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withDOG 仙台市青葉区 旭ヶ丘２－４－１４ 飲食店 SL-2000-6109

まとい 仙台市青葉区 旭ヶ丘３－１７－１８ 飲食店 JS-0001-6865

DININGBAR chatnoir 仙台市青葉区 一番町１－１１－２２　ブランドール一番町２Ｆ 飲食店 JS-0001-6632

柳町銀乃 仙台市青葉区 一番町１－１１－３５ 飲食店 JS-0005-9281

喫茶エルベ 仙台市青葉区 一番町１－１－３０　南町通有楽館ビル地下３号 飲食店 SL-2000-9104

珈琲飲み処いりたてや 仙台市青葉区 一番町１－１４－３０　バイブス一番町１０１ 飲食店 SL-2000-9881

天繁イーストワン店 仙台市青葉区 一番町１－１－５　ドミトリー仙台一番町１Ｆ 飲食店 JS-0000-2086

La fleur de cerisier 仙台市青葉区 一番町１－１５－２０　薗田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2468

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 ZN-0001-3723

中華料理　楽道 仙台市青葉区 一番町１－１－８　青葉パ－クビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6645

りんたろう 仙台市青葉区 一番町１－８－２０ 飲食店 JS-0000-8172

レストランアポロン 仙台市青葉区 一番町２－１１－１２　プレジデント一番町１０５ 飲食店 JS-0001-1550

山海里清ぼう 仙台市青葉区 一番町２－２－８　ＩＫＩビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5942

セガフレ－ド・ザネッティ・エスプレ 仙台市青葉区 一番町２－３－１０　　 飲食店 PK-0000-2220

葡萄酒小屋 Chinoise 仙台市青葉区 一番町２－３－２８　壱弐参横丁内７戸間　 飲食店 ZN-0001-3934

Cafe EUR 仙台市青葉区 一番町２－３－３０ 飲食店 JS-0001-4225

呑み喰い工房きちや 仙台市青葉区 一番町２－３－３０　いろは横丁 飲食店 JS-0005-8896

びすとろジョバン 仙台市青葉区 一番町２－３－３０　いろは横丁内６８　 飲食店 ZN-0001-4038

enji 仙台市青葉区 一番町２－３－３７ 飲食店 JS-0000-7053

一平寿司 仙台市青葉区 一番町２－３－３７ 飲食店 JS-0002-4361

エクラ 仙台市青葉区 一番町２－３－３８　ＹＳ文横ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4631

stepper1985 仙台市青葉区 一番町２－３－３８　ＹＳ文横ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4229

とりっこ文店 仙台市青葉区 一番町２－３－４１ 飲食店 JS-0000-1661

小判寿司 仙台市青葉区 一番町２－３－４１ 飲食店 JS-0001-2978

炭火焼肉三林精肉店 仙台市青葉区 一番町２－３－４１ 飲食店 JS-0003-0437

チョガチップ 仙台市青葉区 一番町２－３－９ 飲食店 JS-0000-9035

味工房 仙台市青葉区 一番町２－４－１０　　 飲食店 ZN-0002-9761

寿司本 仙台市青葉区 一番町２－４－１８ 飲食店 JS-0002-5590

四季の居酒屋松風 仙台市青葉区 一番町２－４－８　　 飲食店 ZN-0001-3930

わのしょく二階 仙台市青葉区 一番町２－５－１５　一番町ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7939

牛たん炭焼高也 仙台市青葉区 一番町２－５－３１　２Ｆ 飲食店 JS-0004-5132

チョロン 仙台市青葉区 一番町２－５－５　一番町中央ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4018

ADO 仙台市青葉区 一番町２－６－１６　シントウビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5807

居酒屋樽 仙台市青葉区 一番町２－６－１７　内ヶ崎ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-7718

酒と洋食いち福 仙台市青葉区 一番町２－７－３　サンモールシティビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4417

焼きとん大国サンモール一番町店 仙台市青葉区 一番町２－７－５　飯田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4493

人結 仙台市青葉区 一番町２－７－９　第７丸昌興業ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3521

じゅうじゅうぶらんどーむ店 仙台市青葉区 一番町３－１０－２２　文化堂ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-8715

リストランテイル・ミラマーレ 仙台市青葉区 一番町３－１－１６　パームシティー１３１ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-8203

焼肉食べ放題じゅうじゅうマーブルロード店 仙台市青葉区 一番町３－１－１７　レゼル百反ビル５Ｆ 飲食店 JS-0002-5969
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キムカツ仙台店 仙台市青葉区 一番町３－３－１　Ｋｕｒａｘ５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3935

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 JS-0001-7213

レストラン＆ダイニングバー does 仙台市青葉区 一番町３－５－１５　２Ｆ 飲食店 JS-0000-1683

一番町 開国屋 仙台市青葉区 一番町３－５－２７　梅屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-1034

peer 仙台市青葉区 一番町３－５－２７　梅屋ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-1787

NewAiry 仙台市青葉区 一番町３－７－１　電力ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4897

なかぐろ 仙台市青葉区 一番町３－８－１　ラ・ベルヴィビル２０４ 飲食店 JS-0001-5757

縁 YENISHI 仙台市青葉区 一番町３－８－１　ラベルヴィビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3669

和洋創作ダイニング鈴 Rin ～ 仙台市青葉区 一番町３－８－１４　鈴喜ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1502

天松中央店 仙台市青葉区 一番町３－８－１４　鈴喜ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2225

あきふじ 仙台市青葉区 一番町３－８－１９　今徳ビル　 飲食店 ZN-0001-3467

ハムステッドティールーム 仙台市青葉区 一番町３－８－２４　シャルムビル３F 飲食店 SL-2000-1797

仙臺かぶき家一番町店 仙台市青葉区 一番町３－９－１３　　 飲食店 ZN-2000-6465

大衆酒場ナミヘイ仙台店 仙台市青葉区 一番町３－９－４ 飲食店 JS-0003-5758

串揚酒場油食来 1 仙台市青葉区 一番町４－１０－１１　ＦＲＫビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1944

仙臺大衆居酒屋イノシカチョウ 仙台市青葉区 一番町４－１０－２　彩華第二ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6055

ヤオヨロズ 仙台市青葉区 一番町４－１－１５　　 飲食店 ZN-2000-1937

BarRobRoy 仙台市青葉区 一番町４－１－２２　ＦＵＪＩビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-3611

すし半澤 仙台市青葉区 一番町４－１－２２　フジビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3641

玄品 仙台一番町 仙台市青葉区 一番町４－２－１０　東映プラザ３Ｆ 飲食店 SL-2000-6867

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 JS-0004-5762

大同苑一番町店 仙台市青葉区 一番町４－２－２０　 飲食店 SL-2000-6034

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 JS-0000-9094

稲庭茶屋 藤次郎 仙台市青葉区 一番町４－３－１８　掘田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3947

大胡椒 仙台市青葉区 一番町４－３－１８　堀田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3445

京いろおりふし 仙台市青葉区 一番町４－３－２２　一番町センタービル B １Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2766

欧風おかず酒場 ichinoi 仙台市青葉区 一番町４－３－３　Ｋｉビル１F 飲食店 SL-2000-8281

薫りと和酒 紬 仙台市青葉区 一番町４－３－３　Ｋｉビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8205

炉ばたのれん 仙台市青葉区 一番町４－３－５　都ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4049

水無月 仙台市青葉区 一番町４－３－９　第３藤原屋ビル地下 飲食店 JS-0003-8781

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 JS-0000-7237

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 ZN-0001-3564

旬菜さと 仙台市青葉区 一番町４－４－１１　川政ビル　 飲食店 ZN-0001-4066

ダイニングバーカーヴ 仙台市青葉区 一番町４－４－１２　鳳山ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0229

わび彩 仙台市青葉区 一番町４－４－２　Ｂ１F 飲食店 JS-0002-7928

barray 仙台市青葉区 一番町４－４－２２　ニューハガビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3958

酒房せんこま 仙台市青葉区 一番町４－４－２７ 飲食店 JS-0000-2965

じゃんかい 一番町店 仙台市青葉区 一番町４－４－３３　トレンドビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-3973

壱〇弍 仙台市青葉区 一番町４－４－４　三桝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3916

おばんざい　しづ川 仙台市青葉区 一番町４－４－８　仙台協立第５ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6669

バーポラリス 仙台市青葉区 一番町４－４－８　第５協立ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4095

Foresta Di Gufi 仙台市青葉区 一番町４－５－４０　おの万ビル２F 飲食店 JS-0004-6405

じゃんかい屯 仙台市青葉区 一番町４－５－４０　おの万一番町ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-1051

新料理都留野 仙台市青葉区 一番町４－５－４０　おの万一番町ビル B １Ｆ 飲食店 JS-0001-1217
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火鳥 HINOTORI 仙台市青葉区 一番町４－６－１５　金丸ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3822

MICORE 仙台市青葉区 一番町４－６－１５　金丸ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1830

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 ZN-0001-3677

ブレアハウス 仙台市青葉区 一番町４－７－１７　小田急ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7119

つばめの巣 仙台市青葉区 一番町４－７－６ 飲食店 JS-0002-6879

呑みどころほかぞの 仙台市青葉区 一番町４－７－６ 飲食店 JS-0004-0394

六三四 仙台市青葉区 一番町４－７－７ 飲食店 JS-0004-4241

ちょうつがひ 仙台市青葉区 一番町４－７－７　１Ｆ 飲食店 JS-0005-2641

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 JS-0002-4945

ときわ亭愛子駅前店 仙台市青葉区 下愛子字町２４－１０ 飲食店 JS-0004-2582

やきとり大吉愛子店 仙台市青葉区 下愛子字二本松１０－１－２　 飲食店 PK-0000-1228

鳥ごや月光 仙台市青葉区 花京院２－１－５４　ダイワ旭ビル１０２ 飲食店 JS-0003-3662

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 SL-2000-2202

伊達酒場 強太朗 仙台市青葉区 花京院２－２－６８　高橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7018

