉区 一番町３－６－１　一番町平和ビル サービス

ラリュール仙台店 仙台市青葉区 一番町３－６－１　一番町平和ビル　３Ｆ サービス

韓国料理扶餘電力ビル店 仙台市青葉区 一番町３－７－１　電力ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

牛たん料理 閣 電力店 仙台市青葉区 一番町３－７－１　電力ビル本館　Ｂ１Ｆ 飲食店

炭焼き牛たん おやま 仙台市青葉区 一番町３－７－２０ 飲食店

アジアナーセリー 一番町店 仙台市青葉区 一番町３－７－２３　明治安田生命ビル ショッピング

POSH 仙台市青葉区 一番町３－８－１　ラ・ベルヴィビル　３Ｆ サービス

蔵の庄　一番町本店 仙台市青葉区 一番町３－８－１４　鈴喜ビル　２Ｆ 飲食店

牛たん料理 閣 本店 仙台市青葉区 一番町３－８－１４　鈴喜ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

あきふじ 仙台市青葉区 一番町３－８－１９　今徳ビル 飲食店

ship’s hair booth 仙台市青葉区 一番町３－８－４　大雅ビル サービス

CHIANTI－BUONO 仙台市青葉区 一番町３－８－４　大雅ビル　２Ｆ 飲食店

au Style SENDAI 仙台市青葉区 一番町３－８－８　一番町ｓｔｅａｒ 飲食店

自然　食彩　浪漫　びわね 仙台市青葉区 一番町３－８－８　一番町ステア　１Ｆ 飲食店

大観楼 仙台市青葉区 一番町３ー９－５ 飲食店

リラクゼ－ションサロンピア 仙台市青葉区 一番町３丁目５－２７　梅屋ビル４Ｆ サービス

ミアアンジェラ　一番町店 仙台市青葉区 一番町３丁目８－２３　戸津ビル１・２Ｆ 飲食店

BarRobRoy 仙台市青葉区 一番町４－１－２２　ＦＵＪＩビル３Ｆ 飲食店

すし半澤 仙台市青葉区 一番町４－１－２２　フジビル１Ｆ 飲食店

旅籠 仙台市青葉区 一番町４－１０－１１　ＦＲＫビル　３Ｆ 飲食店

味の牛たん喜助 定禅寺店 仙台市青葉区 一番町４－１０－１４　定禅寺ビル　ＢＦ 飲食店

キクチ 仙台市青葉区 一番町４－１０－１８ ショッピング

二階堂製麺所 仙台市青葉区 一番町４－１０－１９　アセス仙台　１Ｆ ショッピング

二階堂製麺所BUNZA 仙台市青葉区 一番町４－１０－１９　アセス仙台　１Ｆ 飲食店

GINZA TANAKA 仙台店 仙台市青葉区 一番町４－１１－１　仙台三越定禅寺通り館　
１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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熟成焼肉 肉源 仙台店 仙台市青葉区 一番町４－２－１０　東映プラザビル 飲食店

居酒屋まる一番町店 仙台市青葉区 一番町４－２－１３　エビスヤビル　２Ｆ 飲食店

完全個室居酒屋酔所〜よいしょ〜 仙台市青葉区 一番町４－２－１３　エビスヤビル３Ｆ 飲食店

牛たん徳茂 仙台市青葉区 一番町４－２－１５ 飲食店

大同苑一番町店 仙台市青葉区 一番町４－２－２０ 飲食店

平禄寿司　仙台青葉広瀬通店 仙台市青葉区 一番町４－２－３　ひろせ庵ビル　１Ｆ 飲食店

山形手打ち十割そば嘉平 仙台市青葉区 一番町４－３－１１　大仙ビル５Ｆ 飲食店

ボンヌ・プラス 仙台市青葉区 一番町４－３－１１２　Ｍ４３ビル　１Ｆ 飲食店

おおみ矢　稲荷小路店 仙台市青葉区 一番町４－３－１２　第５吉岡屋ビル　１Ｆ 飲食店

大胡椒 仙台市青葉区 一番町４－３－１８　堀田ビル２Ｆ 飲食店

いたがき 東一番町店 仙台市青葉区 一番町４－３－１９ ショッピング

うまい鮨勘・別館 鮨正 仙台市青葉区 一番町４－３－２９　宝屋ビル 飲食店

焼き鳥いちのい 仙台市青葉区 一番町４－３－３　Ｋｉビル１F 飲食店

カフェフレンド・きゃんぱす 仙台市青葉区 一番町４－３－３　金富士ビル　２Ｆ 飲食店

七福牛たんの・一仙 仙台市青葉区 一番町４－３－３　金富士ビル　Ｂ１ 飲食店

寿司処こうや稲荷小路店 仙台市青葉区 一番町４－３－９　第三藤原屋ビル１Ｆ 飲食店

旬の味花板 仙台市青葉区 一番町４－３－９　第三藤原屋ビル１Ｆ 飲食店

とり鉄 仙台国分町店 仙台市青葉区 一番町４－４－２０　１Ｆ 飲食店

てしごと是歩 仙台市青葉区 一番町４－４－２１ 飲食店

barray 仙台市青葉区 一番町４－４－２２　ニューハガビル４Ｆ 飲食店

稲虎2 仙台市青葉区 一番町４－４－３６　ファーストワンビル 飲食店

牛タン焼専門店 司 仙台市青葉区 一番町４－４－６　虎横ビル　２Ｆ 飲食店

平禄寿司　仙台青葉一番町店 仙台市青葉区 一番町４－５－２５ 飲食店

HairStudio A．Be 仙台市青葉区 一番町４－５－４０　おの万一番町ビル　５Ｆ サービス

うまい鮨勘 一番町支店 仙台市青葉区 一番町４－５－６ 飲食店

DUAL CARE TRUE 仙台市青葉区 一番町４－６－１　仙台第一生命タワービル２
　１Ｆ サービス

仙台牛焼肉 と文字 仙台市青葉区 一番町４－６－１６ 飲食店

炭焼笑店ゴジュウマル 仙台市青葉区 一番町４－７－１　小西ビル別館１Ｆ 飲食店

玉澤総本店一番町店 仙台市青葉区 一番町４－９－１ 飲食店

仙台かき徳 仙台市青葉区 一番町４－９－１ 飲食店

牛タン料理閣三越前店 仙台市青葉区 一番町４－９－１　かきとく玉澤ビル　２Ｆ 飲食店

牛正 仙台店 仙台市青葉区 一番町４－９－１　かき徳ビル　３Ｆ 飲食店

ホシヤマ珈琲店本店 仙台市青葉区 一番町４－９－１　かき徳玉澤ビル３Ｆ 飲食店

おそばさん竹 仙台市青葉区 一番町４－９－２４　さん竹ビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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おでん三吉 仙台市青葉区 一番町４丁目１０−８ 飲食店

