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［宮城県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

kutsurogi izakaya 和勘 遠田郡 涌谷町涌谷中江南１５－１ 飲食店 JS-0001-0583

大場酒店 遠田郡 美里町藤ヶ崎１－５５　　 ショッピング PK-0000-6043

村上屋 1 遠田郡 美里町藤ヶ崎町７３　　 ショッピング PK-0000-4403

株式会社 木の屋石巻水産 美里町工場 直売所 遠田郡 美里町二郷字南八丁２－２　 ショッピング SL-2000-7617

ピザテン・フォ－宮城小牛田店 1 遠田郡 美里町北浦字川戸浦９１－１　レストガ－デン ’ ｍＴ・Ａ棟１０２ ショッピング PK-0000-5218

ピザテン・フォ－宮城小牛田店 2 遠田郡 美里町北浦字川戸浦９１－１　レストガ－デン ’ ｍＴ・Ａ棟１０２ ショッピング PK-0000-8668

栗田時計店 遠田郡 涌谷町田町裏２１７ー４ ショッピング JS-0005-8578

ASK 遠田郡 涌谷町柳町２７－５ ショッピング JS-0001-0584

有）平自動車整備工場 遠田郡 美里町北浦字新高橋４１ サービス JS-0004-8926

ブレアマリーナ 塩竈市 港町１－４－１　マリンゲート塩釜２Ｆ 飲食店 JS-0000-7121

郷土料理味勘 塩竈市 松陽台３－１９－１ 飲食店 JS-0004-5507

串焼き屋 信 塩竈市 東玉川町８－２　ＮＫ－１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2403

カフェ ニッチ 塩竈市 東玉川町８－６ 飲食店 JS-0000-3795

焼肉ハウス京都苑 塩竈市 白萩町２－２１ 飲食店 JS-0003-4359

焼肉ホルモン鹽竈 塩竈市 尾島町１１－１５ 飲食店 JS-0001-7939

飛翔 塩竈市 尾島町１８－６ 飲食店 JS-0003-2744

居酒屋 わくわく 塩竈市 尾島町２３－２　プロムナード佐精 飲食店 JS-0004-5196

居酒屋 まき 塩竈市 尾島町２４－１１　プランドールアンジュ 飲食店 JS-0002-8968

港町の鉄板焼 塩竈市 尾島町４－１　塩釜松竹ビル１０７ 飲食店 SL-2001-0485

大黒寿司 塩竈市 北浜３－９－３３ 飲食店 JS-0000-1521

株式会社石井商店 塩竈市 海岸通８－１６ ショッピング JS-0005-2478

海鮮せんべい塩竃 塩竈市 新浜町３－３０－３０　 ショッピング SL-2000-6247

Weed 塩竈市 藤倉２－１１－１５ ショッピング JS-0004-3383

お菓子な店ティファニ－藤倉店 塩竈市 藤倉２－１４－４８　　 ショッピング PK-0000-4530

坂本ミシン商会 塩竈市 南町３－１２　　 ショッピング ZN-2000-2976

美容室アシュレ塩釜店 塩竈市 尾島町１－１０ ショッピング JS-0004-5724

有）増友商店 塩竈市 尾島町２７－１４ ショッピング JS-0004-8081

元祖おとうふかまぼこの直江 本店 塩竈市 北浜４－５－２７ ショッピング AD-0000-0710

Hair ＆ Make － upIBIZA 塩竈市 宮町２－１１ サービス JS-0000-3734

Hair ＆ MakeupIBIZALOGI 塩竈市 宮町８－１７ サービス JS-0005-6394

株）今野モータース 塩竈市 牛生町１２－１５ サービス JS-0003-0443

ヘアドゥアイザワ 塩竈市 桜ヶ丘２－１０　　 サービス ZN-0003-1103

株式会社ジーボイス 塩竈市 新浜町２－２－４８ サービス JS-0003-4611

（株 チェイス 塩竈市 北浜１－１２－３０－１ サービス JS-0004-6845

えびす屋釣具店 塩竈市 海岸通１４－１６　 その他 SL-2000-1181

丸長寿司 塩竈市 尾島町１１－１６　 その他 SL-2000-2158

宮城ダイビングサ－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Ｄ棟－１６ ショッピング SL-2000-9353

ホルモン屋弁慶 加美郡 加美町矢越３３８－１ 飲食店 JS-0003-9384

株式会社染萬 加美郡 加美町西町８４－１　 ショッピング SL-2000-3661

アイパルメガネ加美店 加美郡 加美町大門５０－１ ショッピング JS-0003-8171
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旨い地酒荒井酒店 加美郡 色麻町四竃字町８８ ショッピング JS-0004-4893

アローオートドック仙台 加美郡 加美町大門１１３ サービス JS-0003-3537

ゼルコバ角田 角田市 角田字四反田３０－２ 飲食店 JS-0004-9951

お菓子の店　まえばし 角田市 角田字泉町１００　　 飲食店 PK-0000-6330

ときわ亭角田店 角田市 角田扇町９－１１ 飲食店 JS-0004-2583

リサイクルショップお宝山角田本店 角田市 角田田町８２－８ ショッピング JS-0004-0756

車検のコバック 仙南北郷店 角田市 岡小浦７８ サービス JS-0001-2787

有限会社さとう写真 角田市 角田字町２００ サービス JS-0000-9694

美容室アリガ角田梶賀店 角田市 梶賀東南６１－２ サービス JS-0005-0405

サウスアップ 角田市 尾山字下山１２６－１ サービス JS-0004-6937

農民そばや芭蕉庵 刈田郡 七ヶ宿町南浦畑５－１　　 飲食店 PK-0000-3275

炭火焼肉まほろば 刈田郡 蔵王町遠刈田温泉新地東裏山３９－２５８ 飲食店 JS-0001-6523

fashion in 津田屋 刈田郡 蔵王町宮字町１２３　 ショッピング SL-2001-1996

御菓子司　玉浦屋 刈田郡 蔵王町宮字町５１　　 ショッピング PK-0000-8769

hair nap 刈田郡 蔵王町円田中田７５－１ サービス SL-2000-9185

ロイヤルインドレストラン岩沼店 岩沼市 桜５－５－３９ 飲食店 JS-0003-9520

しゃぶしゃぶこせん 岩沼本店 岩沼市 大手町５－１０　只野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8300