パグパグ花京院 仙台市青葉区 花京院２－２－７０　　 飲食店 ZN-0001-3687

博多ちかっぱ食堂 どげん 仙台市青葉区 吉成１－２４－１０　ベターアール吉成 飲食店 SL-2001-0376

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 ZN-2000-7375

野菜屋カフェ・ヴェルデ 仙台市青葉区 錦ヶ丘１－３－１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6979

洋食 NOBU 仙台市青葉区 錦町１－１０－１０　メゾン仙台１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5842

フレンチ居酒屋『ranpu』錦町店 仙台市青葉区 錦町１－２－１０－２０５　 飲食店 SL-2000-1404

ステーキハウス仙 仙台市青葉区 錦町１－４－９ 飲食店 JS-0005-6418

味処豆や 仙台市青葉区 栗生４－１８－３　　 飲食店 PK-0000-2946

セガフレ－ド・ザネッティ・エスプレ 仙台市青葉区 五橋１－１－１７　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-1454

フードテラス 樹の下で 仙台市青葉区 五橋１－５－３　アーバンネット五橋Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1287

居酒メシゴリラ食堂五橋 仙台市青葉区 五橋１－６－８　遠藤ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2293

バッカス 仙台市青葉区 国見ヶ丘１－３３－６ 飲食店 JS-0003-7709

halte 仙台市青葉区 国分町１－３－１２　スキャンダルキッズ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3956

ときわ亭晩翠通り店 仙台市青葉区 国分町１－３－１３ 飲食店 JS-0001-2913

風のごとく 仙台市青葉区 国分町１－４－２１　駒の湯アパート　 飲食店 ZN-0002-2679

居酒屋 ばがぼんど 仙台市青葉区 国分町１－６－１　ルナパーク一番町２Ｆ 飲食店 JS-0003-1927

AssietteDesertetonne 仙台市青葉区 国分町１－６－１　ルナパーク一番町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 JS-0004-1576

Timone 仙台市青葉区 国分町１－６－１　ルナパーク一番町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0668

朧・Impact 仙台市青葉区 国分町１－６－１５　オクダビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3495

蓑むらかた 仙台市青葉区 国分町１－７－８ 飲食店 JS-0000-8955

トルコ料理 Pasa 仙台市青葉区 国分町２－１０－１１　第３吉岡屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9399

リハーサル 仙台市青葉区 国分町２－１０－１１　第３吉岡屋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5264

シェゴメ 仙台市青葉区 国分町２－１０－１１　第三吉岡屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0716

Bee2nd 仙台市青葉区 国分町２－１０－１５　ピースビル国分町１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2314

Remi － est 仙台市青葉区 国分町２－１０－１６　シャルマンビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-7774

赤から仙台国分町店 仙台市青葉区 国分町２－１０－１８ 飲食店 JS-0003-5033

シーシャサルート 仙台市青葉区 国分町２－１０－２　芳珍ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-1796

Middle Mix 仙台市青葉区 国分町２－１０－２　芳珍ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-7556

COCORO 仙台市青葉区 国分町２－１０－２０　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3683

Soara 仙台市青葉区 国分町２－１０－２１　邦栄ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-0601
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福わうち 仙台市青葉区 国分町２－１０－２１　邦栄ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-7553

ヤキニクレストラン新羅 仙台市青葉区 国分町２－１０－２３　丸伊プラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3666

Resplendir 仙台市青葉区 国分町２－１０－２３　丸伊プラザ５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3761

仙台五臓六腑 仙台市青葉区 国分町２－１０－３　　 飲食店 ZN-0001-3441

北の地料理じょじょや 仙台市青葉区 国分町２－１０－３０　　 飲食店 ZN-0001-3629

b．b 仙台市青葉区 国分町２－１０－３５　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3781

焼きとん大国三笠ビル店 仙台市青葉区 国分町２－１０－３５　三笠ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2798

ダイニングたけのは 仙台市青葉区 国分町２－１０－６　虎横満州ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4141

NepaleseBARHAWA 仙台市青葉区 国分町２－１０－７　大内金英堂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9271

Regina 仙台市青葉区 国分町２－１－１　１９フジビル１０３　 飲食店 ZN-0001-3606

名古屋酒場わっしょい 仙台市青葉区 国分町２－１－１　１９フジビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-5762

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 JS-0001-7255

ALWAVE 仙台市青葉区 国分町２－１－１　１９フジビル８Ｆ 飲食店 ZN-2000-5912

CADIZ 仙台市青葉区 国分町２－１－１０　阿部フォートビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3075

FoodBarFamilia 仙台市青葉区 国分町２－１－１１　　 飲食店 ZN-2000-3078

da’vinci 仙台市青葉区 国分町２－１－１１　ソシアルビル２０１　 飲食店 ZN-2000-7054

いま井 仙台市青葉区 国分町２－１１－１１　　 飲食店 ZN-2000-7031

阿古 仙台市青葉区 国分町２－１１－１１　千松島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7388

禅楽 仙台市青葉区 国分町２－１１－１１　千松島ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-9282

仙台肉寿司 仙台市青葉区 国分町２－１－１２　　 飲食店 ZN-0001-3794

アナログガーデン 仙台市青葉区 国分町２－１－１２　瀬戸勝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3573

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 ZN-0001-3439

ダイニング冗談酒場 HIDE 仙台市青葉区 国分町２－１－１５　猪股ビル６Ｆ 飲食店 JS-0005-0824

大魔王 Jr． 仙台市青葉区 国分町２－１－１７　津乃田ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3684

天雅 仙台市青葉区 国分町２－１１－８　ＭＳＣビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3835

美食空間きょういち 仙台市青葉区 国分町２－１１－８　ＭＳＣビルディング２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1533

オリジナルダイニングオアオア 仙台市青葉区 国分町２－１－２０　うめはらビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-8163

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 JS-0003-2307

やの字 仙台市青葉区 国分町２－１２－１　ニュー国分町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3637

てなんご 仙台市青葉区 国分町２－１２－１２　千代田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0193

Bar JIN 仙台市青葉区 国分町２－１２－１６　ＭＡＲＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2698

Bar JIN 仙台市青葉区 国分町２－１２－１６　ＭＡＲＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9117

松平 仙台市青葉区 国分町２－１２－１６　マークビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3783

たべ処奥の細道 仙台市青葉区 国分町２－１２－１６　マークビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4036

料理人えとう 仙台市青葉区 国分町２－１２－１８　ＦＬ７ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3559

呑食とみや 仙台市青葉区 国分町２－１２－１９　仙台協立第３国分町ビル１　６ 飲食店 JS-0004-7405

soil 仙台市青葉区 国分町２－１２－１９　第３協立ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2402

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 JS-0001-2993

めったら家 仙台市青葉区 国分町２－１２－１９　第三協立ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5869

Kuu 仙台市青葉区 国分町２－１２－１９　第三協立ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1600

とら兎 仙台市青葉区 国分町２－１２－２　グランドールハマユービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6225

仙台 ume． 仙台市青葉区 国分町２－１２－２３　小川原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4071

a ＋ white 仙台市青葉区 国分町２－１２－２３　小川原ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2471

BAR 楽屋 仙台市青葉区 国分町２－１２－２５　分町ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0792
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福や三ツ星 仙台市青葉区 国分町２－１２－２５　分町ビル６Ｆ 飲食店 JS-0003-9965

アルタイル 仙台市青葉区 国分町２－１２－３０　ニューちどりやビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-4285

かまど料理銀兵衛 仙台市青葉区 国分町２－１２－３０　ニュー千鳥屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6926

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 JS-0001-3029

中国料理楼蘭 仙台市青葉区 国分町２－１－２４　パルク２２ビル　 飲食店 ZN-0001-3933

発酵のさと わびいち 仙台市青葉区 国分町２－１２－５　凱旋門ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3514

萬み 高橋 仙台市青葉区 国分町２－１２－５　凱旋門ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7736

Delight 仙台市青葉区 国分町２－１２－５　凱旋門ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3941

BERKS 仙台市青葉区 国分町２－１２－５　凱旋門ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2876

焼きとん大国稲荷小路店 仙台市青葉区 国分町２－１－２８　鈴木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2810

杜都 仙台市青葉区 国分町２－１３－１１　ベルサイユビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0082

宵宮 がほんず 仙台市青葉区 国分町２－１３－２６　ＭＲＳ国分町ビル１０２ 飲食店 JS-0002-5443

ビストロアオキ 仙台市青葉区 国分町２－１３－２８　ニュー若竹ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0376

らんでぶー 仙台市青葉区 国分町２－１４－１　　 飲食店 ZN-2000-1594

まごころ料理茶々 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 JS-0001-1071

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 JS-0002-6370

蒸しとお出汁 ふく籠 仙台市青葉区 国分町２－１４－１　ライオンビル太陽館３Ｆ 飲食店 JS-0001-4058

アットイーズ 仙台市青葉区 国分町２－１４－１　ライオンビル太陽館５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5935

caramel 仙台市青葉区 国分町２－１４－１　ライオンビル太陽館８Ｆ 飲食店 JS-0001-9386

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Ｂ１Ｆ 飲食店 SL-2000-9196

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Ｂ１Ｆ 飲食店 SL-2000-9709

開陽亭 仙台市青葉区 国分町２－１４－２５　ホテル国分町２Ｆ 飲食店 JS-0000-1111

酒肴さとう 仙台市青葉区 国分町２－１４－２５　山国ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2403