ブレアハウス 仙台市青葉区 一番町４丁目７－１７　ＳＳ・仙台ビルＢ１Ｆ 飲食店

よしのや 仙台愛子店 仙台市青葉区 上愛子新宮前２２－１ ショッピング

レストラン　Hungry×Hungry 仙台市青葉区 上愛子雷神５－３５ 飲食店

メリリヘア－ リボン 仙台市青葉区 上杉１－１１－１ サービス

割烹　かとう 仙台市青葉区 上杉１－１４－２０　上杉パークマンション　
１Ｆ 飲食店

伊達な食堂きよーしろー 仙台市青葉区 上杉１－４ー１ 飲食店

すず木 仙台市青葉区 上杉１－７－１７－１０１　ｍａｒｉｎｏ上杉 飲食店

イマージュコントロール 仙台市青葉区 上杉１－７－２０　２Ｆ サービス

おとな飯　和 仙台市青葉区 上杉１－８－１７　上杉２１ビル　Ｂ１ 飲食店

もんじゃ焼きSYURIN 仙台市青葉区 上杉１丁目８－１７　上杉２１ビル１Ｆ 飲食店

Buddy 仙台市青葉区 上杉２－４－１　ドミ－ル上杉　１０８ サービス

Einberg 仙台市青葉区 上杉２－４－３２　ライオンズマンション上杉
二丁目　１０１ ショッピング

マルツ仙台上杉店 仙台市青葉区 上杉３－８－２８ ショッピング

玉澤総本店 上杉本店 仙台市青葉区 上杉３－９－５７ 飲食店

HAIR＆MAKE SILVA 仙台市青葉区 上杉４－６－１１　上杉イレブン２－１Ｆ サービス

イチノイチ 仙台市青葉区 中央１－１－５　ＡＯＹＡ 飲食店

串揚げ・串焼き　Kiechan’s 仙台市青葉区 中央１－１－８ 飲食店

炭火焼鳥　五橋・ミンパンティン 仙台市青葉区 中央１－１－８ 飲食店

たんや善治郎　別館 仙台市青葉区 中央１－１－８ 飲食店

惣菜・弁当　五橋 仙台市青葉区 中央１－１ー５ 飲食店

ピュア フット 仙台市青葉区 中央１－１０－１０ サービス

山形飛魚亞呉屋仙台店 仙台市青葉区 中央１－１０－２５　ＥＤＥＮ 飲食店

bar allegro 仙台市青葉区 中央１－１０－２５　ＥＤＥＮ区画内 飲食店

口福吉祥シーロン 仙台市青葉区 中央１－２－３　マークワンビル１Ｆ 飲食店

ヴァサラロード 仙台市青葉区 中央１－３－１ 飲食店

MONCEAU FLEURS AER店 仙台市青葉区 中央１－３－１　ＡＥＲ　１Ｆ ショッピング

牛たん炭焼 利久 仙台西口本店 仙台市青葉区 中央１－６－１　ＨＥＲＢ－ＳＥＮＤＡＩ　５
Ｆ 飲食店

奥州魚河岸酒屋　天海のろばた 仙台市青葉区 中央１－６－１　ＨｅｒｂＳＥＮＤＡＩ　６Ｆ 飲食店

米沢牛焼肉仔虎仙台駅前店 仙台市青葉区 中央１－６－１　ＨＥＲＢＳｅｎｄａｉ　８Ｆ 飲食店

Aguhairdaisy仙台駅前 仙台市青葉区 中央１－６－２３　鹿島ビル　２０１ サービス

Cuve ITOU 仙台市青葉区 中央１－７－１　第一志ら梅ビル７Ｆ 飲食店

アジアナーセリー 中央店 仙台市青葉区 中央１－７－１８　１Ｆ ショッピング

Viebeaute 仙台市青葉区 中央１－７－１８　日吉第一ビル　７Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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EYEMAJICPure仙台駅前店 仙台市青葉区 中央１－７－１８　日吉第一ビル６Ｆ サービス

West point 仙台市青葉区 中央１－７－２ 飲食店

うまい鮨勘 名掛丁支店 仙台市青葉区 中央１－７－７ 飲食店

Graal 仙台市青葉区 中央１－８－２２　グランドゥＢ１Ｆ 飲食店

肉十八仙台駅前ハピナ名掛丁店 仙台市青葉区 中央１－８－２２　サンスクエア庄司 飲食店

tint make＆hair 仙台市青葉区 中央１－８－２３　タイコヤビル　２Ｆ サービス

牛タン焼専門店 司 西口名掛丁店 仙台市青葉区 中央１－８－２５　マジェスティビル　２Ｆ 飲食店

牛たん炭焼 利久 名掛丁店 仙台市青葉区 中央１－８－２９　ＪＹビル　１Ｆ 飲食店

OGGI DOMANI 仙台市青葉区 中央１－８－３３　大正園ビル　１Ｆ 飲食店

たんや善治郎　仙台駅駅前本店 仙台市青葉区 中央１－８－３８　ＡＫビル　３Ｆ 飲食店

蔵の庄　総本店 仙台市青葉区 中央１－８－３８　ＡＫビル　４Ｆ 飲食店

美容室 アンジェリーナ 仙台市青葉区 中央１－８－４０　井門仙台駅前ビル　６Ｆ サービス

平禄寿司　仙台青葉政岡通店 仙台市青葉区 中央１－８－９ 飲食店

バールダイコク 仙台市青葉区 中央１丁目７－６　西原ビル２Ｆ 飲食店

ローズデール本店 仙台市青葉区 中央１丁目８－３３　 サービス

和食波奈 仙台 仙台市青葉区 中央２－１－１　仙台東宝ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

味の牛たん喜助 駅前中央店 仙台市青葉区 中央２－１－２７　キャピタル中央ビル　３Ｆ 飲食店

ドクターマーチンSENDAI 仙台市青葉区 中央２－１－３０　須田ビル ショッピング

鯛きち 名掛丁店 仙台市青葉区 中央２－１－３０　須田ビル　１Ｆ ショッピング

いろり酒場たら福 仙台市青葉区 中央２－１０－１　第二勝山ビル　１Ｆ 飲食店

家庭料理ソウルオモニ 仙台市青葉区 中央２－１０－１　第二勝山ビル　１Ｆ 飲食店

MARC JACOBS 仙台市青葉区 中央２－１０－１０　リヴォルーションビル　
１Ｆ ショッピング

REVOLUTION 仙台市青葉区 中央２－１０－１０　リヴォルーションビル　
２Ｆ ショッピング

F．I．L．SENDAI 仙台市青葉区 中央２－１０－１０　レボリューションビル　
１Ｆ ショッピング

ChillDryHeadSpa仙台広瀬通 仙台市青葉区 中央２－１０－２０　シエロ広瀬通ビル　７Ｆ サービス

Aguhairgift仙台 仙台市青葉区 中央２－１０－２０　三栄広瀬ビル　８Ｆ　Ｂ
号室 サービス

KiRANA SENDAI 仙台市青葉区 中央２－１０－２０　三栄広瀬通ビル　３Ｆ サービス

KiRANA sari 仙台市青葉区 中央２－１０－２０　三栄広瀬通ビル　４Ｆ サービス

Aguhairatelier仙台 仙台市青葉区 中央２－１１－１１　大友ビル　４Ｆ サービス

ReFeel 仙台市青葉区 中央２－１１－２２　第五太田ビル　３Ｆ サービス

花蔵〔かぐら〕 仙台市青葉区 中央２－１１－２６　ドーミーイン仙台アネッ
クスビル　１Ｆ 飲食店

平禄寿司　仙台青葉クリスロード店 仙台市青葉区 中央２－２－２６ 飲食店

うまいものあり　おおみ矢　仙台駅前店 仙台市青葉区 中央２－２－３８　フォーシーズンビル　５Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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クラフトマン仙台 仙台市青葉区 中央２－２－３８　フォーシーズンビル１Ｆ 飲食店

ガーデンヘアー 仙台市青葉区 中央２－２－５　２Ｆ サービス

レナーク・イスト 仙台市青葉区 中央２－３－１８　クリスロード阿部蒲鉾店　
２Ｆ サービス

牛刺しと焼肉仔虎クリスロード店 仙台市青葉区 中央２－３－１８　阿部蒲鉾店本店　Ｂ1Ｆ 飲食店

玉澤総本店クリスロード店 仙台市青葉区 中央２－３－１９ 飲食店

びっくりドンキークリスロード店 仙台市青葉区 中央２－４－１０　ガレリアクリスロード　Ｂ
１Ｆ 飲食店

山野楽器仙台店1F 仙台市青葉区 中央２－４－２　カルチェ５ ショッピング

山野楽器仙台店2F 仙台市青葉区 中央２－４－２　カルチェ５ ショッピング

山野楽器仙台店3F 仙台市青葉区 中央２－４－２　カルチェ５ ショッピング

仙台居酒屋　おはな 仙台市青葉区 中央２－５－１ 飲食店

菅原靴店仙台店 仙台市青葉区 中央２－５－１０　桜井薬局ビル　１Ｆ ショッピング

TAJ－2 仙台市青葉区 中央２－５－１０　桜井薬局ビルＢ１Ｆ 飲食店

七右衛門 仙台市青葉区 中央２－５－１５ 飲食店

Eggs’n Things 仙台店 仙台市青葉区 中央２－６－１０　荒岩本店第一ビル　１Ｆ 飲食店

GRACIA 仙台市青葉区 中央２－６－１９　豊栄堂ビル　６Ｆ サービス

LUANA 仙台市青葉区 中央２－６－２２　森屋ビル　３Ｆ サービス

little×aimer 仙台市青葉区 中央２－６－３４　コニービル３Ｆ サービス

牛たん・干物炭焼呑八 仙台市青葉区 中央２－６－３４　ニコービル　Ｂ１Ｆ 飲食店

AUBEhairwith仙台店 仙台市青葉区 中央２－６－３６　中央レントビル　３Ｆ サービス

チロル　泉中央店 仙台市青葉区 中央２－６－６　多楽茶屋ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