おくに寿司 岩沼市 中央２－５－２７ 飲食店 JS-0005-9725

メガトン書店 岩沼店 岩沼市 桜２－９－６９－１ ショッピング JS-0002-9327

エディフィス 岩沼市 大昭和１４－３０ ショッピング JS-0002-3282

せきや薬局 岩沼市 中央１－２－１５　 ショッピング SL-2000-9641

モード．エ．マリコ 岩沼市 中央３－５－１３ ショッピング JS-0004-9013

モーム西店 岩沼市 たけくま１－２６－７ サービス JS-0004-1157

ヘアラウンジアングゥ 岩沼市 たけくま１－６－２　　 サービス ZN-0002-6672

有限会社森自動車工業 岩沼市 恵み野２－１－１ サービス JS-0001-2525

モーム市役所通店 岩沼市 中央１－３－２５ サービス JS-0004-1158

モーム桜通店 岩沼市 中央３－２－２４ サービス JS-0004-1156

hair relaxation Fuuran 岩沼市 土ヶ崎２－１－１３　８７ビル１Ｆ サービス JS-0002-0809

Fuuran 岩沼市 土ケ崎２－１－１３　８７ビル１Ｆ サービス JS-0005-6259

カラオケスタジオかりんとう 岩沼市 稲荷町３－５ エンターテインメント JS-0001-0886

レストラン BRUNCH 気仙沼市 上田中２－２－１７　 飲食店 SL-2000-0700

大阪王将気仙沼店 気仙沼市 中みなと町１０－３ 飲食店 JS-0004-1252

はま家 気仙沼市 長崎１４７－１ 飲食店 JS-0005-2518

川治 気仙沼市 田谷１－６ 飲食店 JS-0004-4368

楽膳気仙沼店 気仙沼市 田谷２０－５ 飲食店 JS-0003-2776

酒場里 気仙沼市 田谷２０－６ 飲食店 JS-0004-5621

よるごはん まんまる 気仙沼市 田中前１－２－７ 飲食店 JS-0005-9124

すし屋の泰平 気仙沼市 田中前１－５－１６ 飲食店 JS-0000-9854

養老乃瀧気仙沼店 気仙沼市 田中前３－６－６ 飲食店 JS-0005-1910

メディアカフェティモーネ 気仙沼市 南郷１５－８ 飲食店 JS-0004-1112

里枝 気仙沼市 南町２－４－１０　ムラサキビルＳ１０９ 飲食店 JS-0003-8266

ディスカウントキクヤ 気仙沼市 新田６－２ ショッピング JS-0002-2167

タイヤガーデンスペック 気仙沼市 赤岩老松６４－５ ショッピング JS-0005-6870

味屋酒店 気仙沼市 東新城２－１－４　　 ショッピング PK-0000-4389
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ヘアー＆ウェルネス・エス 気仙沼市 神山６－１　サンプラザカミヤマＢ サービス JS-0003-8511