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 ZN-0001-3507

食堂居酒屋天地笑店 仙台市青葉区 国分町２－１４－５　８８国分町ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6594

炭火焼海幸 仙台市青葉区 国分町２－１４－８ 飲食店 JS-0003-1589

焼肉真和 仙台市青葉区 国分町２－１４－８　雨宮ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1133

ブラウントースト 仙台市青葉区 国分町２－１４－８　松月ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1984

中国美点菜 彩華 仙台市青葉区 国分町２－１５－１ 飲食店 JS-0001-0599

すすきの 仙台市青葉区 国分町２－１５－１６　ＮＥビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-7472

地酒地料理太左ェ門 仙台市青葉区 国分町２－１５－２　グランパレビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3488

旬彩さち 仙台市青葉区 国分町２－１５－２　グランパレビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6772

家庭割烹ささ膳 仙台市青葉区 国分町２－１５－２　グランパレビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3812

shalala 仙台市青葉区 国分町２－１５－２　グランパレビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-2263

小料理矢車 仙台市青葉区 国分町２－１５－２０　　 飲食店 ZN-0002-4231

与五郎寿司本店 仙台市青葉区 国分町２－１５－２０　１Ｆ 飲食店 JS-0000-8731

まんま処きふく 仙台市青葉区 国分町２－１５－２１　第２吉岡屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0282

ヴィーノ 仙台市青葉区 国分町２－１－８　カーパークビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1218

仙台 ゆう治 仙台市青葉区 国分町２－２－１１　オパール仙台ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9731

くいもんや 伝 仙台市青葉区 国分町２－２－２　ホテルリッチフィールドＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3267

おめん 仙台市青葉区 国分町２－２－２　東芝ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-7765

月の暦 仙台市青葉区 国分町２－２－２　東芝仙台ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2541

てんぷら先斗町 仙台市青葉区 国分町２－２－２　東芝仙台ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-1860

昔からのかに屋かに八 仙台市青葉区 国分町２－２－２　東芝仙台ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6663
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牛たん炭火焼仁 仙台市青葉区 国分町２－２－２２　ＥＸプラザビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9171

The・Fool 仙台市青葉区 国分町２－２－２３　レモンシャトー３Ｆ 飲食店 JS-0002-7271

アンバランス 仙台市青葉区 国分町２－２－２３　レモンシャトー５Ｆ 飲食店 JS-0001-8370

傳 仙台市青葉区 国分町２－４－２１　　 飲食店 ZN-0001-3965

居酒屋こいこい 仙台市青葉区 国分町２－５－１　ゴロク参番館２Ｆ 飲食店 JS-0004-4417

寿司処 しゃりきゅう 仙台市青葉区 国分町２－５－１０　センカンプラザビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-3028

Nanan 仙台市青葉区 国分町２－５－１０　石井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3442

SevenFelice 仙台市青葉区 国分町２－５－１３　遠藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3506

A － Boo 仙台市青葉区 国分町２－５－１４　上海ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1163

三代目 仙台市青葉区 国分町２－５－１６　ミヤビプリモ国分町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3635

BUTA － KAN korean ＆ chinese 仙台市青葉区 国分町２－５－１７　車屋ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-5671

大魔王 HOUSE 仙台市青葉区 国分町２－５－１８　コロニアルハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3599

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 JS-0000-8956

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 JS-0002-7870

Bar 久里 仙台市青葉区 国分町２－５－７　ＹＳ５１ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0527

おうち酒場 BoNono 仙台市青葉区 国分町２－５－７　ＹＳ５１ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3792

火鳥 L’oiseau de feu 仙台市青葉区 国分町２－６－１　竹丸ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3570

みつ家 仙台市青葉区 国分町２－６－１０　ベニアビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7784

ナインハーフ・テラス 仙台市青葉区 国分町２－６－１１　国分町ビルサウス４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4076

焼蛤神楽 仙台市青葉区 国分町２－６－２１　国分町ビルＳ３Ｆ 飲食店 JS-0002-6177

DEAR MOON 仙台市青葉区 国分町２－６－２１　国分町ビルＳ３Ｆ 飲食店 JS-0003-7630

BAR ＆ Dining 9 1 ／ 2 ＋ Terrace 仙台市青葉区 国分町２－６－２１　国分町ビルＳ４Ｆ　 飲食店 SL-2000-6331

ゆめや 仙台市青葉区 国分町２－６－３　相沢ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2438

萌乃 仙台市青葉区 国分町２－６－５　菅井ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-4105

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 JS-0000-8734

ラガッツォ 仙台市青葉区 国分町２－７－１　ＯＨ３番館５Ｆ 飲食店 JS-0001-0384

宮崎地鶏 うずお家 仙台市青葉区 国分町２－７－１０　 飲食店 SL-2000-7424

火鳥 仙台市青葉区 国分町２－７－１３　ピースビル　 飲食店 ZN-0001-3556

カレ－うどん渡邊 仙台市青葉区 国分町２－７－２　ＴＯＮＥＹＡビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0167

キザブロ 仙台市青葉区 国分町２－７－５　ＫＹパークビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4030

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 ZN-0001-3496

湘南茅ヶ崎道国分町店 仙台市青葉区 国分町２－７－５　ＫＹパークビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1578

日本酒処参壱丸撰 仙台市青葉区 国分町２－７－７　あんでるせんビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2892

和酒　ささ屋 仙台市青葉区 国分町２－７－７　あんでるせんビル６０１ 飲食店 SL-2000-5687

ダイニング泰 仙台市青葉区 国分町２－８－１１　パインガーデンビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-4998

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 ZN-0001-3543

ジャパニーズギャルソンウタゲ 仙台市青葉区 国分町２－８－１２　国分町Ｋビル３０１　 飲食店 ZN-0001-3703

カクテルバーごとう 仙台市青葉区 国分町２－８－１２　国分町ｋビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-8717

クロスビー 仙台市青葉区 国分町２－８－１２　国分町Ｋビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3644

お料理ほし 仙台市青葉区 国分町２－８－２　八百重ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3676

北のしゃぶしゃぶ 仙台市青葉区 国分町２－８－２　八百重ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3807

焼肉ホルモン七福とんとん亭 仙台市青葉区 国分町２－８－２９ 飲食店 JS-0004-3341

ido 仙台市青葉区 国分町２－８－３　ライオンビル仙台館９Ｆ 飲食店 ZN-2000-1051

小料理京町 仙台市青葉区 国分町２－８－３０ 飲食店 JS-0000-7390
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中国料理 杭州園 仙台市青葉区 国分町２－９－１０ 飲食店 JS-0002-6878

活魚料理乃いそ藤 仙台市青葉区 国分町２－９－１０　南條ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4010

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 ZN-2000-1760

奈る駒 仙台市青葉区 国分町２－９－１８　セブンビル　 飲食店 ZN-0001-3664

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 JS-0001-3384

伊達前酒場赤猿 仙台市青葉区 国分町２－９－２０　佐藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1899

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 JS-0000-7287

居酒屋ぼったくり 仙台市青葉区 国分町２－９－３６　成瀬カントリービル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0419

しゅらぶ deux 仙台市青葉区 国分町２－９－３７　レインボーステーション７Ｆ 飲食店 SL-2001-0082

ERMITAGE 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５Ｆ 飲食店 ZN-2000-0518

旬魚旬菜 仁 国分町店 仙台市青葉区 国分町２－９－５　１番街ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7392

ホワイトヒース 仙台市青葉区 国分町２－９－６　ナイタービル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1361

もみじ 仙台市青葉区 国分町３－１０－３４　　 飲食店 ZN-0001-3542

すし処岩井 仙台市青葉区 国分町３－１０－３５ 飲食店 JS-0000-4931

表小路 仙台市青葉区 国分町３－１－１８　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2427

仙人屋 仙台市青葉区 国分町３－１－３　残間・米屋ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3875

うみぼうず 仙台市青葉区 国分町３－１－４　ムサシヤビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7987

魚信 仙台市青葉区 国分町３－２－１０　麻井１０５ 飲食店 JS-0004-3533

（有）うな貴 仙台市青葉区 国分町３－２－１８ 飲食店 JS-0000-2156

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 JS-0002-6389

加賀の屋 仙台市青葉区 国分町３－２－５　ゼロキュービル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2722

四季食菜 安田 仙台市青葉区 国分町３－３－１　定禅寺ヒルズビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3716

みょうがや 仙台市青葉区 国分町３－３－２８　　 飲食店 ZN-0002-6984

料理人えとう 仙台市青葉区 国分町３－３－２９　ルナ国分町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6649

定禅寺なかむら 仙台市青葉区 国分町３－３－２９　ルナ国分町ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3949

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 JS-0003-8396

はなぶー 仙台市青葉区 国分町３－４－１５－１０３ 飲食店 JS-0005-2571

ダ・ジェンナーロ 仙台市青葉区 国分町３－４－２６　ケイビビル　 飲食店 ZN-0001-3636

居酒屋ちょーちょ 仙台市青葉区 国分町３－４－２７　テラスハウス定禅寺１Ｆ 飲食店 JS-0003-6243

天ぷら 飛鳥 仙台市青葉区 国分町３－５－１８ 飲食店 JS-0002-5752

BAR ＆ EVENTHOLETik 仙台市青葉区 国分町３－５－２４　ヨコヤマビル３Ｆ　 飲食店 PK-0000-5869

小尾羊 仙台店 仙台市青葉区 国分町３－５－７　ＭＫビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5725

酒蔵 強三 仙台市青葉区 国分町３－６－１７　熊谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7762