伊勢屋クリスロード店 仙台市青葉区 中央２－６－７　太田屋ビル　地下 飲食店

HG 仙台店 仙台市青葉区 中央２－７－１１　ストックマンビル　１Ｆ ショッピング

リアン 仙台市青葉区 中央２－７－１１　ストックマンビル３Ｆ サービス

Devellope． 仙台市青葉区 中央２－７－１５　ＭＵＳＥビル　２Ｆ サービス

Aguhairregalo仙台 仙台市青葉区 中央２－７－２８　メルビル　１Ｆ サービス

キルフェボン仙台 仙台市青葉区 中央２－７－２８　メルビル　１Ｆ 飲食店

新伝馬町 三七三 仙台市青葉区 中央２－７－３０　角川ビル　１Ｆ 飲食店

ジージー 1号店 仙台市青葉区 中央２－７－３０　角川ビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

ポールスミス 仙台店 仙台市青葉区 中央２－９－１　河西ビル　１Ｆ ショッピング

レナーク アリア 仙台市青葉区 中央３－１－１　ほうげつビル　４Ｆ サービス

炉地バル 八兵衛 仙台市青葉区 中央３－１－１４　中央古久根ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉牛たん 兼 仙台市青葉区 中央３－１－１７ 飲食店

ハンサム S．FEEL 仙台店 仙台市青葉区 中央３－１－１９　タカラヤビル　１Ｆ サービス

菜時季 大原 仙台市青葉区 中央３－１－２１　ＵＳビル１９　６Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Nail Salon R！sm 仙台市青葉区 中央３－２－１６　第二ＭＫビル　６Ｆ サービス

株式会社七十七銀行 本店食堂 仙台市青葉区 中央３－３－２０ 飲食店

ヴァンドーム 仙台市青葉区 中央３－５－１　Ｔ＆Ｉビル　１Ｆ 飲食店

日本料理華の縁 仙台市青葉区 中央３－５－３０　Ｔ＆ＩＮＥＸＴ２Ｆ 飲食店

味の牛たん喜助 南町通店 仙台市青葉区 中央３－６－１２　仙台南町通ビル　２Ｆ 飲食店

心づくし いなせ 仙台市青葉区 中央３－６－２２　駅前のぞみビル　１Ｆ 飲食店

鯛きち 仙台駅前店 仙台市青葉区 中央３－６－３ ショッピング

伊達魚貝料理 仙台藩 仙台市青葉区 中央３－９－２０ 飲食店

ゲーマーズ 仙台店 仙台市青葉区 中央４－１－１　イービーンズ　８Ｆ ショッピング

にゃんぽんたん 仙台市青葉区 中央４－１－３　プレイビル２Ｆ 飲食店

酒屋はくさん 仙台中央店 仙台市青葉区 中央４－２－２７　５１０ビル ショッピング

牡鹿半島 仙台市青葉区 中央４－３－１ 飲食店

炭焼ジュッコシマウマ酒店 仙台市青葉区 中央４－３－１　２Ｆ 飲食店

炭火焼肉ぐら 仙台駅前店 仙台市青葉区 中央４－３－１　東四青果市場内テナント区画
Ｂ 飲食店

串焼きスタンドレモンハイ 仙台市青葉区 中央４－３－１　東四青果食品市場　２Ｆ 飲食店

いたがき 朝市店 仙台市青葉区 中央４－３－２３ ショッピング

ふじや千舟 本店 仙台市青葉区 中央４－７－１８ 飲食店

NBS　Cafe　Lounge 仙台市青葉区 中央４丁目２－９　 飲食店

とらの子 仙台市青葉区 中山５－１９－１３ 飲食店

Aguhairhail仙台中山 仙台市青葉区 中山台２－２７　ＹＳＫコーポ中山台 サービス

やまなか家 中山吉成店 仙台市青葉区 中山吉成１－１－８ 飲食店

てつ 仙台市青葉区 二日町１３－２２　仙台カルコスビル　１０２ 飲食店

たんや善治郎　二日町店 仙台市青葉区 二日町２－１　キムラオフィスビル　１Ｆ 飲食店

五橋のチキン野郎周平 仙台市青葉区 五橋１－６－８　遠藤ビル　１Ｆ 飲食店

酒のこまつ 吉野屋酒店 仙台市青葉区 五橋２－８－２２ ショッピング

有限会社佐藤商店 仙台市青葉区 八幡２－２１－２９ ショッピング

平禄寿司　仙台青葉八幡町店 仙台市青葉区 八幡３－１－４８ 飲食店

Di・VERDE 八幡 仙台市青葉区 八幡３－１－５０　レキシントプラザ八幡 飲食店

Le mieux 仙台市青葉区 八幡４－２－８　１Ｆ サービス

佐勘金物店 仙台市青葉区 八幡５－２－８ ショッピング

たんや善治郎　北根店 仙台市青葉区 北根２－８－３ 飲食店

ヒヒヒ 仙台市青葉区 北目町３－１０　ベルソ－レ北目町　１Ｆ 飲食店

feel．a 南吉成店 仙台市青葉区 南吉成１－１６－３ サービス

タイヤガーデン吉成 仙台市青葉区 南吉成２－１７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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大阪王将仙台南吉成店 仙台市青葉区 南吉成３－１－１７　仙台南吉成タウンプラザ
内 飲食店

炭火焼 ブルスタ・オラムー 南吉成店 仙台市青葉区 南吉成３－２－３ 飲食店

業務スーパー 南吉成店 仙台市青葉区 南吉成６－１－１４ ショッピング

オフハウス 仙台西店 仙台市青葉区 南吉成７－２－２ ショッピング

NAGOMINOHITOTOKI 仙台市青葉区 台原２－１０－２　ア－クヒルズ台原　２０５ サービス

菓匠 三全 吉成店 仙台市青葉区 吉成１－１７ 飲食店

スーパービッグ吉成店 仙台市青葉区 吉成台２－１－１ ショッピング

ファミーナ 吉成店 仙台市青葉区 吉成台２－１－２５ ショッピング

CIELHairSalon 仙台市青葉区 国分町１－１－１３　Ｅｖｅｒ－Ｉ　２Ｆ サービス

鮨　江なみ 仙台市青葉区 国分町１－３－２１　エビスヤパークサイド 飲食店

セルノー・ドゥ・ノワ 仙台市青葉区 国分町１－６－１　ルナパーク一番町ビル　１
Ｆ 飲食店

鉄板 松阪屋 仙台市青葉区 国分町１－６－１　ルナパーク一番町ビル　３
Ｆ 飲食店

セゾンオクダ 仙台市青葉区 国分町１－６－１５ ショッピング

朧・Impact 仙台市青葉区 国分町１－６－１５　オクダビルＢ１Ｆ 飲食店

Bellene 仙台市青葉区 国分町１－６－５　第二プラスビル　２Ｆ サービス

蓑むらかた 仙台市青葉区 国分町１－７－８ 飲食店

白松がモナカ本舗晩翠通店 仙台市青葉区 国分町１－８－１１ ショッピング

海鮮料理 絆 仙台市青葉区 国分町２－１－１　１９フジビル７Ｆ 飲食店

chouette 仙台市青葉区 国分町２－１－１３　ハイマ－トビル　２Ｆ ショッピング

寿司処こうや国分町店 仙台市青葉区 国分町２－１－１４　第二藤原屋ビル１Ｆ 飲食店

うまい鮨勘総本店 仙台市青葉区 国分町２－１－１５　猪股ビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼山塞料理地雷也 仙台市青葉区 国分町２－１－１５－７Ｆ 飲食店

焼肉 仙蔵 仙台市青葉区 国分町２－１－２０　うめはらビル　３Ｆ 飲食店

炭火居酒屋 たま 仙台稲荷小路店 仙台市青葉区 国分町２－１－２２　Ｂ１Ｆ 飲食店

大人の隠れ家 百目木 仙台市青葉区 国分町２－１－２４ 飲食店

小料理bar路地とうや 仙台市青葉区 国分町２－１－２６ 飲食店

Comptoir 仙台市青葉区 国分町２－１０－１　布袋屋ビル　Ｂ１ 飲食店

いけす料理 馳走亭 仙台市青葉区 国分町２－１０－１０　勝徳ビル１〜３階 飲食店

海鮮すし処 下駄や 仙台市青葉区 国分町２－１０－１５　ピースビル 飲食店

北嶌商店 仙台市青葉区 国分町２－１０－２０　丸井ビル　１Ｆ ショッピング

写楽　仙台別館店 仙台市青葉区 国分町２－１０－２０　丸伊プラザ　１Ｆ 飲食店

だてまち海里 仙台市青葉区 国分町２－１０－２１　ホウエイビル　１Ｆ 飲食店

福わうち 仙台市青葉区 国分町２－１０－２１　邦栄ビルＢ１Ｆ 飲食店

仙台地物屋　炉だん 仙台市青葉区 国分町２－１０－３３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鳥善鳥ふじ 仙台市青葉区 国分町２－１０－３５　三笠ビル　２Ｆ 飲食店