Oa 気仙沼市 田中前１－５－５－３ サービス JS-0001-7010

有限会社千葉電気 気仙沼市 東新城２－１１－１９　 その他 SL-2000-3230

和食家 TADA 宮城郡 七ヶ浜町汐見台１－１－５ 飲食店 JS-0005-2397

若林源三 宮城郡 利府町利府新大谷地７６　利府ペアガーデン内 飲食店 JS-0003-1582

いなづま 宮城郡 七ヶ浜町汐見台１－１－５　 ショッピング SL-2000-2289

サーフグランドネスト 宮城郡 七ヶ浜町松ヶ浜謡３４－２ ショッピング JS-0001-7748

SEASAW 宮城郡 七ヶ浜町菖蒲田浜長砂２０－８ ショッピング JS-0002-3530

タイヤショップササキ 宮城郡 松島町初原砂押２３－１ ショッピング JS-0001-1358

バレンザポー松島大観荘店 宮城郡 松島町松島犬田１０－７６　　 ショッピング ZN-0001-3766

株式会社山根商店 宮城郡 松島町松島字小梨屋７－１６ ショッピング JS-0005-2435

尾張屋 宮城郡 松島町松島字町内１０４ ショッピング JS-0000-2553

日進堂松島店 宮城郡 松島町松島字町内１１２　　 ショッピング PK-0000-5404

伊藤時尾商店 宮城郡 松島町松島字町内８８　　 ショッピング PK-0000-1715

魚隆商店 宮城郡 松島町松島普賢堂１３－１０ ショッピング JS-0001-8629

タイヤガレージクラフト 宮城郡 利府町神谷沢字舘ノ内６３－２ ショッピング JS-0005-4040

菜の花村　利府店 宮城郡 利府町菅谷台２－２７－４　　 ショッピング PK-0000-8786

株式会社丹野モータース 宮城郡 七ヶ浜町遠山１－２－７２ サービス JS-0004-8395

イーグル整骨院七ヶ浜店 宮城郡 七ヶ浜町遠山３－４－６６ サービス JS-0003-5128

Hairspray 利府 宮城郡 利府町加瀬字十三本塚１７３－１　ヨークタウン内 サービス JS-0005-6937

イーグル整骨院ヨークベニマル利府店 宮城郡 利府町神谷沢新宮ケ崎１４－１　ヨークベニマル利府店内 サービス JS-0004-1413

村木動物病院 宮城郡 利府町菅谷台３－２－５ サービス JS-0004-1422

hairdesignGrow 宮城郡 利府町菅谷台４－２－１１　グリシーヌＳ１Ｆ－Ａ サービス JS-0005-1907

スーパーノバ 仙台利府店 宮城郡 利府町加瀬新前谷地５５－１ その他 JS-0002-4689

いちの家 栗原市 若柳川北片町１－５ 飲食店 JS-0005-2414

富寿司 栗原市 築館宮野中央２－９－９ 飲食店 JS-0005-9872

有限会社三浦酒舗 栗原市 栗駒岩ケ崎六日町２５ ショッピング JS-0005-6619

有限会社佐々木金物店 栗原市 栗駒岩ヶ崎六日町３０ ショッピング JS-0005-2055

CANN LINE Jeans 栗原市 栗駒岩ヶ崎六日町５６ ショッピング JS-0003-4215

株式会社チバジョウ 栗原市 若柳川南堤通１０－７ ショッピング JS-0005-6841

フラワープロデュース若柳店 栗原市 若柳川南堤通１１－１ ショッピング JS-0005-7354

さぶん酒店 栗原市 瀬峰荒町３６－１　　 ショッピング PK-0000-0219

PALETTE パレット築館本店 栗原市 築館伊豆４－７－１５　 ショッピング SL-2000-8338

クリエイティヴ・オート 栗原市 若柳川北東若柳１７１ サービス JS-0001-5333

スバルショップ栗原 栗原市 築館下宮野大仏３２－１ サービス JS-0002-8362

相馬オートサービス 栗原市 築館成田１５９－２ サービス JS-0004-7938

和食道 DoRaShin 黒川郡 大衡村大衡石神沢２０ 飲食店 JS-0000-6811

日本料理和食処 八幡はなぶさ 黒川郡 大和町吉岡古館１５３－２ 飲食店 JS-0002-7716

旨み処 極味 黒川郡 大和町吉岡車東１－７　ＳＳ二番館Ａ 飲食店 JS-0003-1977

串揚げ居酒屋なつ屋 黒川郡 大和町吉岡上町１０７－６ 飲食店 JS-0002-8439

花だより 黒川郡 大和町吉岡西下蔵６４ 飲食店 JS-0002-9039

炭火焼鳥翔家 黒川郡 富谷町成田１－６－１ 飲食店 JS-0001-7866

MAHANA 黒川郡 富谷町成田１－６－１ 飲食店 JS-0002-5318

レストラン．フュメドゥコスモ 黒川郡 富谷町成田３－８－１ 飲食店 JS-0002-6141
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焼肉 小鉄 黒川郡 富谷町富ケ丘１－１５－２１ 飲食店 JS-0002-1282