明神丸 仙台市青葉区 国分町３－６－１７　熊谷ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3902

飲み喰いやみさき 仙台市青葉区 国分町３－６－１８　　 飲食店 ZN-0001-3992

裏町 BISTRO SALVADOL 仙台市青葉区 国分町３－８－１２ 飲食店 JS-0002-4605

あじはますし 仙台市青葉区 国分町３－８－１８　　 飲食店 ZN-0001-4163

菜遊季 仙台市青葉区 国分町３－８－３　新産業ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6441

nariyuki 仙台市青葉区 国分町３－８－９　大西ビル２０２ 飲食店 JS-0002-6181

Lumiere 仙台市青葉区 国分町３－９－１ 飲食店 JS-0005-9229

飛梅 本店 仙台市青葉区 国分町３－９－９　コーポキクセン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3911

満月 仙台市青葉区 作並字元木１７－１　　 飲食店 PK-0000-4916

すし居酒屋しぶ谷 仙台市青葉区 三条町１３－１５ 飲食店 JS-0004-0304

日本料理おかざき 仙台市青葉区 春日町１０－２８ 飲食店 JS-0001-1927
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ブラッスリー Tatsuyaa 仙台市青葉区 春日町７－１９　ベルトラックス春日町１Ｆ 飲食店 JS-0001-4682

炭火焼鳥わこん 仙台市青葉区 春日町７－１９　ベルトラックス春日町ビル１０１ 飲食店 SL-2000-7673

和食バル楽美酒 仙台市青葉区 小田原６－３－１　６３１ビル１０３　 飲食店 ZN-0001-3886

ナージュリヴレ カミヤマ 仙台市青葉区 昭和町２－２３　ノーヴスアーバンビル２０１ 飲食店 SL-2000-0117

串焼きバル酉幻 仙台市青葉区 昭和町２－３０　ＳＴＵＤＩＯ北仙台２Ｆ 飲食店 JS-0004-5863

すし処澤家 仙台市青葉区 昭和町４－９　１Ｆ 飲食店 JS-0000-9010

明月苑 上杉店 仙台市青葉区 上杉１－４－２５ 飲食店 JS-0002-9994

ちょーちょむすび 仙台市青葉区 上杉１－７－３２　ＫＴビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6323

旬楽処笑 仙台市青葉区 上杉１－７－３４　スズキビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7754

がじゅまる 仙台市青葉区 上杉１－８－３７　アサヒマンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-2199

居酒屋タオ 仙台市青葉区 上杉２－４－１－１０６　ドミール上杉　 飲食店 ZN-2000-3432

ホルモン焼肉　がっ！！ちゃん　上杉 仙台市青葉区 上杉３－１－１０－１０３　 飲食店 PK-0000-6607

寿司民 仙台市青葉区 上杉４－４－２８　　 飲食店 ZN-0001-3720

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 JS-0000-7568

ミュージックエンドレス 仙台市青葉区 川平１－１９－２ 飲食店 JS-0004-5552

winecafe ilsoffritto 仙台市青葉区 台原１－１０－３　横澤アパートＡ 飲食店 JS-0003-0867

ときわ亭 台原店 仙台市青葉区 台原４－１－１０　ときわビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1982

かつどんのかつどん家 仙台市青葉区 大手町６－８　 飲食店 SL-2001-0462

食・酒・笑 にこらす 仙台市青葉区 大手町７－２０　コーポ河畔１ 飲食店 JS-0001-8330

trattoriaS 仙台市青葉区 大町１－１－８　第３青葉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3619

大學 仙台市青葉区 大町１－３－１１　福原ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0689

耕食美乃莉 仙台市青葉区 大町１－３－１１　福原ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-8030

仏蘭西亭　石幡 仙台市青葉区 大町２－１１－１　山川ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6299

和の極 DE 一福 仙台市青葉区 大町２－１３－２３ 飲食店 JS-0002-2713

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 JS-0003-2616

和醸良酒○たけ 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 ZN-2000-0829

Locale 仙台市青葉区 大町２－４－１　グランドソレイユ大町２Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0004-2810

白雪 仙台市青葉区 大町２－６－１７　ＨＡＬＢＬＤ４－１Ｆ 飲食店 JS-0000-8926

ラ・サルテン 仙台市青葉区 大町２－６－３　錦戸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5820

シェ・アルモニ 仙台市青葉区 大町２－７－１１　長盛堂ビル１Ｆ１０２　 飲食店 ZN-0001-4155

バルアレグロ 仙台市青葉区 中央１－１０－２５　ＥＤＥＮＪ区画　 飲食店 ZN-0001-3897

大魔王 EDEN 仙台市青葉区 中央１－１０－２５　ＥＤＥＮ仙台１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3755

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 JS-0001-0518

炭火ビストロ華泉 仙台市青葉区 中央１－６－１８　山一仙台中央ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-4898

なるこや 仙台市青葉区 中央１－６－３８　ユアーズビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4241

金市朗 駅前店 仙台市青葉区 中央１－７－１　志ら梅ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4790

Cuve ITOU 仙台市青葉区 中央１－７－１　第一志ら梅ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3490

肉十八仙台駅前店 仙台市青葉区 中央１－７－１　第一志ら梅ビル８Ｆ 飲食店 ZN-2000-6201

料理と酒 晴太 仙台市青葉区 中央１－７－２　アールアイ名掛丁ビル２号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5327

セグエ 仙台市青葉区 中央１－７－３９　ファロス東住ビル２０３　 飲食店 PK-0000-6766

BAR GREYHOUND 仙台市青葉区 中央１－７－４０　大野第１ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-5535

郷土料理個室居酒屋うまいもんや 仙台市青葉区 中央１－７－４０　大野第１ビル６Ｆ 飲食店 JS-0002-7280

～蔵王銘柄豚とお酒処～つぼみ仙台駅前店 仙台市青葉区 中央１－７－４０　大野第１ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4153

酒菜ままや 仙台市青葉区 中央１－７－４０　大野第１ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-7761
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仙台朝市大黒 仙台市青葉区 中央１－７－６　西原ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3705

バールダイコク 仙台市青葉区 中央１－７－６　西原ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3927

あだん 仙台市青葉区 中央１－７－６　西原ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3617

大魔王 GOLD 仙台市青葉区 中央１－７－６　西原ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3984

ダイニング＆バー JAZZ － VILEVAN 仙台市青葉区 中央１－８－２２　サンスクエアビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-3732

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 ZN-2000-5861

焼きとん大国 仙台駅西口店 仙台市青葉区 中央１－８－２２　サンスクエア庄司ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6903

灯り家 仙台駅前（名掛丁店） 仙台市青葉区 中央１－８－２６　ラ・サーミビル４Ｆ 飲食店 SL-2000-0214

串焼き 鳥々屋 仙台市青葉区 中央１－８－３１　センター街２Ｆ 飲食店 JS-0002-4655

さざれ小路 仙台市青葉区 中央１－８－３２　名掛丁センター街２０８ 飲食店 JS-0004-2978

伊達な仙台炉端強次朗 仙台市青葉区 中央１－８－３８　ＡＫビル９Ｆ 飲食店 JS-0003-4804

居酒屋 赤べこ 仙台市青葉区 中央１－８－８ 飲食店 JS-0001-4269

牛タン居酒屋ここや 仙台市青葉区 中央２－１１－１１　おおともビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-1591

La Sarten Moderno 仙台市青葉区 中央２－１１－１１　大友ビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-0518

Izakaya 雷太 仙台市青葉区 中央２－１１－１１　大友ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4524

個室居酒屋渥美屋 仙台市青葉区 中央２－１－２７　Ｅｖｅｒ－ｉ中央ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-6590

山海炭火焼 花椿 仙台市青葉区 中央２－１－２７　キャピタル中央６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3943

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 JS-0003-1823

TAJ － 2 仙台市青葉区 中央２－５－１０　桜井薬局ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6376

みちのくだだっこ 仙台市青葉区 中央２－６－３０　８８中央ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3663

和風バルばるの助仙台青葉店 仙台市青葉区 中央２－６－３１ 飲食店 JS-0001-7688

大福 仙台市青葉区 中央２－６－６　多楽茶屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1994

おかげ家仙台本店 仙台市青葉区 中央２－６－６　多楽茶屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3566

カプリチョーザ仙台中央通り店 仙台市青葉区 中央２－６－７　太田屋ビル２Ｆ　　 飲食店 AX-2000-0135

和食堂さぶら 仙台市青葉区 中央３－１０－２２　第６菊水ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3539

もつ源仙台駅前中央店 仙台市青葉区 中央３－５－１　Ｔ＆Ｉビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-5088

日本料理華の縁 仙台市青葉区 中央３－５－３０　Ｔ＆ＩＮＥＸＴ２Ｆ 飲食店 JS-0002-4896

43 号店ミート吉田 仙台市青葉区 中央３－６－１　仙台ＴＲビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7531

58 やぐら仙台 仙台市青葉区 中央３－６－１２　仙台南町通ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3625

48 ビーフ KURA ／一ノ蔵仙台駅前店 仙台市青葉区 中央３－６－１２　仙台南町通ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3963

喰い処 東家 仙台市青葉区 中央３－８－５　新仙台駅前ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3847

俺たちの寿司ダイニング仙八 仙台市青葉区 中央３－８－５　新仙台駅前ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4052

焼肉ホルモン伽樂 仙台市青葉区 中央３－９－１４ 飲食店 JS-0001-0887

香楽 仙台市青葉区 中央３－９－１７　　 飲食店 ZN-2000-0699

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 JS-0005-2075

牛タン炭火焼ばあやん 仙台市青葉区 中央４－１－３　プレイビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-8755

四川料理須賀の家 仙台市青葉区 中央４－１－３　プレイビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0946