ホルモン家本舗 稲荷小路店 仙台市青葉区 国分町２－１１－１１　千松島ビル　１Ｆ 飲食店

食楽国分町店 仙台市青葉区 国分町２－１１－２２ 飲食店

和、旬、会、炭 たその 仙台市青葉区 国分町２－１２－１　ニュー国分町ビルＢ１Ｆ 飲食店

晴れ成り 仙台市青葉区 国分町２－１２－１８　ＦＬセンダイビル　Ｂ
１Ｆ 飲食店

すし蓑 仙台市青葉区 国分町２－１２－１９　第三協立ビル１Ｆ 飲食店

すし　幸村 仙台市青葉区 国分町２－１２－４　セブンビレッジビル　１
Ｆ 飲食店

海鮮割烹 しゃりきゅう 仙台市青葉区 国分町２－１２－４　セブンビレッジビル１Ｆ 飲食店

焼肉おはる国分町店 仙台市青葉区 国分町２－１２－５　凱旋門ビル　１Ｆ 飲食店

鮨和こう 仙台市青葉区 国分町２－１２－５　凱旋門ビル　１Ｆ　Ｄ 飲食店

丸特漁業部 すし別館 仙台市青葉区 国分町２－１２－７　ＭＯＲＩＸ翠ビル 飲食店

鮨 透青 仙台市青葉区 国分町２－１４－１　ライオンビル太陽館２Ｆ 飲食店

HF－AGE 仙台店 仙台市青葉区 国分町２－１４－１８　定禅寺パークビル　１
Ｆ ショッピング

日本料理 花はん 仙台市青葉区 国分町２－１４－１８　定禅寺パークビルＢ１
Ｆ 飲食店

花はん別館 椿 仙台市青葉区 国分町２－１４－１８　定禅寺パークビルＢ１
Ｆ 飲食店

一窯 仙台市青葉区 国分町２－１４－３　オリンピアビル１Ｆ 飲食店

焼肉真和 仙台市青葉区 国分町２－１４－８　雨宮ビル１Ｆ 飲食店

中国美点菜 彩華 仙台市青葉区 国分町２－１５－１ 飲食店

骨付き鶏ひなや 仙台市青葉区 国分町２－１５－１０　ＪＰビル　１Ｆ 飲食店

与五郎寿司本店 仙台市青葉区 国分町２－１５－２０　１Ｆ 飲食店

焼肉 三水苑 広瀬通り 仙台市青葉区 国分町２－２－８　Ｒｅｎａｔｏ広瀬通　１Ｆ
　Ｂ室 飲食店

焼肉 泰山国分町本店 仙台市青葉区 国分町２－３－２０　佐藤ビル　１Ｆ 飲食店

新写楽　仙台店 仙台市青葉区 国分町２－５－１　ゴロクビル三番館　１Ｆ 飲食店

Nanan 仙台市青葉区 国分町２－５－１０　石井ビル１Ｆ 飲食店

いち道 仙台市青葉区 国分町２－５－３　ゴロク壱番館１Ｆ 飲食店

和と炭とやきとり なみなみ 仙台市青葉区 国分町２－５－７　ＹＳ５１ビル１Ｆ 飲食店

庄村 仙台市青葉区 国分町２－６－１９　Ｎｏｐｐｏビル　１Ｆ 飲食店

すし処勇駒 仙台市青葉区 国分町２－６－９　山路三号館１Ｆ 飲食店

カネサ藤原屋 国分町店 仙台市青葉区 国分町２－７－３　ＫＹパークビル　１Ｆ ショッピング

鮨処ともしげ 仙台市青葉区 国分町２－７－５　ＫＹパークビル１Ｆ 飲食店

味こうじ百々 仙台市青葉区 国分町２－８－１２　Ｋビル２Ｆ 飲食店

お料理たやま 仙台市青葉区 国分町２－８－２９　大沼ビル　１Ｆ 飲食店

ビストロアンコール 仙台市青葉区 国分町２－８－９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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L’essentiel Bar 仙台市青葉区 国分町２－９－１　大信ビル　１Ｆ 飲食店

魚とや 仙台市青葉区 国分町２－９－１０　南條ビル 飲食店

仙一ホルモン 仙台市青葉区 国分町２－９－１０　南條ビル　１Ｆ 飲食店

お好み焼き田よし〜雫〜国分町店 仙台市青葉区 国分町２－９－２０　リーブスビル　１Ｆ 飲食店

龍匠 仙台市青葉区 国分町２－９－２０　リーブスビルＢ１　０３ 飲食店

銀灯 仙台市青葉区 国分町２－９－３６　成瀬カントリービル１Ｆ 飲食店

暁月 仙台市青葉区 国分町２－９－３７　レインボーステーション
ビル　１０１ 飲食店

花いくさ 仙台市青葉区 国分町２－９－６　ナイタ－ビル　１Ｆ 飲食店

一閃閣 仙台市青葉区 国分町２丁目１０－１０　勝徳ビル１階 飲食店

傳 仙台市青葉区 国分町２丁目４－２１ 飲食店

ナインハーフ・テラス 仙台市青葉区 国分町２丁目６－１１　国分町ビルサウス４Ｆ 飲食店

ウズオ家 仙台市青葉区 国分町２丁目７－１０ 飲食店

ノッテ　ビアンカ 仙台市青葉区 国分町２丁目８－１２　国分町Ｋビル６Ｆ 飲食店

ROUTE227S’CAFETOHOKU 仙台市青葉区 国分町３－１－１　勾当台公園内 飲食店

小福 仙台市青葉区 国分町３－１１－５　日宝勾当台西ビル　１Ｆ 飲食店

（有）うな貴 仙台市青葉区 国分町３－２－１８ 飲食店

赤から 仙台定禅寺通店 仙台市青葉区 国分町３－２－３　３・４Ｆ 飲食店

焼肉泰山 定禅寺通り店 仙台市青葉区 国分町３－２－５　ゼロキュ－ビル　３Ｆ 飲食店

一心　加減燗 仙台市青葉区 国分町３－３－１　定禅寺ヒルズ　Ｂ１Ｆ 飲食店

D 仙台市青葉区 国分町３－３－２９　ルナ国分町４Ｆ サービス

鉄板焼楓 仙台市青葉区 国分町３－３－２９　ルナ国分町ビル３Ｆ 飲食店

武州養蜂園 定禅寺店 仙台市青葉区 国分町３－３－３　定禅寺てんぐやビル　１Ｆ ショッピング

自然 食彩 浪漫 おしか 仙台市青葉区 国分町３－６－１　仙台パークビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

成龍萬寿山本店 仙台市青葉区 国分町３－６－１０ 飲食店

ネイルサロンfeliz 仙台市青葉区 国分町３－６－１９　１・５ビル　４Ｆ サービス

Aguhairchiaro勾当台公園 仙台市青葉区 国分町３－８－１　勾当台ビル　２Ｆ サービス

trattoria銀 仙台市青葉区 国分町３－８－１２　根岸ビル　２Ｆ 飲食店

ヘアサルーンジゴレッタ 仙台市青葉区 国分町３－９－２　２Ｆ サービス

すし処岩井 仙台市青葉区 国分町３丁目１０－３５　 飲食店

無垢とうや 仙台市青葉区 国分町３丁目３－５　リスズビル２Ｆ 飲食店

サンマリ国見店 仙台市青葉区 国見２－９－１２ ショッピング

美容室 She’s 仙台市青葉区 国見ヶ丘１－３３－１ サービス

ケーキ館三銃士 仙台市青葉区 国見ヶ丘１－９－１ 飲食店

うまい鮨勘 国見ヶ丘支店 仙台市青葉区 国見ヶ丘２－１－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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WE ADDicted 仙台市青葉区 堤通雨宮町３－１８　１Ｆ－Ｂ ショッピング