鶴和自動車 黒川郡 大和町まいの２－４－８ ショッピング JS-0001-3918

タイヤセンター東北 大和店 黒川郡 大和町まいの３－３－７ ショッピング JS-0000-9526

Samurai Craft 黒川郡 大和町吉岡まほろば２－３－３ ショッピング JS-0003-7655

おれんじ薬局 黒川郡 富谷町成田４－１８－９　　 ショッピング PK-0000-8378

kiki 黒川郡 富谷町杜乃橋１－１－２　　 ショッピング ZN-2000-0649

メカニック氏家 黒川郡 大郷町中村屋鋪２－１６ サービス JS-0001-3808

美容室　コ－ラル 黒川郡 大郷町中村字屋鋪７５－４　　 サービス PK-0000-7774

ヘア．ルームカノン 黒川郡 大衡村大衡野畑１９－１　　 サービス ZN-0002-5845

ヘアサロン フラワー 黒川郡 大和町吉岡西下蔵６３－１０１ サービス JS-0001-3919

有）リンク 黒川郡 大和町小野蛇石１８－１ サービス JS-0001-3143

（有）トゥインクルオート 黒川郡 大和町鶴巣北目大崎住吉１６０－１ サービス JS-0002-3356

美容室 花ユキ 黒川郡 富谷町ひより台２－３７　西友内 サービス JS-0002-7738

maison barrette 黒川郡 富谷町上桜木１－２８－１７ サービス JS-0001-6194

hairlabZilch 黒川郡 富谷町日吉台２－３１－２　コーポ大富１Ｆ サービス JS-0000-7960

焼肉超特急若林 源三 柴田郡 柴田町西船迫２－２－７ 飲食店 JS-0005-0150

BarCafe mino 柴田郡 柴田町船岡中央３－１４－５ 飲食店 JS-0000-0333

やきとり大吉槻木店 柴田郡 柴田町槻木下町２－２－２０　 飲食店 SL-2001-0313

大勝食堂 柴田郡 川崎町前川字裏丁１８０ 飲食店 JS-0005-8264

糀ダイニング藍 柴田郡 村田町村田字町１８７　 飲食店 SL-2000-7957

ホルモン焼肉ぷるぷる 柴田郡 大河原町新南５９－７　　 飲食店 PK-0000-1125

味工房容仙 柴田郡 大河原町大谷字町向８８－３　 飲食店 PK-0000-3501

無可有の郷 柴田郡 柴田町海老穴海老沢１３１ ショッピング JS-0002-4887

株式会社ティーセレクション 柴田郡 柴田町船岡大塚２２－２ ショッピング JS-0001-2542

槻木中央薬局 柴田郡 柴田町槻木上町１－１－５５　 ショッピング PK-0000-4464

フェザント仙台店 柴田郡 川崎町川内七曲山１７６－９ ショッピング JS-0002-9705

ガレ－ジダックテイル村田 柴田郡 村田町村田松崎４６ ショッピング JS-0001-5332

Stripes 柴田郡 村田町村田反町８４－３ ショッピング JS-0001-7619

金港堂 大河原店 柴田郡 大河原町小島２－１　フォルテ１F　 ショッピング SL-2001-1204

メガネ相互 柴田郡 大河原町西桜町１－２３　　 ショッピング PK-0000-8187

ラベージュ柴田店 柴田郡 柴田町上名生新大原１９４－１ サービス JS-0004-1160

Liberte hair salon 柴田郡 柴田町上名生新大原６１－２ サービス JS-0003-9802

ビューティサロンシーズプラス 1 柴田郡 柴田町船岡新栄１－８－１２ サービス JS-0001-6886

さくらペットクリニック 柴田郡 柴田町船岡西住町５－８ サービス JS-0000-6088

すとれんぐす接骨院 柴田郡 柴田町船岡大塚２５－３－１０２ サービス JS-0003-3988

HairLabo5 柴田郡 柴田町東船迫２－１－６ サービス JS-0000-8013

Sea 柴田郡 村田町村田針生前５－１ サービス JS-0001-7702

ポケットカー 2nd 柴田郡 大河原町金ヶ瀬丑越１１－３ サービス JS-0003-1810

カスタムショップ ラヴオール 柴田郡 大河原町幸町１１－８ サービス JS-0003-9160

のら動物病院 柴田郡 大河原町新南３６－１０ サービス JS-0001-6514

ESPACE 柴田郡 大河原町西桜町２－１　ランドマークビル２Ｆ サービス JS-0002-8393

美容室アリガ大河原駅前店 柴田郡 大河原町大谷町向１０３－２０ サービス JS-0005-0396

カーセレクション販売 柴田郡 大河原町南桜町３－１０ サービス JS-0003-8635

蓑寿司 柴田郡 柴田町船岡若葉町２－１ その他 SL-2000-4625
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まるいち 酒店 柴田郡 村田町大字村田字末広町２３　 その他 SL-2000-3118

あぶみや あけぼの店 石巻市 あけぼの１－７－３ 飲食店 JS-0002-9547

八鶏飯蔵 あけぼの店 石巻市 あけぼの２－４－７ 飲食店 JS-0003-2654

原子焼海彦山彦あけぼの店 石巻市 あけぼの３－１－２ 飲食店 JS-0005-5161

White JiJi 石巻市 あゆみ野３－２－１１ 飲食店 JS-0005-3925

CAFE THE BAY 石巻市 あゆみ野３－２－１４ 飲食店 JS-0004-7225

きく一 石巻市 のぞみ野４－１２－６ 飲食店 JS-0005-8179

浜長 石巻市 恵み野４－１５－１５ 飲食店 JS-0000-9785

Cafe ＆ BarAceofSpades 石巻市 穀町１２－３１　穀町テナント２Ｆ 飲食店 JS-0001-1506

旬彩陽 hinata 石巻市 山下町２－２－４９ 飲食店 JS-0003-3343

すし寳来 石巻市 千石町１－３ 飲食店 JS-0000-7843

炭火焼鳥とほくほく釜飯とり福 石巻市 大街道西１－８－１０ 飲食店 JS-0001-0347

キムチ屋本舗 石巻市 大街道西２－１－１１ 飲食店 JS-0005-1305

北京大飯店 石巻市 大街道南５－４－５９　１Ｆ 飲食店 JS-0002-8089

北京飯店 石巻市 大街道南５－４－５９　２Ｆ 飲食店 JS-0002-8088

IRORI 石巻 石巻市 中央２－１０－２ 飲食店 JS-0004-7281

KNOT 石巻市 中央２－１－１６　中央ビル１Ｆ－３ 飲食店 JS-0002-5618

和 Diner Irasuke 石巻市 中央２－２－３ 飲食店 JS-0005-8660

夢屋 石巻市 中央２－４－１４ 飲食店 JS-0001-1279

鳥厚 石巻市 中央２－５－１３ 飲食店 JS-0005-8081

シェルエトワレ 石巻市 中央２－７－１４　ＣＯＭＩＣＨＩ石巻１０２ 飲食店 JS-0002-2465

美食酒房 SANGI 石巻市 中央２－７－１４　ＣＯＭＩＣＨＩ石巻１０３ 飲食店 JS-0002-2832

樹琳 石巻市 中央２－７－１５　ＣＯＭＩＣＨＩ石巻 飲食店 JS-0002-1425

料亭 とり文 石巻市 中央２－７－１８ 飲食店 JS-0000-1534

四季彩食いまむら 石巻市 中央２－７－２ 飲食店 JS-0001-8407

満咲 石巻市 中央３－１－４３　木村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8882

焼肉幸楽 石巻市 中里１－２－２－４　 飲食店 SL-2001-0161

炭のえんやきとり屋 石巻市 中里２－９－７ 飲食店 JS-0001-0341

八鶏飯蔵 極 駅前店 石巻市 鋳銭場３－１３　SASADENBILL －１Ｆ 飲食店 JS-0003-2652

うわぬま屋 石巻市 鋳銭場３－５ 飲食店 JS-0004-8744

あぶみ屋 中里店 石巻市 南中里３－１２－２ 飲食店 JS-0002-9548

カラオケプラザパレード 石巻市 南中里３－１２－２ 飲食店 JS-0002-9606

ハーバーランド 石巻市 南中里３－１６－３２ 飲食店 JS-0003-0749

活鮮料理ひらつか 石巻市 門脇字一番谷地６４－４７ 飲食店 JS-0005-1722

肉バル Orai － no 石巻市 立町１－２－１１ 飲食店 JS-0005-8696

海、山、酒のダイニングすわん 石巻市 立町１－２－３ 飲食店 JS-0004-4557

海彦山彦 石巻市 立町１－２－５ 飲食店 JS-0003-7049

味所 花丸 石巻市 立町１－３－１３　ステラビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-9539

THE BAR K 石巻市 立町１－３－２９　レイダースビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3671

フィッシュボーン 石巻市 立町１－３－４　松慶ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9280

居酒屋 恵比寿 石巻市 立町１－４－１３　２Ｆ 飲食店 JS-0002-1124

石巻バル Daccha 石巻市 立町１－５－１１ 飲食店 JS-0005-8455

牛舌の店公助 石巻市 立町１－５－２６ 飲食店 JS-0001-6655

焼肉ジュジュ 石巻市 立町１－６－８　　 飲食店 ZN-0001-3571
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くいしん坊石巻店 石巻市 立町１－６－８　　 飲食店 ZN-0001-3604

味道一平 石巻市 立町２－１－９ 飲食店 JS-0001-3745

GYOZA BAR 敏坊 石巻市 立町２－２－２ 飲食店 JS-0005-7734

レストランレッド 石巻市 立町２－３－１５　　 飲食店 ZN-2000-4526

四季彩囲炉裏酒房魚菜 石巻市 立町２－３－２７　ふじビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3005