串揚げ油食来駅前朝市店 仙台市青葉区 中央４－３－１　東四市場ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-4045

居酒屋ノボル 仙台市青葉区 中央４－４－２　丸寿ビル５Ｆ 飲食店 SL-2000-5111

Ocea 仙台市青葉区 中央４－９－１５　仙台中央マンション１０１　 飲食店 ZN-2000-7061

ダブルエッグ 仙台市青葉区 中山５－１９－５ 飲食店 JS-0001-5850

らーめん おっぺしゃん 本店 仙台市青葉区 通町２－１３－３ 飲食店 JS-0003-8988

居酒屋やんばる螢 仙台市青葉区 通町２－２－１４ 飲食店 JS-0004-8803

源治二日町店 仙台市青葉区 二日町１１－１５　ｉｎ－Ｔｏｗｎｅｒ二日町１Ｆ　 飲食店 PK-0000-4451
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いたり和ん惣市 仙台市青葉区 二日町１１－１８ 飲食店 JS-0000-9020

とり卓 仙台市青葉区 二日町１１－１９ 飲食店 JS-0005-3617

Deli cafe 芽ぶき 仙台市青葉区 二日町１４－１１　ＡＢビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9805

呑斗丸 仙台市青葉区 二日町１８－２２ 飲食店 JS-0002-4554

鉄板 Kitchen Jin 仙台市青葉区 二日町３－３２　２Ｆ 飲食店 JS-0002-0258

韓国家庭料理しゅん 仙台市青葉区 二日町３－３２　二日町深松ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2786

和房たか志 仙台市青葉区 柏木１－２－４０　ブライトシティ柏木１Ｆ 飲食店 JS-0001-7984

源治 仙台市青葉区 柏木１－５－２７　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6595

笹鮨 仙台市青葉区 八幡４－２－４ 飲食店 JS-0000-8813

鳥ゴヤ本店 仙台市青葉区 米ケ袋１－５－１４ 飲食店 SL-2000-7211

対橋楼春風亭 仙台市青葉区 片平１－４－１５ 飲食店 JS-0000-2024

インド．ネパール料理 KUMARI 仙台市青葉区 北根３－２１－２４　サンハイツ７－１０２ 飲食店 JS-0003-9938

道草屋 仙台市青葉区 北目町１－４０　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-9750

喜良久亭 仙台市青葉区 北目町３－８ 飲食店 JS-0000-8913

ぽっこ 仙台市青葉区 北目町７－５　サンファンレジデンスＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3808

L’atelier de vivre 仙台市青葉区 本町１－１０－１５　斉藤ビル　 飲食店 ZN-0001-3817

蔵の庄 花京院通本店 仙台市青葉区 本町１－１０－２１ 飲食店 JS-0002-7435

まんまの TON・TON 仙台市青葉区 本町１－１２－１２　ＧＭビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-7951

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 JS-0000-7612

きらく 仙台市青葉区 本町１－１３－８　シャンティー大谷１０５　 飲食店 ZN-2000-3507

FUMO14 番地 仙台市青葉区 本町２－１４－９　イトービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3695

米とぶどう 仙台市青葉区 本町２－１４－９　イトービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3775

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 JS-0000-6307

哲舟 仙台市青葉区 本町２－１９－９　クリスタルパレス本町ビル 飲食店 JS-0003-5294

居酒屋つるかめ 仙台市青葉区 本町２－９－２　　 飲食店 ZN-0001-3682

ゆきむら 仙台市青葉区 本町３－２－１　ハーフムーンビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1561

十肴とみぞう 仙台市青葉区 本町３－６－９　コーポすがわら１Ｆ 飲食店 JS-0003-9939

トリとヤサイとサケ ともやん 仙台市青葉区 木町通２－１－５５　第八丸昌興業ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0160

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 JS-0005-7593

絢苑 仙台市青葉区 落合１－１６－４３　コンカローレ１０３ 飲食店 JS-0001-3946

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 ZN-0001-3891

すし喜福 仙台市青葉区 立町１５－６　佐々木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0357

おかざき西公園前 仙台市青葉区 立町１９－１６　１Ｆ 飲食店 JS-0001-7885

Bistro chasseur 仙台市青葉区 立町２５－１　桃李園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5947

Cafepantheon 仙台市青葉区 立町２５－２７　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-2988

かきや NO KAKIYA 仙台市青葉区 立町２６－１６　早坂ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3792

焼肉勇 仙台市青葉区 立町３－６ 飲食店 JS-0001-9223

割烹大多安 仙台市青葉区 立町３－７　　 飲食店 ZN-0002-4232

東日流 旬彩 しみず 仙台市青葉区 立町４－８ 飲食店 JS-0002-1811

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 JS-0001-3074

エムツー調剤薬局旭ヶ丘店 仙台市青葉区 旭ヶ丘４－１－１ ショッピング JS-0005-5612

DECORATE 仙台市青葉区 一番町１－１１－１ ショッピング JS-0000-3733

Delicious 仙台市青葉区 一番町１－１１－１２ ショッピング JS-0000-3490

TRUNK ／ LifeMusicLab． 仙台市青葉区 一番町１－１１－３２　大友ビル２０１ ショッピング JS-0000-7383
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SHAPES STORE 仙台市青葉区 一番町１－１１－３４ ショッピング JS-0003-2822

咲久紗 仙台市青葉区 一番町１－１－３０　有楽館ビル４Ｆ ショッピング JS-0003-3447

ダンスファッションワールド仙台 仙台市青葉区 一番町１－１３－２８ ショッピング JS-0002-4541

FLAG STORE 仙台市青葉区 一番町１－１４－３１ ショッピング JS-0002-4977

salon 仙台店 仙台市青葉区 一番町１－１４－３２　フライハイトビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2664

アンティークショー 仙台市青葉区 一番町１－４－２６　ＳＡＲＵＭＩＮＡＢＬＤ２Ｆ ショッピング JS-0000-9693

青山印舗 仙台市青葉区 一番町１－５－１１　　 ショッピング PK-0000-8672

DO CLOS ？ T 仙台市青葉区 一番町１－５ー１０　近江、熊谷ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-9875

ゼノアビューティーラボセンダイ 仙台市青葉区 一番町１－８－１０　京成壱番町ビル１０２　 ショッピング ZN-2000-1036

GARYU 仙台市青葉区 一番町２－１１－１２　プレジデント一番町１０２ ショッピング JS-0001-2796

金港堂 本店 仙台市青葉区 一番町２－３－２６　 ショッピング SL-2001-1201

タピワ 仙台市青葉区 一番町２－３－２８ ショッピング JS-0000-0924

FEELS 仙台市青葉区 一番町２－３－３０　中央市場内　 ショッピング ZN-0001-3679

風禽窟 仙台市青葉区 一番町２－３－３０　中央市場内　 ショッピング ZN-0002-4221

仙台中敷センター 仙台市青葉区 一番町２－３－３０－５　　 ショッピング ZN-2000-0734

オリーブガーデン シリウス一番町店 仙台市青葉区 一番町２－４－１９　シリウス一番町１Ｆ ショッピング JS-0001-4208

クラークス 仙台 シリウス・一番町店 仙台市青葉区 一番町２－４－１９　シリウス一番町１Ｆ ショッピング SL-2000-1007

RANADEL 仙台市青葉区 一番町２－７－９　第七丸昌興業ビル４Ｆ ショッピング JS-0003-8510

パナマボーイ 仙台市青葉区 一番町３－１１－６ ショッピング JS-0000-9675

AWESOMESTORE 仙台一番町店 仙台市青葉区 一番町３－１－２０　イブ一番町ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-1102

有限会社アレックス 仙台市青葉区 一番町３－６－１３ ショッピング JS-0002-4079

ペットショップふしみ中央店 仙台市青葉区 一番町３－６－１３ ショッピング JS-0002-5209

ボナ・フォルトゥーナ仙台ショールーム 仙台市青葉区 一番町３－８－１　ラベルヴィビル１０３ ショッピング JS-0004-5760

ヨーガンレール 仙台店 仙台市青葉区 一番町３－８－２４　 ショッピング SL-2000-7427

ブランドコレクション 仙台市青葉区 一番町４－２－１８ ショッピング JS-0000-2081

どんぐりガーデン共和国 仙台一番町店 仙台市青葉区 一番町４－４－１　村上ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-4026

濱屋 仙台市青葉区 一番町４－４－２８ ショッピング JS-0002-7714

シマダメガネ 仙台市青葉区 一番町４－５－２３　 ショッピング SL-2000-7244

コスメサロン美楽 仙台市青葉区 一番町４－５－４０　おの万一番町ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0980

ラフタァガレージ 仙台市青葉区 芋沢字綱木１１－１ ショッピング JS-0005-7985

ダーツハイブ 仙台駅前店 仙台市青葉区 花京院１－２－１５　ソララプラザ１Ｆ ショッピング JS-0003-6744

ソフトバンク 吉成 仙台市青葉区 吉成台２－１－１４ ショッピング JS-0003-7309

メディカルアロマセラピースクール 仙台市青葉区 五橋１－６－２　ＫＪビル８Ｆ ショッピング JS-0004-1214

五橋コンタクト 仙台市青葉区 五橋１－６－２３ ショッピング JS-0003-6044

BUTCH 仙台市青葉区 五橋２－４－１３　とうふ会館２Ｆ右 ショッピング JS-0000-8877

ガト－あらまき 仙台市青葉区 荒巻本沢３－７－２　　 ショッピング PK-0000-4864

DiNosOUTLET SENDAI 仙台市青葉区 国分町１－１－１１　スズキビル１Ｆ ショッピング JS-0001-9286

poupoupoddy 仙台市青葉区 国分町１－３－１３　遠藤ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1635

