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ブレアガーデン 仙台市泉区 桂１－１－１ 飲食店 JS-0000-4817

スポーツ＆ダーツカフェ YOUSHA 仙台市泉区 高玉町８－１０２Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0001-7133

炭火焼ゆうしゃ 仙台市泉区 高玉町８－１０－２Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0001-7132

唄呑屋 たねちゃん 仙台市泉区 市名坂石止１２－６ 飲食店 JS-0005-6359

大衆酒場おだや家 仙台市泉区 市名坂石止８２－１ 飲食店 JS-0004-0100

うなぎ竹亭中山店 仙台市泉区 実沢中山北１８－１３８ 飲食店 JS-0000-1038

都美の丘ガーデン 仙台市泉区 住吉台東１－１－２ 飲食店 JS-0002-5878

そば処 加燈や 仙台市泉区 将監８－４－９ 飲食店 JS-0005-8262

Aldino 仙台市泉区 将監殿３－９－４ 飲食店 JS-0002-5664

回転しゃぶ家もり鮮 仙台市泉区 松森後田４５－１ 飲食店 JS-0004-4579

鮮彩 washoku いちりん 仙台市泉区 松森新田１５６ 飲食店 JS-0003-6857

焼肉工房やきや松森店 仙台市泉区 松森前田３８－２ 飲食店 JS-0004-2664

焼肉 じゃじゃまる 仙台市泉区 上谷刈３－５－１ 飲食店 JS-0000-0366

魚屋けんじろう 仙台市泉区 泉中央１－１４－７　　 飲食店 ZN-0002-5101

フローリスト・グラスロック 仙台市泉区 泉中央１－１６－５　泉中央一番館１Ｆ 飲食店 JS-0002-1983

鰓呼吸 泉中央店 仙台市泉区 泉中央１－１７－３　遊食館１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3657

かっぱ天国 仙台市泉区 泉中央１－１７－３　遊食館ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1281

BAR SHELTER 仙台市泉区 泉中央１－１７－５　ビルドスマイル２　１Ｆ 飲食店 JS-0002-3965

居酒屋 さらいえ 仙台市泉区 泉中央１－１７－５　ビルドスマイル２　２０２ 飲食店 JS-0002-8733

だいにんぐ酒場 かたりび 仙台市泉区 泉中央１－１８－１７　　 飲食店 ZN-0001-3569

うまいもん酒場楽笑 仙台市泉区 泉中央１－１８－１７　フィードビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3900

中華料理聚鮮楼 仙台市泉区 泉中央１－１８－４　アップル泉中央２Ｆ 飲食店 JS-0004-3459

酒処しな川 仙台市泉区 泉中央１－１９－７　泉中央館１Ｆ 飲食店 JS-0002-3967

博多もつ鍋たじまや 仙台市泉区 泉中央１－３３－７　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0295

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 JS-0005-3361

ビストロ×バルストーリア 仙台市泉区 泉中央２－１９－１０　日泉パーキングビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3769