ナイトインマハラジャ 石巻市 立町２－５－３　イナイビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2504

旬鮮居酒屋ごくう 石巻市 立町２－５－４１ 飲食店 JS-0002-8748

炭火焼鳥屋台壱番 石巻市 立町２－７－１　　 飲食店 ZN-0002-5346

石巻前寿司正 石巻市 流留五性橋１－２８ 飲食店 JS-0000-9101

（株）グリーンテラス花壇 あけぼの本店 石巻市 あけぼの１－３－３ ショッピング JS-0000-9334

ヤマト漢方薬局 石巻市 あゆみ野５－５－６ ショッピング JS-0003-2489

輸入雑貨ブラン 石巻市 のぞみ野５－２０－５ ショッピング JS-0004-3402

えくれ－る　蛇田店 石巻市 わかば１－１－７　　 ショッピング PK-0000-8579

株式会社鮎川捕鯨 石巻市 鮎川浜向田１－１ ショッピング JS-0005-1585

愛情たらこのみなと 石巻市 吉野町２－６－７ ショッピング SL-2000-8045

子玉園 石巻市 恵み野２－８－２３　　 ショッピング PK-0000-6128

丹野印舗本店 石巻市 穀町１４－１　１Ｆ ショッピング JS-0002-6228

金港堂 石巻店 石巻市 蛇田金津町１５－１　 ショッピング SL-2001-1203

石巻タイヤサービス 石巻市 蛇田新谷地前１３７－１ ショッピング JS-0003-1174

田中自動車 石巻市 蛇田南経塚７－１ ショッピング JS-0002-1207

リサイクルセンターアールワン石巻店 石巻市 新橋９－２７ ショッピング JS-0001-5163

墨廼江酒造株式会社 石巻市 千石町８－４３ ショッピング JS-0005-6098

有限会社ホンダマリンサービス 石巻市 渡波字新釜１－５ ショッピング JS-0005-1655

まちの自転車屋さんエンドーしんりん 石巻市 渡波字浜曽根の壱１２９－１９　 ショッピング SL-2000-1258

Reborn － ArtFestiv 石巻市 東中里２－１－１　　 ショッピング PK-0000-3724

Reborn － ArtFestiv 石巻市 東中里２－１－１　　 ショッピング PK-0000-5343

リトルステップ本店 石巻市 桃生町中津山永田１９－２　 ショッピング SL-2000-8822

ファミリ－ファッションおとこざわ 石巻市 桃生町中津山字江下１８１　　 ショッピング PK-0000-1439

リサイクルショップ a．o 石巻市 南中里４－８－２１　プラステナント　 ショッピング PK-0000-5727

株式会社友善商事 石巻市 湊字大門崎１３５－３ ショッピング JS-0004-8490

スーパーダブルエックス石巻店 石巻市 門脇字二番谷地３１－２ ショッピング JS-0004-9279

株）萬楽堂 石巻市 立町２－４－２３ ショッピング JS-0004-7404

サトウクロージング 石巻市 立町２－４－２７ ショッピング JS-0000-4664

こんどう動物病院 石巻市 宇田川町２－１２ サービス JS-0001-0413

nailsalon  Claire 石巻市 開北４－７－１５　ＣＣＲ２０１１－１０２ サービス SL-2000-0907

アイ・フェリス石巻店 石巻市 恵み野１－３－８　石巻蛇田複合店舗Ｂ－Ｂ－２ サービス JS-0002-8142

ワンだぁハウス ラン 石巻市 蛇田字中埣２ー１０　 サービス SL-2000-5407

Hair － MakeLoL 石巻市 蛇田新金沼３９９ サービス JS-0001-1274

131Leather 石巻市 蛇田新金沼３９９ サービス JS-0001-1275

リ・サクセス 石巻市 蛇田新埣寺１７９－５ サービス JS-0000-9251

寿オ－ト 石巻市 須江字大平１－４０　　 サービス PK-0000-1289

CARO 石巻市 双葉町２－２２ サービス JS-0001-3584

有）大場モーター 石巻市 大瓜棚橋下待井６３－１ サービス JS-0002-9078

（株）フジボディー 石巻市 大街道西１－７－２７ サービス JS-0002-4276
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髪 zaiku 石巻市 大街道西２－２－２５ サービス JS-0001-7902