晩翠画廊 仙台市青葉区 国分町１－８－１４　仙台第２協立ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-6539

金源堂 仙台市青葉区 国分町２－１－２ ショッピング JS-0000-1574

MBT 仙台 仙台市青葉区 国分町２－２－２　東芝仙台ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6520

スイムウェア ZABOON 仙台市青葉区 国分町２－２－２　東芝仙台ビル４Ｆ ショッピング SL-2000-1264

ドレスショップブリリアント 仙台市青葉区 国分町２－２－５　柴崎ビル３Ｆ ショッピング JS-0005-2139

フローラルギフト中川 仙台市青葉区 国分町２－９－２０　カプセルホテルリーブス１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-8155
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FROM USA 本店 仙台市青葉区 作並川崎３３－１６ ショッピング JS-0003-5762

スーパーダブルエックス北山駅前店 仙台市青葉区 山手町１１－４０ ショッピング JS-0004-9197

メリーメリークリスマスランド dia 仙台市青葉区 春日町６－１５　ＧＩＰビル１Ｆ ショッピング JS-0003-8571

グッドドック 仙台市青葉区 春日町８－７－１０２　プルミエールハイツ ショッピング JS-0001-5287

50’s 仙台市青葉区 小松島２－２－１２－１０１ ショッピング JS-0001-7628

祐紀会 2 仙台市青葉区 小田原５－１－１６　　 ショッピング PK-0000-3941

アスナロ北仙台店 1 仙台市青葉区 昭和町４－１０　　 ショッピング PK-0000-5128

アスナロ　北仙台店　2 仙台市青葉区 昭和町４－１０　　 ショッピング PK-0000-8006

ペット霊園エンジェルパーク 仙台市青葉区 上愛子芦見２２－２６ ショッピング JS-0000-3321

Dog station D’z 仙台市青葉区 上愛子街道４４－１ ショッピング JS-0000-0732

つむぐ 仙台市青葉区 上杉１－１－３１　ＫＨビル２０１ ショッピング JS-0001-1033

大きな青い馬 仙台市青葉区 上杉１－３－１２　 ショッピング SL-2000-3316

カギの救急車勾当台店 仙台市青葉区 上杉１－５－１３　三矢ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-6625

池田酒店 仙台市青葉区 上杉３－８－３８　　 ショッピング PK-0000-1196

藤吉畳店　2 仙台市青葉区 折立２－４－８　　 ショッピング PK-0000-8679

テンフィ－ト 仙台市青葉区 川内澱橋通１２－４７－２０１　 ショッピング PK-0000-0756

タイヤアップ 仙台市青葉区 川平３－３７－３ ショッピング JS-0001-3154

はやま川平 KESERA 仙台市青葉区 川平３－３７－７ ショッピング JS-0004-1727

ストリングショップ 110 仙台市青葉区 双葉ヶ丘１－４６－１ ショッピング JS-0001-2482

杜の都の漢方薬局 運龍堂 仙台市青葉区 大町１―３ー２　仙台ＭＤビル ショッピング SL-2000-9450

MASTERBUNNY 仙台路面店 仙台市青葉区 大町１－１－５　グレイス大町ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-3473

リフレ薬局大町店 仙台市青葉区 大町１－１－８　第３青葉ビル３Ｆ ショッピング JS-0005-5914

ザストライクスケートアンドタックルショップ 仙台市青葉区 大町２－１４－１１　ファーストステージⅰ２０２ ショッピング SL-2000-2890

ブランド・ジャック 仙台ロフト店 仙台市青葉区 中央１－１０－１０　仙台ロフトＢ２Ｆ ショッピング JS-0001-5158

SHIPS 仙台店 仙台市青葉区 中央１－１－１　Ｓ－ＰＡＬⅡ ショッピング AX-2000-0015

K － SALON ＆ SHOP 仙台市青葉区 中央２－１１－１３　ユーメントビル２Ｆ ショッピング JS-0004-3537

グレースハープ仙台店 仙台市青葉区 中央２－１１－２２　齋藤ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-9086

KELLCH 仙台市青葉区 中央２－１－１５　３Ｆ ショッピング JS-0002-4519

沖縄物産館 ゆいまーる 仙台市青葉区 中央２－１－１５　仙台マンション１Ｆ１０５ ショッピング JS-0002-3650

ROCK AND ROLL MUSEUM 仙台市青葉区 中央２－１－１５　仙台マンション２１１　 ショッピング ZN-0002-8165

On the Earth Origina 仙台市青葉区 中央２－１－１５　仙台マンションビル３Ｆ　 ショッピング ZN-0001-3881

Ring 仙台市青葉区 中央２－３－２０　セザーヌビル２Ｆ ショッピング JS-0000-9980

パーツクラブ仙台クリスロード店 仙台市青葉区 中央２－３－２４　エンドレスビル ショッピング JS-0003-0912

Charme by FAVOLI 仙台市青葉区 中央２－６－２　イワマビル ショッピング JS-0002-6122

リーガルライツ 仙台市青葉区 中央２－６－２２　森屋ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0502

セガ仙台 仙台市青葉区 中央２－６－５　三経６０ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0004-5925

マライカ 仙台店 仙台市青葉区 中央２－７－１５　ＭＵＳＥビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1393

ORGAN 仙台市青葉区 中央２－７－３０　角川ビル１０５ ショッピング SL-2000-9923

リーガルライト 仙台市青葉区 中央２－７－３０　角川ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0477

KASHIYAMA 仙台市青葉区 中央２－７－３０　角川ビル２Ｆ ショッピング JS-0005-5239

アンスティテュドゥボーテラコリーヌ 仙台市青葉区 中央２－７－３０　角川ビルＢ１Ｆ－１ ショッピング JS-0003-8486

イマージュ 仙台市青葉区 中央２－７－３０　角川ビルＢ１Ｆ－７ ショッピング JS-0003-8485

エスパス タグ・ホイヤー 仙台 仙台市青葉区 中央２－９－２７　プライムスクエア広瀬通１Ｆ ショッピング JS-0003-6428

ホビーステーション仙台駅前店 仙台市青葉区 中央３－８－３　ピースビル仙台駅前３Ｆ ショッピング JS-0003-2341
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アンジェ 仙台市青葉区 中央４－１－１　イ－ビ－ンズ２Ｆ　 ショッピング PK-0000-6250

ワタベ生花店 仙台市青葉区 中央４－３－２８　　 ショッピング PK-0000-2831

TG サポ－ト 仙台市青葉区 土樋１－３－１　東北学院大学土樋キャンパス２号館１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8247

KASHIYAMA 仙台市青葉区 二日町１２－３４　オンワード樫山仙台支店２Ｆ ショッピング JS-0005-5228

FTFTEEN CLOTHING 仙台市青葉区 二日町２－６－２６　ＶＩＰ仙台１０４ ショッピング JS-0005-9892

BOUTIQUE RAPORIN 仙台市青葉区 二日町６－２６－１０５ ショッピング JS-0001-5941

Salut 仙台市青葉区 二日町６－６　１Ｆ ショッピング JS-0004-4530

ホップ薬局 仙台市青葉区 柏木２－１－１２－２ ショッピング JS-0004-9625

ななほし薬局＋ 仙台市青葉区 八幡２－１－１７　　 ショッピング PK-0000-8565

T － LABORATORY 仙台市青葉区 八幡２－２－５　 ショッピング SL-2000-7317

miroku　八幡町店 仙台市青葉区 八幡３－２－８　サンコ－ト八幡　 ショッピング PK-0000-8191

須藤商店 仙台市青葉区 米ケ袋１－４－４６ ショッピング JS-0005-3980

RonD Factory グラノーラ専門店 仙台市青葉区 北根３－１９－２５　レストプラザ北根１０１ ショッピング SL-2000-5833

FIFTEEN 仙台市青葉区 北山２－１－１６　セントラル北山１Ｆ ショッピング JS-0003-1855

snipe 仙台市青葉区 北目町２－３　カルロ北目１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-3620

ボーラーズ 仙台 仙台市青葉区 本町１－１１－１１　ＨＡＮＩＸＢ．Ｌ．Ｄ１Ｆ ショッピング JS-0001-1030

まるかんのお店仙台駅前店 仙台市青葉区 本町１－４－１５　　パークフラッツ本町１Ｆ ショッピング SL-2001-0289

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 ZN-0001-3968

FROM USA 仙台本町店 仙台市青葉区 本町２－１１－２７　日吉第２ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-9511

4thstHermosaBeachCA 仙台市青葉区 本町２－１２－５ ショッピング JS-0003-2098

elie 仙台市青葉区 本町２－１３－１０　菊田屋ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-3407