BonHeur 仙台市青葉区 大手町８－１　プランドビル　１Ｆ サービス

REAL Style 仙台店 仙台市青葉区 大町１－１－１８　西欧館　１Ｆ ショッピング

trattoriaS 仙台市青葉区 大町１－１－８　第３青葉ビル１Ｆ 飲食店

LHOMME BLANC 仙台市青葉区 大町１－３－２５　大町シティービル　２Ｆ サービス

アウザ仙台店 仙台市青葉区 大町１－４－１　明治安田生命ビル　１Ｆ ショッピング

こだわり料理 縁 仙台市青葉区 大町２－１３－９　幸田ビル　１Ｆ 飲食店

愚三昧菜る海 仙台市青葉区 大町２－１４－１１　ファーストステージ１　
１Ｆ 飲食店

菓匠 三全 大町店 仙台市青葉区 大町２－１４－１８ 飲食店

レストランプレジール 仙台市青葉区 大町２－３－２３　駒井ビル１Ｆ 飲食店

炭焼松 仙台市青葉区 大町２－３－７　関ビル１Ｆ 飲食店

もつ鍋正時浪 仙台市青葉区 大町２－４－１　グランドソレイユ大町　１Ｆ 飲食店

松竹膳處 仙台市青葉区 大町２丁目１０－２３－１　Ａグランビュー大
町 飲食店

友寿司 仙台市青葉区 宮町３－５－１９ 飲食店

阿部八酒店 仙台市青葉区 宮町４－５－３５ ショッピング

大吉仙台宮町店 仙台市青葉区 宮町４－７－９　宮町ユートピア　３－１０１ 飲食店

焼肉東治郎 仙台市青葉区 小松島３丁目１－３８　１階１０２号 飲食店

Yショップ 仙台厚生病院店 仙台市青葉区 広瀬町４－１５ ショッピング

マザ－ポ－トコ－ヒ－東北大学病 仙台市青葉区 支倉町４－１　高森ビル　１Ｆ 飲食店

cafe　de　MOU 仙台市青葉区 支倉町４－２７　ＴＣ支倉２０２号 飲食店

フレッシュフードモリヤ大学病院前店 仙台市青葉区 支倉町４－４０ ショッピング

旭ヶ丘ロワイヤルテラッセ 仙台市青葉区 旭ヶ丘３－１７－１８ 飲食店

フレッシュフードモリヤ旭ヶ丘店 仙台市青葉区 旭ヶ丘３－２５－１８ ショッピング

ライフガーデン 仙台市青葉区 旭ヶ丘３－７－５ ショッピング

NOVEL旭ヶ丘店 仙台市青葉区 旭ヶ丘３－９－１ サービス

東北博愛会 ベーカリー 仙台市青葉区 星陵町１－１ 飲食店

いたがき大学病院店 仙台市青葉区 星陵町１－１　東北大学病院内 ショッピング

ぽくらてす 仙台市青葉区 星陵町２－１　星陵会館 飲食店

鉄板ダイニング誉定禅寺通り店 仙台市青葉区 春日町１－５　ＳＫビル　４Ｆ 飲食店

LYDIA 仙台市青葉区 春日町１０－２３　第一春山ビル１－Ｃ サービス

KANEIRImuseum shop 6 仙台市青葉区 春日町２－１　仙台メディアテーク　１Ｆ ショッピング

レストランHACHI 春日町店 仙台市青葉区 春日町７－７－１　山内ビル 飲食店

眞野屋 仙台市青葉区 昭和町１－３７　ジェーエーシービル　１Ｆ ショッピング

お好み焼田よし〜雫〜北仙台店 仙台市青葉区 昭和町３－３８　金澤ビル　３Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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フラワード北仙台店 仙台市青葉区 昭和町３－４０　１Ｆ ショッピング

KISEI北仙台店 仙台市青葉区 昭和町５－３９ サービス

食楽北仙台駅前店 仙台市青葉区 昭和町５－４０ 飲食店

李さんのキムチ 仙台市青葉区 昭和町５－５６　仙台浅草 飲食店

ヘアサロンGRACE 仙台市青葉区 木町９－１５青葉ビル１Ｆ サービス

白松がモナカ本舗大学病院前店 仙台市青葉区 木町通２－３－１９ ショッピング

（株）吉田カメラ 仙台本店 仙台市青葉区 木町通２－４－２４ ショッピング

鯛きち 木町通店 仙台市青葉区 木町通２－４－３１ ショッピング

仙台焼肉楽亭 仙台市青葉区 木町通２－４－３４　木町通ＴＫビル２Ｆ 飲食店

あら浜 仙台市青葉区 本町１－１０－１５　斉藤ビル　１Ｆ 飲食店

蔵の庄 花京院通本店 仙台市青葉区 本町１－１０－２１ 飲食店

焼肉酒家弁慶 仙台市青葉区 本町１－１２－１２　ＧＭビル地下飲食街 飲食店

和食 十喜 仙台市青葉区 本町１－２－５　第三志ら梅ビル　１Ｆ 飲食店

はんこ屋さん21仙台本町店 仙台市青葉区 本町１－５－２ ショッピング

L’atelier　de　vivre 仙台市青葉区 本町１丁目１０－１５　斉藤ビル 飲食店

AMOUR 仙台市青葉区 本町２－１－２４　４Ｆ サービス

ヘルツ仙台店 仙台市青葉区 本町２－１０－３３　第二日本オフィスビル　
１Ｆ　６ ショッピング

Lutella 仙台市青葉区 本町２－１４－１０　ルストハウス１Ｆ サービス

RICH＋ 仙台市青葉区 本町２－１４－２１－２０１ サービス

手打ち蕎麦山がた 仙台市青葉区 本町２－１７－３　花泉ビル１Ｆ 飲食店

デザインK本店 仙台市青葉区 本町２－２－２０　ＣＯＣＯビル サービス

CloeSendai 仙台市青葉区 本町２－３－１０　仙台本町ビル　１Ｆ サービス

コセキカメラ 仙台市青葉区 本町２－３－１０　仙台本町ビル　１Ｆ ショッピング

first SENDAI 仙台市青葉区 本町２－４－８　５１０ビル　２Ｆ サービス

ブティックHana 仙台市青葉区 本町２－５－１４　加藤ビル　１Ｆ ショッピング

寿松庵 仙台市青葉区 本町２－５－１７ 飲食店

かに政宗 本町店 仙台市青葉区 本町２－５－１８ 飲食店

牛たん炭焼 利久 本町店 仙台市青葉区 本町２－６－１３ 飲食店

鶏寛 仙台市青葉区 本町２－６－１６ 飲食店

ハミングバード本町店 仙台市青葉区 本町２－６－１６　１Ｆ 飲食店

HARONA 仙台市青葉区 本町２－６－３０　吉田本町ビル　２Ｆ サービス

佐々重 本店 仙台市青葉区 本町２－８－５ ショッピング

居酒屋つるかめ 仙台市青葉区 本町２－９－２ 飲食店

ストア·ジューゴノヴ 仙台市青葉区 本町２丁目１０－６－１階 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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本町焼肉DATENARI 仙台市青葉区 本町２丁目６－３２　ＨＡＮＧＯＵＴ１Ｆ 飲食店