J － one hair 石巻市 大街道北３－３－４３ サービス JS-0004-5148

阿部勝軽自動車工業株式会社 石巻市 中浦１－２－２７ サービス JS-0001-5852

あべ動物病院 石巻市 中里７－４－１２ サービス JS-0000-7901

ドッグサロン JAM 石巻市 渡波町２－８－１１ サービス JS-0005-0008

Dream．u 石巻市 南中里１－９－１５　プルミエール南中里１０２　 サービス ZN-2000-1203

美容室　おおもり 石巻市 日和が丘１－１２－２５　　 サービス PK-0000-7770

ガレージ・ササキ 石巻市 門脇明神１５－６ サービス JS-0001-7850

．pupuuRosy 石巻市 立町２－７－２０　２Ｆ サービス JS-0001-6978

カラオケ合衆国 石巻店 石巻市 東中里２－９－１１ エンターテインメント JS-0000-7338

炭焼処多幸 多賀城市 桜木１－１－５９　　 飲食店 ZN-0001-3773

焼肉ふるさと 多賀城市 桜木１－１－６ 飲食店 JS-0000-7838

鳥善 多賀城市 桜木３－１－１０ 飲食店 AD-0000-0902

やきとり鶏寛 多賀城店 多賀城市 桜木３－２－４６ 飲食店 JS-0002-9057

明月苑 多賀城市 町前３－２－２６ 飲食店 JS-0000-2524

いさば屋 多賀城市 八幡３－１２－３０ 飲食店 JS-0002-4726

魚介料理銀鱗 多賀城市 八幡４－２－１２ 飲食店 JS-0000-8354

ケムリノアブサン 多賀城市 八幡４－２－２１　ライフピア２－１Ｆ 飲食店 JS-0000-8441

サラダ館下馬店 多賀城市 下馬５－４－２１　　 ショッピング ZN-2000-2062

洋菓子店 ピュイダムール 多賀城市 笠神５－１４－１８ ショッピング JS-0002-7709

石垣精肉店 多賀城市 桜木２－１－３０　　 ショッピング PK-0000-4831

J － LINE 多賀城市 町前１－１－１３ ショッピング JS-0001-0560

ペットショップふしみ多賀城店 多賀城市 町前３－５－５０ ショッピング JS-0002-6601

MAKELAND 多賀城市 町前３－６－２５ ショッピング JS-0003-8283

祐文堂 多賀城市 伝上山１－１６－８ ショッピング JS-0005-8435

洋菓子の店ティファニ－多賀城店 多賀城市 東田中２－４０－１　　 ショッピング PK-0000-5205

ファースト自動車 多賀城市 栄２－１１０ サービス JS-0001-1849

Natural 多賀城店 多賀城市 高橋４－２１－４　 サービス SL-2001-1328

King ＆ Queen 多賀城市 中央２－３－２２　 サービス SL-2000-2030

萬有接骨院 多賀城市 町前３－１－３６ サービス JS-0005-0992

リメイク整骨院 多賀城市 八幡３－１６－３４　パナハウス１０２ サービス JS-0004-0744

ソルト動物病院 多賀城市 八幡４－２－２ サービス JS-0004-4466

AUTO ARISE 多賀城市 八幡六貫田１６６ サービス JS-0002-7515

（株）ガレージグレードワン 多賀城市 浮島沢前３２－１ サービス JS-0001-8926

フェレットピア 多賀城市 大代１－１３－１５ その他 JS-0001-5884

とんちゃん亭 多賀城市 中央２－２－１８　 その他 SL-2000-6845

なにわ屋本舗 大崎市 古川駅前大通２－２－３３ 飲食店 JS-0004-5488

海鮮居酒屋三陸 大崎市 古川駅前大通２－３－６ 飲食店 JS-0004-6031

Albist 大崎市 古川駅前大通４－３－６　鎌田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1091

GARDENCAFEL － je 大崎市 古川駅前大通４－４－１８　佐藤オフィス２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2268

肴菜や。 大崎市 古川駅前大通４－４－２１ 飲食店 JS-0000-3294

すたんど割烹 万す井 大崎市 古川駅前大通４－４－２１ 飲食店 JS-0002-4794

赤から 古川店 大崎市 古川駅東４－１－３４ 飲食店 JS-0002-3518

旬菜ゆるり 大崎市 古川新堀城野２２－３ 飲食店 JS-0003-1270



8 2020/8/18

［宮城県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

とり源 大崎市 古川台町２－１０　　 飲食店 ZN-0001-3889

far － outxxx 大崎市 古川台町３－３３　シラトリビル　　 飲食店 ZN-2000-2384

楽味亭わ大山 大崎市 古川台町３－３３　シラトリビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7892

季節の味つかさ 大崎市 古川台町３－５　　 飲食店 ZN-2000-7325

おもてなし佳～ YOSHI ～ 大崎市 古川台町６－１１　　 飲食店 ZN-0001-3704

古川ホルモンセンターあかしろ 大崎市 古川台町６－１１　ヤマシロビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5120