オーズ 仙台市青葉区 本町２－１４－２０　大貴本町ビル４Ｆ ショッピング JS-0005-8375

彩香きもの学院 仙台市青葉区 本町２－１４－２７　４Ｆ ショッピング JS-0004-7402

REGULAR （レギュラー仙台） 仙台市青葉区 本町２－１７－２　ラセーヌビル１ＦＡ ショッピング SL-2000-6526

S．O．U 仙台市青葉区 本町２ー６ー１３　杉本家ビル３Ｆ ショッピング SL-2000-4821

Utah 仙台市青葉区 本町２－９－１６　阿部勝ビル１Ｆ ショッピング AD-0000-0703

IORI 仙台市青葉区 本町２－９－２０　１Ｆ ショッピング JS-0003-2059

ウィン 仙台市青葉区 本町３－６－１０ ショッピング JS-0000-1269

株式会社水谷自動車 仙台市青葉区 茂庭綱木東１４－１ ショッピング JS-0003-4959

ストール 仙台市青葉区 木町通２－１－３３　２Ｆ ショッピング JS-0003-7911

（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 JS-0000-4240

さかえ金物店 仙台市青葉区 落合１－１６－３５ ショッピング JS-0005-5897

ドックショップバックステール 仙台市青葉区 落合５－３－１３ ショッピング JS-0004-9475

たちまち薬局 仙台市青葉区 立町１６－１４ ショッピング JS-0000-1475

オーク・ナチュラルストア 仙台市青葉区 立町２２－１４ ショッピング JS-0003-1506

イシイの甘栗仙台店 仙台市青葉区 立町２６－１７ ショッピング JS-0000-8567

株式会社 SGC 仙台市青葉区 立町４－１６ ショッピング JS-0004-5305

barber sublime 仙台市青葉区 旭ヶ丘１－３－３　旭ヶ丘１丁目店舗 サービス JS-0002-1940

ヘアサロンエン 仙台市青葉区 旭ヶ丘３－１６－３１ サービス JS-0005-9390

Salon de lilas 仙台市青葉区 一番町１－１２－２　仙台星光堂ビル３０３ サービス JS-0001-4521

IBIZA ALCOVE 仙台市青葉区 一番町１－６－９ サービス JS-0000-4520

gout 仙台市青葉区 一番町１－６－９ サービス JS-0000-4687

Lucotte 仙台市青葉区 一番町１－８－２３　稲葉ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-3544

PULIRE 仙台市青葉区 一番町２－５－３２　第一観光ビル４Ｆ サービス JS-0001-7330
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hair ＆ make ligar 仙台市青葉区 一番町２－７－３　サンモールシティービル３Ｆ サービス JS-0002-5516

マーマレードスカイ 仙台市青葉区 一番町２－７－３　ベアービル４Ｆ　 サービス ZN-0001-4127

assure 仙台一番町店 仙台市青葉区 一番町２－８－４６　青葉通りＭＫビル１Ｆ サービス JS-0003-8357

assure hair 仙台市青葉区 一番町２－８－４６　青葉通りＭＫビル３Ｆ サービス JS-0003-7992

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 JS-0004-5660

ZIPS 仙台市青葉区 一番町３－１－１６　パームシティ１３１　２Ｆ サービス JS-0002-4406

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 JS-0004-3323

Beauty Lounge La fleur decolza 仙台市青葉区 一番町３－１－２４　山一商店ビル３Ｆ サービス SL-2000-3602

C’s 仙台市青葉区 一番町３－３－１　クラックス６Ｆ サービス JS-0002-4470

Qwamp 仙台市青葉区 一番町３－３－１４　芭蕉の辻ビル２Ｆ サービス JS-0001-7024

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 JS-0001-2379

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 JS-0001-3064

LaViDa 仙台市青葉区 一番町３－４－３　インデックスビル４Ｆ サービス JS-0004-3385

Hair Atelier Nico 仙台市青葉区 一番町３－６－１３　プラザおおまちビル２Ｆ サービス JS-0001-0797

阿部敬四郎ギャラリー 仙台市青葉区 一番町４－１０－１６　梅原ビルＢ１Ｆ サービス JS-0001-2912

Salon．du．RAN 仙台市青葉区 一番町４－３－２２　２Ｆ サービス SL-2000-6801

スタジオジャップヘア 仙台市青葉区 一番町４－５－７　シエロービル５Ｆ サービス JS-0004-3244

藤森整体オフィス 仙台市青葉区 一番町４－５－７　シエロ一番町４丁目ビル２Ｆ サービス JS-0002-8724

森のいぬねこ病院芋沢 仙台市青葉区 芋沢綱木坂２２－３ サービス JS-0003-9088

MISA：NO ESTHETIC （ミサノエステティック） 仙台市青葉区 花京院２－１－３５　佐藤ビル１０３ サービス SL-2000-4098

aria　nail ＆ eyelash 仙台市青葉区 花京院２－１－３５　佐藤ビル１０６　 サービス PK-0000-7844

おおぜき動物病院 仙台市青葉区 貝ヶ森２－５－８ サービス JS-0000-5325

美容室 パザパ吉成店 仙台市青葉区 吉成台１－２－１７ サービス JS-0002-1902

Ni．Ho 仙台市青葉区 宮町１－１－６８ サービス JS-0005-5195

カンノ薬局宮町店 仙台市青葉区 宮町２－１－５５ サービス JS-0000-7286

mille vie 仙台市青葉区 宮町２－２－１０　 サービス SL-2000-4599

ボディ＆フェイシャル専門店モアナ 仙台市青葉区 宮町３－８－３８　クリエイターズビレッジ２１２ サービス SL-2000-4722

VIVRE・EN・BEAUTE 仙台市青葉区 宮町４－３－１７　ハイツ赤坂１０２ サービス JS-0000-6892

ファミリーサロン髪細工 仙台市青葉区 宮町４－７－１９　第二橋元ビル１Ｆ サービス SL-2000-0667

leafdog 仙台市青葉区 錦町１－１０－１１　勾当台上杉通ビル サービス JS-0004-8127

HAIR SALON milfy 仙台市青葉区 栗生４－１３－５　グリーンプラザ柏１０２ サービス JS-0003-4126

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 SL-2000-6973

ortansia 仙台市青葉区 五橋２－１１－１８　第三ショーケービル１０８ サービス JS-0002-2540

ミカドランドリー 五橋店 仙台市青葉区 五橋２－８－２１ サービス JS-0001-2820

Tidy Hair 仙台市青葉区 五橋２－８－２１　グリーンリーブス１０１ サービス JS-0002-9496

ファッションスタジオサム 仙台市青葉区 荒巻神明町２５－６　 サービス SL-2000-9115

OGNIS hair 仙台市青葉区 荒巻本沢３－７－７ サービス JS-0001-9780

ドルクス動物病院 仙台市青葉区 高松２－１０－２６ サービス JS-0000-5050

ミカドランドリー本店 仙台市青葉区 高松２－２－１７ サービス JS-0003-1289

CAFUNE 仙台市青葉区 国分町１－６－１　ルナパーク一番町ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-3647

サロンソレイユ 仙台市青葉区 国分町１－６－１　ルナパーク一番町ビル４Ｆ サービス JS-0001-3092

CAFUNE 仙台市青葉区 国分町１－６－１　ルナパ－ク一番町２Ｆ－Ａ　 サービス PK-0000-0153

hair・make ardmento 仙台市青葉区 国分町１－６－１５　オクダビル４Ｆ サービス JS-0004-5463

バリラグゼ 仙台市青葉区 国分町２－３－１２　５Ｆ サービス JS-0003-7971
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Miel et fleurs 仙台市青葉区 国分町２－３－１２　柴山ビル４Ｆ サービス JS-0003-5279

lounge S 仙台市青葉区 国分町２－８－１５　デュプレックス仙台５０３ サービス JS-0002-5989

D 仙台市青葉区 国分町３－３－２９　ルナ国分町４Ｆ　 サービス ZN-0001-3726

ブルシイ 仙台市青葉区 国分町３－５－２４　ヨコヤマビル２Ｆ サービス JS-0003-5912

サロンドジュピ 仙台市青葉区 国分町３－６－１１　アーク仙台ビル２０５ サービス JS-0000-9680

I・feliz 仙台市青葉区 国分町３－６－１９　１・５ビル４Ｆ サービス JS-0001-7042

SourireEna 仙台市青葉区 国分町３－８－３　新産業ビル３Ｆ－３０２　 サービス ZN-0001-4026

hairmakeblock 仙台市青葉区 支倉町３－３１－１　１Ｆ サービス JS-0000-7615

LYDIA 仙台市青葉区 春日町１０－２３　第一春山ビル１－Ｃ サービス JS-0001-7480

transhairshellstone 仙台市青葉区 小田原７－５－５５　　 サービス ZN-0002-6681

ビークルコクブン 48 仙台市青葉区 上愛子堀切１－１ サービス JS-0001-1308

MELiLihairribbon 仙台市青葉区 上杉１－１１－１ サービス JS-0001-4401

AROMACROWN 仙台市青葉区 上杉１－３－２３　ＪＳＫ上杉ビル３０２ サービス JS-0004-7720

美容室 ヴィアーレ 仙台市青葉区 上杉２－３－３８　クラッセ上杉ビル１Ｆ サービス JS-0002-5472

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 SL-2000-9160

ミカドランドリー上杉店 仙台市青葉区 上杉５－１－１ サービス JS-0003-4227

Hair Antique ff 仙台市青葉区 川平５－７－１１ サービス JS-0001-9957

とりっぴー 仙台市青葉区 双葉ケ丘１－２２－８　２Ｆ　 サービス SL-2000-2942

NAGOMI NO HiTOTOKi 仙台市青葉区 台原２－１０－２　アークヒルズ台原２０５ サービス SL-2001-1986

アルカス動物病院 仙台市青葉区 台原２－１２－１２ サービス JS-0002-5418

andeigch 仙台市青葉区 大手町５－３７ サービス JS-0001-0592

Bar　ber　Shop　MIRR 仙台市青葉区 大手町６－１　ダイアパレス片平大手門１０１　 サービス PK-0000-7883

アンテオレ 仙台市青葉区 大町１－３－２５　大町シティービル６Ｆ サービス SL-2000-7397

hanabi 仙台市青葉区 大町２－１１－１２　メゾンドール大町１Ｆ　 サービス ZN-0002-9678

ドッグサロンクローバー 仙台市青葉区 大町２－１２－１５　２Ｆ サービス JS-0004-7618

元気動物クリニック 仙台市青葉区 大町２－１２－１７ サービス JS-0001-9540

有限会社仙臺薬局 仙台市青葉区 中央１－６－１　ＨｅｒｂＳＥＮＤＡＩビル１Ｆ サービス JS-0002-5690

fatagrace ～ HITOYURAI ＋ 30 ～ 仙台市青葉区 中央１－６－２３　鹿島ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-4068