食事と酒しなと 仙台市青葉区 本町３－２－４　県庁前レジデンス　１０３ 飲食店

トレンタ柏木店 仙台市青葉区 柏木１－１－５１　水野ビル　１Ｆ 飲食店

ヘアキュアサロン美容館 仙台市青葉区 柏木１－８－４２　１Ｆ サービス

やきとり 大吉 落合店 仙台市青葉区 栗生４－１８－１　ＳＳコーポ　１０２ 飲食店

トータルビューティサロンシェリ 仙台市青葉区 栗生５－１８－１６ サービス

アルパジョン栗生店 仙台市青葉区 栗生６－１２－６ 飲食店

Lieto Vita 仙台市青葉区 栗生６－５－５ サービス

生パスタ専門店コパン 栗生店 仙台市青葉区 栗生６－５－５ 飲食店

パティスリーモンシェル 仙台市青葉区 栗生７－１－４ 飲食店

平禄寿司　仙台青葉愛子店 仙台市青葉区 栗生７－１２－１ 飲食店

ばーすでい栗生愛子本店 仙台市青葉区 栗生７－１２－１ 飲食店

焼肉おはる 愛子店 仙台市青葉区 栗生７－１２－１ 飲食店

リブルマルシェ 栗生店 仙台市青葉区 栗生７－１２－２ ショッピング

アストリア栗生店 仙台市青葉区 栗生７－４－１　エスポワールアネッツ　１０
２ サービス

サクラ寿司 仙台市青葉区 桜ヶ丘４丁目２７－６ 飲食店

杜の館桜ヶ丘公園本店 仙台市青葉区 桜ヶ丘７－１４－１ 飲食店

日本料理e． 仙台市青葉区 片平１－１－１８ 飲食店

野菜と酒のうまい店居酒屋きりん 仙台市青葉区 立町１－１０ 飲食店

割烹天ぷら三太郎 仙台市青葉区 立町１－２０ 飲食店

すし喜福 仙台市青葉区 立町１５－６　佐々木ビル　１Ｆ 飲食店

立町つくし 仙台市青葉区 立町１７－１４　コ－ポ沼倉　１Ｆ 飲食店

酒のかわしま立町店 仙台市青葉区 立町１７－２３ ショッピング

おかざき西公園前 仙台市青葉区 立町１９－１６　１Ｆ 飲食店

焼肉勇 仙台市青葉区 立町３－６ 飲食店

仙台肉のいとう 仙台市青葉区 米ヶ袋１－６－８ ショッピング

鳥ゴヤ本店 仙台市青葉区 米ヶ袋１丁目５－１４ 飲食店

台湾中国料理燕来香 仙台市青葉区 花京院１－１－３０　ニューライフマンション
花京院　Ｂ１Ｆ 飲食店

鮨恭大 仙台市青葉区 花京院１丁目４－４７　ＡＬＬＥＬＬ花京院１
Ｆ 飲食店

ar is 仙台市青葉区 花京院２－１－３５　佐藤ビル１０６ サービス

一夢庵 仙台市青葉区 花京院２－１－５４　ダイワ旭ビル１０３ 飲食店

絢苑 仙台市青葉区 落合１－１６－４３　コンカローレ１０３ 飲食店

フレッシュフードモリヤ落合店 仙台市青葉区 落合２－６－７ ショッピング

タイヤワールド館ベスト 栗生店 仙台市青葉区 落合４－１－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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atelier Visse 仙台市青葉区 落合５－１－１０ サービス

錦本店 仙台市青葉区 錦町１－２－１８ ショッピング

炭火焼肉大黒さん 仙台市青葉区 青葉町２－３　グラニットビル１Ｆ 飲食店

スーパービッグ丸森店 伊具郡丸森町 鳥屋１７－１ ショッピング

森の芽ぶきたまご舎 蔵王本店 刈田郡蔵王町 円田弁天１０－８ 飲食店

チーズキャビン 刈田郡蔵王町 遠刈田温泉七日原２５１－４ ショッピング

おてんとさん 中新田店 加美郡加美町 城生金成７０ ショッピング

JA加美よつば 直売所 愛菜ハウス 加美郡色麻町 大上新町１５８－２ ショッピング

アストロプロダクツ 名取店 名取市 上余田千刈田１３１ ショッピング

デイリーポート新鮮館中田店 名取市 上余田千刈田２－９ ショッピング

やまなか家 名取店 名取市 上余田千刈田２４６－２ 飲食店

BOOKOFF PLUS 仙台南バイパス店 名取市 上余田字千刈田２３１－１ ショッピング

アルパジョン4号線岩沼店 名取市 堀内北竹８５－６ 飲食店

牛たん炭焼 利久 岩沼店 名取市 堀内北竹８５－７ 飲食店

ゆず庵 名取店 名取市 増田３－１０－４３ 飲食店

かつや名取店 名取市 増田３－８－５３ 飲食店

壽三色最中本舗 名取店 名取市 増田字柳田２５４－３ 飲食店

ウィズマート名取大手町店 名取市 大手町４－１１ ショッピング

森の芽ぶきたまご舎 愛島本店 名取市 愛島笠島上平８８－３ 飲食店

食品館イトー 名取店 名取市 愛島郷１－１－１ ホームセンタームサシ敷地内 ショッピング

隠れ菴 忍家 名取店 名取市 手倉田八幡３７－１ 飲食店

おてんとさん 名取店 名取市 本郷観音２２５－１ ショッピング

ばーすでい名取本店 名取市 杜せきのした４－４－１ 飲食店

オフハウス名取杜せきのした店 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 ショッピング

ハンマープライス名取ベース 名取市 植松入生１６６－１ ショッピング

牛たん炭焼 利久 名取店 名取市 田高南９－１ 飲食店

神明そば 慶 名取市 田高神明１０ 飲食店

そば亭 山彼方 名取市 田高神明１６３ 飲食店

シベール 名取店 名取市 田高神明１６３ 飲食店

パンセ 名取本店 名取市 箱塚１－１９－２９ 飲食店

パンセ 名取本館 フロマージュ箱塚 名取市 箱塚１丁目１９－２９ 飲食店

Kitchen比呂 名取市 美田園２丁目２－７　 飲食店

Aguhairsunny美田園 名取市 美田園５－４－１３ サービス

イトーチェーンゆりあげ食彩館 名取市 閖上昭和３３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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菓匠三全 仙台南インター 名取市 高舘熊野堂余方中東１７－１ 飲食店

かまぼこの鐘崎 仙台南店 名取市 高舘熊野堂余方中東２８ ショッピング

ヤマザワ塩釜中の島店 塩竈市 中の島２－１６ ショッピング

大黒寿司 塩竈市 北浜３－９－３３ 飲食店

相原酒店 塩竈市 北浜４－８－２０ ショッピング

丸長寿司 塩竈市 尾島町１１－１６ 飲食店

焼肉 ぐら 塩竈市 尾島町２２－４ 飲食店

港町の鉄板焼 塩竈市 尾島町４－１　塩釜松竹ビル１０７ 飲食店

海鮮せんべい塩竃 塩竈市 新浜町３－３０－３０ 飲食店

和み処 男山 塩竈市 本町１０－２６ 飲食店

鮨 しらはた 塩竈市 海岸通２－１０ 飲食店

すし哲 塩竈市 海岸通２－２２ 飲食店

塩竈キッチン花 塩竈市 海岸通４－９　 飲食店

シェヌー 塩竈市 海岸通７－２ 飲食店

ブレアマリーナ 塩竈市 港町１丁目４－１　マリンゲート塩釜２Ｆ 飲食店

焼肉ハウス京都苑 塩竈市 白萩町２－２１ 飲食店

Yショップ 坂総合病院売店 塩竈市 錦町１６－５ ショッピング

ファソン·ドゥ·ドイ 多賀城市 下馬１丁目１－７ ショッピング

BeauBourg 多賀城市 下馬２丁目１－１５　 飲食店

とんちゃん亭 多賀城市 中央２丁目２－１８　 飲食店

Aguhairmuse多賀城 多賀城市 伝上山１－１４－１５ サービス

タイヤワールド館ベスト 多賀城店 多賀城市 八幡１－１－５ ショッピング

ブックスなにわ多賀城店 多賀城市 八幡１－２－３４ ショッピング

かつや多賀城店 多賀城市 八幡１－２－３９ 飲食店

びっくりドンキー多賀城店 多賀城市 八幡１－３－４８ 飲食店

Normcore 多賀城市 八幡３－６－２１　ワイズビル　１Ｆ サービス

かつ庄 多賀城店 多賀城市 八幡４－１－２１ 飲食店

松島蒲鉾本舗多賀城工場売店 多賀城市 八幡一本柳３－５ ショッピング

Aguhairfino国府多賀城 多賀城市 城南１－１９－１２ サービス

ヤマザワ多賀城店 多賀城市 城南２－１４－７ ショッピング

たなばたけ多賀城店 多賀城市 東田中２－１－３２ ショッピング

うまい鮨勘 ゆとろぎ多賀城店 多賀城市 栄２－３－３４ 飲食店

鳥善 多賀城市 桜木３－１－１０ 飲食店

やまなか家 多賀城店 多賀城市 町前２－１－２２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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珈琲館多賀城店 多賀城市 町前２－３－４３ 飲食店