季節料理ときわ 大崎市 古川台町６ー１３　 飲食店 SL-2000-9498

和膳きたはま 大崎市 古川中里１－１０－８ 飲食店 JS-0000-8520

CAFE　LARK ＋ 大崎市 古川中里１－４－８　　 飲食店 PK-0000-6475

Kalabash 大崎市 古川東町１－２２ 飲食店 JS-0004-5149

（有）旬彩亭 秀 大崎市 古川東町２－１　 飲食店 SL-2000-1821

とことん亭 大崎市 古川東町２－１４ 飲食店 JS-0001-4677

料理工房 風の誘い 大崎市 古川東町２－１８ 飲食店 JS-0002-7994

Drink ＆ Food PERCH 大崎市 古川東町２－２２　２Ｆ 飲食店 JS-0005-1494

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 JS-0001-3916

きわみ家 大崎市 古川東町３－１２　建物番号ＡＢ 飲食店 JS-0003-8987

地酒居酒屋 蔵 大崎市 古川東町５－４７　　 飲食店 ZN-0001-3777

レストランスギヤマ 大崎市 古川北町１－１－２０ 飲食店 JS-0003-1989

石崎屋 大崎市 岩出山二ノ構１５７　 ショッピング SL-2000-1553

勝屋 大崎市 古川駅東２－６－６ ショッピング JS-0003-3269

アメニティハウス TAMANO 大崎市 古川十日町３－１６　 ショッピング SL-2001-0195

BON・BENE 大崎市 古川新堀旭町１ ショッピング JS-0003-5357

WAKES 大崎市 古川沢田新原際４１－２ ショッピング JS-0002-1384

LaPALETTE ラ・パレット古川店 大崎市 古川李埣１－１３－３１　 ショッピング SL-2000-8339

パン工房カシュカシュ 大崎市 古川李埣３－７－１５ ショッピング JS-0005-4865

タイヤサービスイハラ 大崎市 三本木新町１－１７－６７ ショッピング JS-0004-3151

コンタクト・めがねのルック 大崎市 鹿島台木間塚小谷地３８３－５ ショッピング JS-0003-8162

仙北スピードキング 大崎市 古川稲葉２－６－３３ サービス JS-0001-2684

（株）ジャックオート 大崎市 古川稲葉前田６２－１ サービス JS-0004-3598

HAIRDESIGNSOL 大崎市 古川駅東４－１－２０　カ－サアスモ１Ｆ　 サービス PK-0000-3785

HAIR ＆ SPAFUREA 大崎市 古川若葉町１－３－２ サービス JS-0004-5635

まつげエクステ専門店 eyebis 大崎市 古川十日町４－２１　 サービス SL-2000-3359

BEAUTY YUMI．jp 大崎市 古川台町９－１５　リオーネふるかわ サービス JS-0001-4961

agir 大崎市 古川大宮２－１－３４ サービス JS-0003-7448

リンデン動物病院 大崎市 古川中島町９－７３ サービス JS-0001-4140

美容室 S ポワール 大崎市 古川中里３－１１－３ サービス JS-0000-3507

NAKAZATO hair ＆ relaxation 大崎市 古川中里３－３－２１　 サービス SL-2000-1788

イン東京 古川店 大崎市 古川南新町６－２ サービス JS-0005-2046

美容室　Space － G 大崎市 古川福沼１－２３－１２　　 サービス PK-0000-7850

美容室 space － G 大崎市 古川福沼１－２３－１２　　 サービス ZN-0002-2483

ほなみ薬局 大崎市 古川穂波６－３０－４１ サービス JS-0004-1267

COLOURJACQUES 古川 大崎市 古川穂波７－２－１７　ヨークタウン古川南内 サービス JS-0005-6865

マリーフェイス 大崎市 古川穂波７－８－３１ サービス JS-0005-8260

ボディワークスチバ 大崎市 古川楡木梅屋敷２－１２ サービス JS-0002-8017
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タダノ自動車工業株式会社 大崎市 三本木坂本字青山３１－６２ サービス JS-0005-4298

有限会社佐藤自動車整備工場 大崎市 鹿島台木間塚字竹谷８４ サービス JS-0005-5475

お寺 Cafe 夢想庵 登米市 津山町柳津字大柳津６３ 飲食店 JS-0005-9284

旬魚和彩万咲 登米市 迫町佐沼字中江３－５－９ 飲食店 JS-0004-9200

のみくい処和家 登米市 迫町佐沼字中江３－７－８ 飲食店 JS-0004-9208

味楽酒房仁作 登米市 迫町佐沼字中江４－１０－１４ 飲食店 JS-0004-9338

旬味花々 登米市 迫町佐沼字中江４－１４－２ 飲食店 JS-0005-2618

伍六 登米市 迫町佐沼字中江４－１４－７ 飲食店 JS-0004-4577

にくよし 登米市 迫町佐沼字梅ノ木二－２－１７ 飲食店 JS-0005-9043

味・肴うめ田 登米市 迫町佐沼字萩洗２－１－１０　ツインビル１Ｆ－１ 飲食店 JS-0004-9554

イザカヤマルナオ 登米市 迫町佐沼中江４－１４－１　　 飲食店 ZN-0002-5115

うまい登米っこ欒や 1F 登米市 迫町佐沼中江４－１４－５　リンクスアベニュービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3805

うまい登米っこ欒や 2F 登米市 迫町佐沼中江４－１４－５　リンクスアベニュービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3741

わび助 登米市 迫町佐沼中江４－１５－１ 飲食店 JS-0003-2775

若寿司 登米市 迫町佐沼中江５－２－８ 飲食店 JS-0000-7864

鉄兵衛 佐沼店 登米市 迫町佐沼中江５－８－１３ 飲食店 JS-0002-5657

ヴァンダンジュ 登米市 迫町佐沼内町６３－４ 飲食店 JS-0003-2256

花遊膳 登米市 迫町佐沼八幡１－１－７ 飲食店 JS-0003-2774

菜の花村本店 登米市 中田町石森字野元１８８－１　　 ショッピング PK-0000-5942

クラフトショップもくもくハウス 登米市 津山町横山細屋２６－１ ショッピング JS-0002-4598

株式会社阿部食肉 登米市 迫町佐沼字中江５－５－６ ショッピング JS-0005-1342

熊谷燃料住設 2 登米市 迫町佐沼字北散田１２０－１　　 ショッピング PK-0000-3860

熊谷燃料住設 1 登米市 迫町佐沼字北散田１２０－１　　 ショッピング PK-0000-5550

シンエイオートサービス 登米市 迫町佐沼中江５－８－１０ ショッピング JS-0003-3991

リトルステップ佐沼店 登米市 迫町佐沼末広３５－１ ショッピング JS-0004-4858

ヘアーサロンさかきばら 登米市 石越町南郷字矢作　７８－２ サービス SL-2000-6392

菜の花整体院 加賀野店 登米市 中田町石森加賀野３－６－１　みやぎ生協加賀野店内 サービス JS-0001-5460

いのまた自動車 登米市 迫町佐沼字中江５－１１－１１ サービス JS-0005-2468

ヘアサロンドア 登米市 迫町佐沼中江４－６－１　斉藤貸店舗３ サービス JS-0000-9419

株式会社アクティブオート 登米市 迫町佐沼梅ノ木５－３－４ サービス JS-0002-9579

munica 登米市 迫町佐沼萩洗２－６－７ サービス JS-0002-0087

登米善王寺整骨院 登米市 米山町善王寺石神４９－２ サービス JS-0003-7370

佐藤モータース 登米市 米山町中津山清水６２－１ サービス JS-0002-7629

らーめんはうす 味よし 登米市 米山町中津山字西遠田５７ その他 SL-2000-6197

株式会社宍戸石材 登米市 豊里町下屋浦　１－１ その他 SL-2000-2873

満平や 東松島市 赤井鷲塚１１ 飲食店 JS-0004-2005

居酒屋ついで屋 東松島市 矢本字河戸２３－１ 飲食店 JS-0005-0989

料理 菅原 東松島市 矢本字河戸２６１－２ 飲食店 JS-0005-5942

和食道しん 東松島市 矢本寿町１２　大丸プラザ２５－Ｂ 飲食店 JS-0003-3213

ときわ亭矢本店 東松島市 矢本北浦４８５－９ 飲食店 JS-0004-2580

ギフト館矢本店 東松島市 小松字若葉９－１０ ショッピング JS-0005-9201

ウッディゴルフスクエア矢本内サンコーポレ 東松島市 矢本字蜂谷浦９４－Ｂ ショッピング JS-0006-0044

サンコーポレーション東松島店 東松島市 矢本蜂谷浦９４ ショッピング JS-0001-1043

T’EC サービスショップ 東松島市 新東名４－１４－２ サービス JS-0001-2614
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株）TK 自動車 東松島市 赤井鷲塚５８－２ サービス JS-0003-1588