grow 広瀬通店 仙台市青葉区 中央１－６－２３　鹿島ビル３０２ サービス SL-2001-1330

Natural 仙台駅前店 仙台市青葉区 中央１－６－２３　鹿島ビル７０１ サービス SL-2001-1329

SMAPPLE 仙台店 仙台市青葉区 中央１－６－２７　仙信ビル５Ｆ サービス JS-0003-4269

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 JS-0001-2653

Defi 仙台市青葉区 中央１－７－４　宮城商事ビル６Ｆ　 サービス PK-0000-8113

仙台駅前療術センター 仙台市青葉区 中央１－８－１　３Ｆ サービス JS-0001-1210

sugarBLUE 仙台市青葉区 中央２－１１－１１　５Ｆ サービス JS-0002-1426

ハンズオン青葉本院 仙台市青葉区 中央２－１－７　アイリス青葉ビル４Ｆ サービス JS-0001-2457

ガーデンヘアー 仙台市青葉区 中央２－２－５　２Ｆ　　 サービス ZN-0001-3486

アリミノ美容室 仙台市青葉区 中央２－５－５　三経６０ビル７Ｆ サービス JS-0001-8666

No06HairWorkShop 仙台市青葉区 中央２－６－１９　豊栄堂ビル３Ｆ　 サービス SL-2000-0086

little × aimer 仙台市青葉区 中央２－６－３４　コニービル３Ｆ　 サービス ZN-0001-3959

ネイルサロンネイルフィーズ 仙台市青葉区 中央２－６－３４　ニコービル５Ｆ サービス JS-0004-0719

AtelierLOTUS 駅前店 仙台市青葉区 中央２－６－３４　ニコ－ビル６Ｆ サービス AD-0000-0761

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 ZN-0001-3613

little 仙台 仙台市青葉区 中央２－７－１１　仙台ストックマンビル３Ｆ サービス ZN-0001-3983
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しゃべコミュ仙台店 仙台市青葉区 中央２－７－３０　角川ビルＢ１Ｆ　 サービス PK-0000-2575

Defi　deux 仙台市青葉区 中央２－８－２０　村田エステ－トビル６Ｆ　 サービス PK-0000-8114

ほぐれ～る 仙台駅前店 仙台市青葉区 中央３－１－１　鳳月ビル８Ｆ サービス JS-0001-2604

ViENNA 仙台市青葉区 中央３－１－１４　中央古久根ビル８Ｆ サービス JS-0002-4372

Utata 仙台市青葉区 中央３－３－１８　新庄ビル２Ｆ サービス JS-0003-4458

Utata 仙台市青葉区 中央３－３－１８　新庄ビル４Ｆ サービス JS-0003-4457

シーシーマインドワンズレンタカー 仙台市青葉区 中央３－５－１４　セントラルパークビル１Ｆ サービス JS-0000-6803

ラ・カンパネラ 仙台市青葉区 中山７－１２－２３　中山店舗２ サービス JS-0001-9221

PETSTATION MADISON 仙台市青葉区 中山吉成１－９－１ サービス JS-0003-0445

ネイルサロンノーマライズ 仙台市青葉区 堤通雨宮町４－１０　ＡＰＰＬＥ堤通雨宮町４０２ サービス JS-0005-1459

大久保俊一美容室 仙台市青葉区 堤通雨宮町４－１０　大同ビル２０１　 サービス ZN-0001-4136

Le Temps des Bijoux 仙台市青葉区 二日町１０－２３ サービス JS-0002-4397

タイ式リラクゼーション ザ・コップ 仙台市青葉区 二日町１２－２５　グランディプレステージ３Ｆ サービス JS-0001-2764

トータルビューティー花鳥風月 仙台市青葉区 二日町１８－２６　二日町ＯＡビル１Ｆ サービス JS-0001-6236

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 JS-0001-2318

いちご薬局 仙台市青葉区 柏木２－５－９　Ｔハウス久賀１Ｆ－１ サービス JS-0002-0323

ニャンワンクラブ 仙台市青葉区 八幡２－１－２１　 サービス SL-2000-2772

hairsalontomorrow 仙台市青葉区 八幡３－１８－１５　ウエストアーバンイワマ１０１ サービス JS-0004-2541

アムヘアデザイン 仙台市青葉区 八幡４－１－１２　 サービス SL-2001-0262

ガッツレンタカー仙台青葉店 仙台市青葉区 北根３－２１－２３ サービス JS-0002-6732

（株）高橋兄弟自動車商会 仙台市青葉区 北根４－１－１１ サービス JS-0001-8972

ミカドランドリー北目町店 仙台市青葉区 北目町２－２６ サービス JS-0003-5858

ビックママスタジオ 仙台市青葉区 北目町６－６　ファミ－ル北目町１Ｆ　 サービス PK-0000-3371

ETIKA 仙台市青葉区 本町１－１５－８　ミヨタビル２Ｆ サービス JS-0004-3322

サンアイ薬局 仙台市青葉区 本町１－６－２５　ライオンズマンション本町第２ サービス JS-0002-7094

ネイルサロンカリテ 仙台市青葉区 本町１－９－１３　プランドビル本町２０７ サービス JS-0002-7061

Y．NUNail ＆ Eyelash 仙台市青葉区 本町２－１０－５　第７太田ビル３Ｆ サービス JS-0004-1783

Axe － l 仙台市青葉区 本町２－１１－３０　ホテル法華クラブ仙台１Ｆ サービス JS-0000-8530

Lutella 仙台市青葉区 本町２－１４－１０　ルストハウス１Ｆ サービス SL-2000-4885

RICH ＋ 仙台市青葉区 本町２－１４－２１－２０１ サービス JS-0001-5195

HAIRGrapefruitMoon 仙台市青葉区 本町２－１５－１５　吉祥乃ビルジング３Ｆ　 サービス ZN-0001-3781

ideal hair 仙台市青葉区 本町２－１６－１５　ツルミヤ本町ビル２Ｆ サービス SL-2000-2214

LAVISTA 仙台市青葉区 本町２－１８－２２　第３浅久ビル２Ｆ サービス JS-0000-5828

Utata 仙台市青葉区 本町２－１９－２６　本町ＴＫビル３Ｆ サービス JS-0005-1375

チャペと青空美容室 仙台市青葉区 本町２－１９－９　クリスタルパレス本町ビル５Ｆ サービス JS-0002-7181

CloeSendai 仙台市青葉区 本町２－３－１０　仙台本町ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-6026

EL 仙台市青葉区 本町２－４－１８　ラポール本町１Ｆ サービス JS-0004-9129

美容室スタジアム 仙台市青葉区 本町２－５－２１　　 サービス ZN-0002-9684

Blue・Torico 仙台市青葉区 本町２－５－２１　江口本町２－ビル４Ｆ サービス JS-0001-6502

ペットとヒトの味方 仙台市青葉区 本町２－８－３　　 サービス ZN-0001-3924

priscilla． 仙台市青葉区 本町３－２－２　川村ビル４０２　 サービス PK-0000-2143

HairandCare Keira 仙台市青葉区 木町通１－３－３９ サービス JS-0002-2271

amble salon 仙台市青葉区 木町通１－７－１０－１０１ サービス JS-0003-9358

明日可薬局 仙台市青葉区 木町通１－８－１５ サービス JS-0004-3311
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～ Belle ～ 仙台市青葉区 木町通１－８－３４　シティマンション木町通１Ｆ サービス JS-0004-2474

ニコル 仙台市青葉区 落合２－６－８　１Ｆ サービス JS-0002-7953

カラオケマック仙台広瀬通店 仙台市青葉区 一番町３－１０－１４　広瀬通ナッシュビル　 エンターテインメント ZN-0001-3623

カラオケマック仙台フォーラス店 仙台市青葉区 一番町３－１１－１５　仙台フォーラスビルＢ２Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-3670

ふくろうカフェ Ricky 仙台店 仙台市青葉区 一番町２－７－３　ベアービル４Ｆ その他 JS-0003-3405

ロックフット仙台スタジオ 仙台市青葉区 五橋１－５－３　アーバンネット五橋ビルＢ１Ｆ その他 JS-0000-6764

ギャラリーミラノ 仙台市青葉区 国分町１－８－１１　白松ビル３Ｆ その他 SL-2000-3567

うさぎ村 仙台市青葉区 支倉町２－１９ その他 JS-0002-4644

Starry Lash 仙台市青葉区 中央１－８－２２　サンスクエア庄司ビル５Ｆ その他 SL-2000-7809

ネイルサロン＆スクール ローズデール 仙台市青葉区 中央１－８－３３　２Ｆ　 その他 SL-2000-5839

うさぎ村 中山吉成店 仙台市青葉区 中山吉成２－１７－３－１ その他 JS-0003-2929

松尾弦楽器 仙台市青葉区 二日町１３－３　ロイヤルヒルズ二日町１Ｆ その他 SL-2000-6022

仙台のだや 仙台市青葉区 北目町５－３　 その他 SL-2001-0069

STORE15NOV 仙台市青葉区 本町２－１０－６　本町太田ビル別棟１Ｆ その他 SL-2000-6551

iPhone 修理 あいあい仙台店 仙台市青葉区 本町２－９－２０　ＢＩビル３Ｆ その他 SL-2000-1153

仙台 WiFi レンタル．com 仙台市青葉区 本町３－５－２２　宮城県管工事会館６Ｆ その他 SL-2000-5381