お茶の井々田（株）喜久水庵多賀城本店 多賀城市 町前２－６－１０ ショッピング

プロノ 多賀城店 多賀城市 町前２－６－２ ショッピング

たんや善治郎　多賀城店 多賀城市 町前２－６－２１ 飲食店

焼肉冷麺ヤマト多賀城店 多賀城市 町前２－７－３２ 飲食店

明月苑 多賀城市 町前３－２－２６ 飲食店

洋菓子店 ピュイダムール 多賀城市 笠神５－１４－１８ 飲食店

多賀城フラワ－ 多賀城市 高橋２－１５－１０ ショッピング

グリーンライフコーヒーロースター多賀城店 多賀城市 高橋４－４－３ 飲食店

平禄寿司　宮城多賀城西店 多賀城市 高橋４－７－１ 飲食店

ピザハット古川北町店 大崎市 古川北町１－９－４１－３ ショッピング

Aコープ古川店 大崎市 古川北町３－１０－３６ ショッピング

道の駅 おおさき 大崎市 古川千手寺町２－５－５０ ショッピング

hair　shop　ゆるり 大崎市 古川南町３丁目６－１４　 サービス

ビストロ割烹 侯 大崎市 古川台町６－１２ 飲食店

ブックスなにわ 古川店 大崎市 古川大奥防３４ ショッピング

焼肉牛粋 大崎市 古川大宮１－１－３ 飲食店

とんかつ庄内 古川店 大崎市 古川大宮３－４－１８ 飲食店

びっくりドンキー古川店 大崎市 古川大宮８－１０－２ 飲食店

西巻幸町店・リパップ 大崎市 古川幸町１－５－１ ショッピング

LaPALETTE ラ・パレット古川店 大崎市 古川李埣１－１３－３１ 飲食店

旬彩亭　秀 大崎市 古川東町２－１　 飲食店

旬彩亭 秀 大崎市 古川東町２－１ 飲食店

創作料理 誠 大崎市 古川東町３－１　グリーンハウス１Ｆ 飲食店

ヤマザワ古川北店 大崎市 古川江合寿町３－６－２ ショッピング

スクラム 古川店 大崎市 古川沢田筒場浦１５ ショッピング

おてんとさん 古川店 大崎市 古川福浦道ノ上１８８ ショッピング

森乃館 古川店 大崎市 古川穂波２－８－６ 飲食店

アストロプロダクツ 古川店 大崎市 古川穂波３－３－７ ショッピング

平禄寿司　宮城大崎古川南店 大崎市 古川穂波７－２－１０ 飲食店

ヤマザワ古川バイパス店 大崎市 古川竹ノ内２７９－１ ショッピング

さかなや マルカ 大崎市 古川青塚２１１－３ ショッピング

仙台ホルモン・焼肉ときわ亭 古川駅前店 大崎市 古川駅前大通２－２－３１ 飲食店

業務スーパー 古川店 大崎市 古川駅東１－６－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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プロノ 大崎古川店 大崎市 古川駅東２－７－２４ ショッピング

Aコープ かしまだい店 大崎市 鹿島台平渡西銭神２０－１ ショッピング

ヤマザワ汐見台店 宮城郡七ヶ浜町 汐見台１－１－１ ショッピング

パンセ 利府本店 宮城郡利府町 利府堀切前４１－１ 飲食店

南部家敷利府店 宮城郡利府町 利府字八幡崎１００－１ 飲食店

美容室 LeLien 宮城郡利府町 加瀬新前谷地１－１ サービス

あじわいの朝利府店 宮城郡利府町 神谷沢化粧坂４９－１ ショッピング

びっくり市利府店 宮城郡利府町 神谷沢長田７０－２ ショッピング

ばーすでい利府菅谷台本店 宮城郡利府町 菅谷台３－３ 飲食店

稲庭うどん瀧さわ家 宮城郡利府町 赤沼浜田１００－８３ 飲食店

フジヤ利府青山店 宮城郡利府町 青山２－２－１ ショッピング

カキ松島コウハ 宮城郡松島町 松島字浪打浜１０－１１ 飲食店

松華堂菓子店 宮城郡松島町 松島字町内１０９ 飲食店

松島雪竹屋 宮城郡松島町 松島字町内１０９ ショッピング

松島蒲鉾本舗総本店 宮城郡松島町 松島字町内１２０ ショッピング

le Roman 宮城郡松島町 松島犬田１０－１７４ 飲食店

牛たん炭焼 利久 松島五大堂店 宮城郡松島町 松島町内１１２－２ 飲食店

牛たん炭焼利久 松島海岸駅前店 宮城郡松島町 松島町内４５ 飲食店

菓匠三全 松島寺町小路店 宮城郡松島町 松島町内５８ 飲食店

藤田喬平ガラス美術館 宮城郡松島町 高城浜１－４ ショッピング

トミヤカナモノ 富谷市 ひより台１－４３－３ ショッピング

Aguhairnicol富谷町 富谷市 上桜木１－１－１０　シンフォニーステージ上
桜木　１Ｆ サービス

ファミーナ 富谷店 富谷市 上桜木２－３－１０ ショッピング

蔵八ラーメン富谷大清水店 富谷市 大清水２－２２－１　エスコート大清水 飲食店

ヘアサロン Sophia 富谷市 富ヶ丘１－２７－２０　エスコートタウン富谷
　Ｄ サービス

元気くん市場仙台店 富谷市 成田３－１５－１０ ショッピング

パンセ 富谷本店 富谷市 成田８－２－６ 飲食店

マッフェン 明石台本店 富谷市 明石台５－２－６ 飲食店

馬上かまぼこ店 岩沼店 岩沼市 たけくま２－５－８ ショッピング

にしきや本店 岩沼市 下野郷新関迎２６５－１ ショッピング

びっくり市岩沼店 岩沼市 吹上１－１０－１３ ショッピング

伊藤チェーン 岩沼店 岩沼市 土ヶ崎３－６－１ ショッピング

しゃぶしゃぶ　こせん 岩沼市 大手町５－１０　只野ビル２階 飲食店

にしきや岩沼店 岩沼市 桜１－６－６－４５　リッチモンドスクエア内 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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銀座文明堂 仙台直売店 岩沼市 桜３－１３－３６ 飲食店

hairlounge ungu 岩沼市 武隈１－６－２ サービス

フーズガーデン玉浦 食彩館 岩沼市 玉浦西４－１－１ ショッピング

かつや岩沼店 岩沼市 相の原３－９７ 飲食店

平禄寿司　宮城岩沼店 岩沼市 藤浪１－４－２１ 飲食店

菓匠三全 岩沼ヨークベニマル店 岩沼市 藤浪２－４－１０ 飲食店

ちばのり店 本吉郡南三陸町 志津川五日町５１　Ａ棟－２ ショッピング

ヤマウチさんさん商店街店 本吉郡南三陸町 志津川五日町５１　Ｆ棟－１ ショッピング

フジヤ矢本店 東松島市 小松上浮足４３ ショッピング

ディタフ 東松島市 赤井字有明２－１　 飲食店

サン・マルシェ大河原店 柴田郡大河原町 幸町３－１０ ショッピング

さくま青果 柴田郡大河原町 広表３４－３７ ショッピング

アルパジョン大河原店 柴田郡大河原町 広表３９－１９ 飲食店

やまなか家大河原店 柴田郡大河原町 広表４８番４ 飲食店

炭火焼 ブルスタ・オラムー 大河原店 柴田郡大河原町 新南５９－４ 飲食店

とんとんの丘「もちぶた館」 柴田郡大河原町 新寺北１８５－１１ ショッピング

菓匠 三全 大河原バイパス店 柴田郡大河原町 新東２０－１１ 飲食店

スクラム 大河原店 柴田郡大河原町 新東２２－４ ショッピング

平禄寿司　宮城大河原店 柴田郡大河原町 新東２４－１７ 飲食店

ハードオフ 大河原店 柴田郡大河原町 新東３０－１ ショッピング

サン・マルシェ川崎店 柴田郡川崎町 前川裏丁８０ ショッピング

山彼方 支倉店 柴田郡川崎町 支倉滝ノ原４５－１ 飲食店

フレッシュフードモリヤ村田店 柴田郡村田町 大字小泉字西浦７２ ショッピング

森の芽ぶきたまご舎ファームファクトリー 柴田郡村田町 大字村田字迫９１－１５ 飲食店

らーめんせん家 村田店 柴田郡村田町 沼辺字河原田２２６丁目１ 飲食店

Aコープ槻木店 柴田郡柴田町 槻木上町２－１－１５ ショッピング

イトーチェーンマルコ店 柴田郡柴田町 槻木下町１－４－３８ ショッピング

ヤキトリ大吉 槻木店 柴田郡柴田町 槻木下町２丁目２－２０ 飲食店

イトーチェーン柴田船迫店 柴田郡柴田町 船岡字入袋２００－５２ ショッピング

伊藤チェーン 船岡店 柴田郡柴田町 船岡東２－７－１ ショッピング

蓑寿司 柴田郡柴田町 船岡若葉町２－１ 飲食店

スーパー丸江一迫店 栗原市 一迫真坂清水角田２２－１ ショッピング

山の駅くりこま 栗原市 栗駒岩ヶ崎上小路１５０－７ ショッピング

有限会社佐々木金物店 栗原市 栗駒岩ヶ崎六日町３０番 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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マルエスーパー岩ヶ崎店 栗原市 栗駒岩ヶ崎神南４７ ショッピング