Reto．hair 東松島市 大曲貝田４３－３ サービス JS-0001-8463

ロードサイド（株） 東松島市 大曲堺堀１６－１ サービス JS-0002-0320

フォトスタジオ アドバンス 東松島市 矢本字作田浦１８８－１２　 その他 SL-2000-0153

居酒屋ザモッズ 白石市 沢目８－１２ 飲食店 JS-0000-4609

ゆとりのいやし空間ギャラリー美器 白石市 鷹巣東３－９－３０　　 ショッピング ZN-0001-4025

三浦金物商会 白石市 福岡蔵本西町２－２ ショッピング JS-0001-4078

有限会社三栄電機商会 白石市 本町９７ ショッピング JS-0005-6421

有限会社ファインドオート 白石市 郡山卯当７－１ サービス JS-0003-8682

FUNNY 宮城白石 白石市 大手町１－１２　ヨークタウン内 サービス JS-0005-6864

とら丸 白石市 大手町３－１　 その他 SL-2000-5074

あったか・お箸ダイニング熊谷 富谷市 ひより台２－３５－２ 飲食店 JS-0005-8197

フュメドゥコスモ 富谷市 成田３－８－１ 飲食店 JS-0002-6152

焼肉月宵 富谷市 成田４－１－１３　 飲食店 SL-2000-1554

澄家 富谷市 富ケ丘２－１７－５　 飲食店 SL-2000-8721

プリンスメガネ 富谷市 ひより台２－４－１８ ショッピング JS-0002-7559

T － LABO 富谷市 大清水２－２２－１　 ショッピング SL-2000-3203

ケ－キと焼き菓子の店白いオルゴ－ 富谷市 日吉台２－３４－８　　 ショッピング PK-0000-4316

エヌエス仙台 富谷市 富谷一枚沖６０－１ ショッピング JS-0001-4749

富谷自販 七ツ森店 富谷市 三ノ関東沖上３５－１ サービス JS-0002-2339

カ－プラザワ－ルド　オ－トヒルズ店 富谷市 大清水２－１－１　　 サービス PK-0000-7590

とみや調剤薬局 富谷市 富谷仏所９５－１ サービス JS-0004-6515

びすとろ cafe　つがる 名取市 杉ヶ袋字前沖５４　　 飲食店 PK-0000-6872

ゆるりと菜村さ来 名取店 名取市 増田２－４－４６－１ 飲食店 JS-0003-6731

estacion bar NATORI 名取市 増田３－３－７ 飲食店 JS-0002-9178

花桃 名取市 杜せきのした２－４－２ 飲食店 JS-0001-9769

kitchen 比呂 名取市 美田園２－２－７　 飲食店 SL-2000-4541

アイル薬局名取店 名取市 みどり台２－４－５　　 ショッピング PK-0000-5303

タイヤショップ COOLS 名取市 高舘熊野堂余方中東３２ ショッピング JS-0002-3865

二木ゴルフ 仙台名取店 名取市 上余田字千刈田８３８－１　 ショッピング AX-2000-0038

BOSCO 名取市 上余田千刈田１１４ ショッピング JS-0001-0231

ピザテンフォ－　宮城名取店　1 名取市 増田２－２－１０　　 ショッピング PK-0000-8483

花屋 atelierefhole 名取市 増田３－３－１０　　 ショッピング PK-0000-2271

atelier M 名取市 増田４－１－１３　３ｊｅｗｅｌ－Ｂ ショッピング JS-0001-4571

オートショップ S．T．A 名取市 増田５－１６－５１ ショッピング JS-0002-0100

有）菊地自動車 名取市 増田５－１６－５１ ショッピング JS-0002-7510

MONO ＋ 名取市 田高原３８０ ショッピング JS-0001-1754

EMC 名取市 下余田中荷６９３－２ サービス JS-0002-2734

美容室ハール・ピ・アート 名取市 手倉田字八幡５５－１　 サービス SL-2000-5156

ガレージワン 名取市 小塚原汐押４８ サービス JS-0004-4663

有）デンソーサービス佐藤 名取市 増田３－８－４７ サービス JS-0002-9798

（有）ランゼル 名取市 増田５－２－４ サービス JS-0002-2228

HAIR ACE 名取市 大手町３－６０５－５ サービス JS-0005-7283

ノア動物病院名取クリニック 名取市 田高原５９１ サービス JS-0001-0013
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（有）クワシマアニマルメディカルセンター 名取市 飯野坂１－７－４８ サービス JS-0000-9764

南自動車 名取市 本郷大門１４－１ サービス JS-0003-8043

ロックフット名取スタジオ 名取市 増田９－５－２１　マルハン名取店別棟 その他 JS-0000-6765

STUDIO BRIGHT 名取市 杜せきのした５－２０－３ その他 JS-0002-3596

トラットリア・デル・ソーレ 亘理郡 亘理町五日町３４－１ 飲食店 JS-0001-3767

（株）Mogee 亘理郡 亘理町逢隈中泉南荒田２１ ショッピング JS-0003-8197

サーフトリトン 亘理郡 亘理町長瀞南原３２－６ ショッピング JS-0002-5360

有限会社山本自動車 亘理郡 亘理町逢隈下郡明神２２４ サービス JS-0002-3921

モーム本店 亘理郡 亘理町逢隈中泉一里原１７－１ サービス JS-0004-1155

美容室アリガ亘理店 亘理郡 亘理町新井町８５ サービス JS-0005-0385

モーム亘理店 亘理郡 亘理町中町東１９５－４ サービス JS-0004-1159

株式会社クロサキ自動車 亘理郡 亘理町長瀞中橋３０－１ サービス JS-0004-1678