PALETTE パレット築館本店 栗原市 築館伊豆４－７－１５ 飲食店

おてんとさん 築館店 栗原市 築館宮野中央１－１－３ ショッピング

おかってマルシェ 栗原市 築館照越永平１－１ ショッピング

ご馳走ダイニング 満てん 栗原市 築館薬師４－１０－１６ 飲食店

業務スーパー 築館店 栗原市 築館藤木７－３５ ショッピング

おてんとさん 若柳店 栗原市 若柳川南南大通２４－１ ショッピング

大阪王将気仙沼店 気仙沼市 中みなと町１０－３ 飲食店

あさひ鮨 気仙沼市 南町２－４－２７ 飲食店

デイリーポート新鮮館 気仙沼店 気仙沼市 四反田１５６ ショッピング

マイヤ気仙沼バイパス店 気仙沼市 字赤岩石兜５０番地 ショッピング

すがとよ酒店 気仙沼市 新浜町２－３－６ ショッピング

えんどう 気仙沼市 本吉町津谷新明戸２００　 飲食店

マイヤ本吉はまなす店 気仙沼市 本吉町津谷新明戸２００ ショッピング

JA新みやぎ 南三陸 菜果好 気仙沼市 本郷１－４ ショッピング

マイヤ気仙沼北店 気仙沼市 東八幡前１０１－１ ショッピング

クリエみうら 階上店 気仙沼市 波路上野田１５５－１ ショッピング

気仙沼お魚いちば 気仙沼市 港町２－１３ ショッピング

観洋サービス いちば寿司 気仙沼市 魚市場前７－１３　海の市 飲食店

気仙沼四季 伊八郎 気仙沼市 魚市場前７－１３　海の市 ショッピング

（株）阿部長商店 観洋サービス 海の市 気仙沼市 魚市場前７－１３　海の市 ショッピング

観洋サービス リアスキッチン 気仙沼市 魚市場前７－１３　海の市 飲食店

女川海の膳ニュ－このり 牡鹿郡女川町 女川２－５－７ 飲食店

まぐろ屋 明神丸 牡鹿郡女川町 女川２－６０　シーパルピア女川Ｃ－１４ 飲食店

ダイビングサ-ビスハイブリッジ 牡鹿郡女川町 女川浜 大原１－４２シ－パルピア女川Ｄ１６ ショッピング

スーパーおんまえや 牡鹿郡女川町 黄金１－１ ショッピング

道の駅林林館 登米市 東和町米川六反３３－１ ショッピング

デイリーポート新鮮館 佐沼店 登米市 迫町佐沼大網上１７ ショッピング

炭火焼肉ぶりっじ 登米市 迫町佐沼字中江４－８－１５　２Ｆ 飲食店

うまい鮨勘 佐沼店 登米市 迫町佐沼新飯島西６ 飲食店

直利庵 三浦屋 登米市 迫町佐沼錦８ 飲食店

伊豆沼農産 農家直売所 登米市 迫町新田前沼１４９－７ ショッピング

フジヤ 白石店 白石市 大平森合森合沖８３ ショッピング

平禄寿司　宮城白石店 白石市 福岡蔵本西町２２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヤマザワ白石北店 白石市 福岡長袋高畑１ ショッピング

ヤマザワ白石東店 白石市 鷹巣東１－１４－２８ ショッピング

パティスリー アンジェリーナ 石巻市 あけぼの２－１－２ 飲食店

八鶏飯蔵 あけぼの店 石巻市 あけぼの２－４－７ 飲食店

やまなか家石巻店 石巻市 のぞみ野２－１－８ 飲食店

いしのまき元気市場 石巻市 中央２－１１－１１ ショッピング

三政商店いしのまき元気市場直売店 石巻市 中央２－１１－１１ ショッピング

焼肉　幸楽 石巻市 中里１丁目２－２－４　 飲食店

とんかつ庄内 石巻店 石巻市 中里２－２－９ 飲食店

びっくりドンキー石巻店 石巻市 丸井戸１－６３－２ 飲食店

すし寳来 石巻市 千石町１－３ 飲食店

牛正 石巻店 石巻市 南中里３－５－２８ 飲食店

アストロプロダクツ 石巻店 石巻市 大街道西３－３－５４ ショッピング

かほく・上品の郷 ヤマザキショップ 石巻市 小船越二子北下１－１ ショッピング

竹乃浦 石巻市 山下町１－１９－６ 飲食店

RelaxationSLOW 石巻市 恵み野１－３－８ サービス

うまい鮨勘石巻支店 石巻市 恵み野３－４－２ 飲食店

焼肉・冷麺ヤマト石巻店 石巻市 恵み野３－４－３ 飲食店

アルパジョン石巻総本店 石巻市 恵み野４－１－５ 飲食店

パンセ 石巻本店 石巻市 恵み野４－４－１ 飲食店

牛仁 石巻市 恵み野５－１０－２９ 飲食店

業務スーパー 石巻蛇田店 石巻市 恵み野６－４－１２ ショッピング

グリーンサム 石巻市 恵み野６－４－４ ショッピング

マツナガ 石巻市 新橋８－１０ ショッピング

平禄寿司　宮城石巻東中里店 石巻市 東中里３－１－３ 飲食店

まちの自転車屋さんエンドーしんりん 石巻市 渡波１２９－１９　 ショッピング

四釜酒店 石巻市 穀町２－１８ ショッピング

焼肉ジュジュ 石巻市 立町１－６－８ 飲食店

白謙蒲鉾店 本店 石巻市 立町２－４－２９ ショッピング

旬鮮居酒屋ごくう 石巻市 立町２－５－４１ 飲食店

仙臺ホルモンガッツ石巻蛇田店 石巻市 茜平２－３－１ 飲食店

有限会社 ラ・シェール・アンジュ 石巻市 茜平５－３－５ 飲食店

岡埜栄泉 石巻市 茜平５－７－５ 飲食店

焼肉きんぐ石巻店 石巻市 蛇田太田切２１－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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la Siesta 石巻市 蛇田字新東前沼７－３　 サービス

ピザハット石巻店 石巻市 蛇田字金津町３－３ ショッピング

とりあえず吾平宮城石巻蛇田店 石巻市 蛇田新大埣３４２ 飲食店

金港堂 石巻店 石巻市 蛇田金津町１５－１ ショッピング

かつや宮城石巻店 石巻市 蛇田金津町３－１ 飲食店

牛たん炭焼 利久 石巻山下店 石巻市 西山町２－１３ 飲食店

牛匠仁や 石巻市 鋳銭場４－８ 飲食店

仙臺ホルモンガッツ石巻門脇店 石巻市 門脇一番谷地４１－３ 飲食店

白謙蒲鉾店 門脇売店 石巻市 門脇明神３１－１ ショッピング

STATIONERY BOX ナリサワ 石巻市 駅前北通り２－１２－２７ ショッピング

フジヤ 角田店 角田市 角田大町４０ ショッピング

伊藤チェーン 角田店 角田市 角田字町４２ ショッピング

ブックタウン角田店 角田市 角田幸町６２ ショッピング

平禄寿司　宮城涌谷店 遠田郡涌谷町 桑木荒１００－１ 飲食店

ダイニング旬祭 遠田郡美里町 北浦字北田７６－６ 飲食店

こごたの地酒屋 齋林本店 遠田郡美里町 南小牛田町屋敷１２４ ショッピング

Aコープ こごた店 遠田郡美里町 素山１２－９ ショッピング

ヤマザワ吉岡店 黒川郡大和町 吉岡まほろば１－６－２５ ショッピング

おてんとさん 大和店 黒川郡大和町 吉岡まほろば２－２２－１４ ショッピング

team・EAST 黒川郡大和町 吉岡東１－１－２　ヨークベニマル大和吉岡店
内 サービス

平禄寿司　宮城大和吉岡店 黒川郡大和町 吉岡東１－１－４ 飲食店

了美ヴィンヤードアンドワイナリー 黒川郡大和町 吉田字旦ノ原３６－１５ ショッピング

ヤマザワ杜のまち店 黒川郡大和町 杜の丘１－１６ ショッピング

やきとり伊藤商店 黒川郡大和町 杜の丘２－１－１ 飲食店

牛たん炭焼 利久 富谷あけの平店 黒川郡富谷町 あけの平１－２－１ 飲食店

ヤマザワ富谷成田店 黒川郡富谷町 成田１－６－８ ショッピング

寿松庵　本店 黒川郡富谷町 成田９－２－９ 飲食店

牛屋たん兵衛 黒川郡富谷町 明石台５－１－１２ 飲食店

石焼ステーキ贅宮城明石台店 黒川郡富谷町 明石台６－１－２０ 飲食店

Aphrodite明石台店 黒川郡富谷町 明石台６－１－２０ サービス

平禄寿司　宮城富谷明石台店 黒川郡富谷町 明石台６－１－３７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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