居酒屋田中んちパート 2 仙台市泉区 泉中央３－３０－２ 飲食店 JS-0001-6501

ごちそう村創夢里江 仙台市泉区 泉中央４－２－４　　 飲食店 ZN-0001-3944

はなゆう仙台 仙台市泉区 大沢２－１３－２ 飲食店 JS-0005-9256

SOBACAFE 孫三 仙台市泉区 長命ケ丘２－２１－１　ダブリュー１０４０ 飲食店 JS-0001-2976

葡萄とタパス BARDORA 仙台市泉区 南光台１－１－１４ 飲食店 JS-0002-2948

うなぎ竹亭本店 仙台市泉区 南光台東１－５３－２２ 飲食店 JS-0000-1078

居酒屋むぎ 仙台市泉区 南光台東１－５４－２２ 飲食店 JS-0003-8899

とんかつ大町 仙台市泉区 南光台南１－２－８ 飲食店 JS-0003-4020

ステ－キハウス　21 仙台市泉区 南中山１－２６－９　　 飲食店 PK-0000-6357

La PORTE 仙台市泉区 南中山２－１８－１１ 飲食店 JS-0005-0536

おちゃ腕 仙台市泉区 八乙女１－３－１　オフィス八乙女２０２ 飲食店 JS-0004-5025

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 JS-0000-5037

中華八乙女 仙台市泉区 八乙女中央３－４－１５　　 飲食店 PK-0000-3575

うまいものや きぼこ 仙台市泉区 北中山３－２－４ 飲食店 JS-0002-8757
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センゴクズシ 仙台市泉区 北中山４－１５－８ 飲食店 JS-0002-3966

ゴハンカフェスズヤ 仙台市泉区 明石南６－９－７ 飲食店 JS-0005-7224

デンキカン泉 仙台市泉区 高森１－１ー１９０ ショッピング JS-0005-7786

GENE ガリウムジャパン株式会社 仙台市泉区 根白石下町６－５ ショッピング JS-0003-0706

アイティーエスオート株式会社 仙台市泉区 市名坂竹内１０５－９ ショッピング JS-0004-3027

眼鏡専門店 OPTICALSCIENCE 仙台市泉区 寺岡２－１－１６ ショッピング JS-0000-9599

トミーヒルフィガー仙台泉アウトレット 仙台市泉区 寺岡６－１－１　１３７０区画 ショッピング JS-0002-8640

フラワープロデュース RPH 店 仙台市泉区 寺岡６－２－１　仙台ロイヤルパークホテル内 ショッピング JS-0005-9050

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２Ｆ ショッピング SL-2001-1202

㈱ FINE AUTO STAGE 仙台市泉区 実沢一本橋４７－１　 ショッピング SL-2000-2477

GARAGEMOON 仙台市泉区 実沢字立田屋敷１３－１ ショッピング JS-0005-0897

Star’sApartment 仙台市泉区 実沢中山南２５－５　仙台ヒルズホテル２Ｆ ショッピング JS-0001-0562

DIPENTERPRISE 仙台市泉区 将監５－２－１　２Ｆ ショッピング JS-0004-6305

泉タイヤサービス 仙台市泉区 松森刺松６９－１ ショッピング JS-0003-6126

エムツー調剤薬局松森店 仙台市泉区 松森字前沼３９－１ ショッピング JS-0005-6183

モトリガレージ 仙台市泉区 松森字前沼５２－１ ショッピング JS-0005-5953

株式会社光仙台支店 仙台市泉区 松森斉兵衛３１－１ ショッピング JS-0000-3465

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 JS-0005-5050

かのおスポーツ 仙台市泉区 松森明神１－１ ショッピング AD-0000-0709

タイヤプロ東北 仙台市泉区 松森明神２７－１５ ショッピング JS-0000-9895

株式会社 zeroad 仙台市泉区 松陵５－２－１ ショッピング JS-0003-3860

ドクタ－・エアコン 仙台市泉区 松陵５－２６－１　　 ショッピング PK-0000-3203

グリーンショップ本郷 仙台市泉区 上谷刈１－７－１８ ショッピング JS-0001-6921

ミスターダンディー 仙台市泉区 上谷刈丸太３　虹の丘ゴルフプラザ内 ショッピング JS-0002-7711

マルセイ 仙台市泉区 西中山２－１５－１ ショッピング JS-0003-0999

パティスリーアンシャンテ 仙台市泉区 泉ケ丘１－２０－２３ ショッピング JS-0005-9970

ソフトバンク 仙台泉 仙台市泉区 泉中央１－１２－４ ショッピング JS-0003-7392

マ・シェ－ル 仙台市泉区 泉中央１－４－１　セルバ２Ｆ　 ショッピング PK-0000-8460

ア グランクール 仙台泉店 仙台市泉区 泉中央１－５－１　アリオ仙台泉店２Ｆ ショッピング JS-0005-6990

クリスチャンバウアー仙台 仙台市泉区 泉中央１－７　１２Ｆ ショッピング JS-0003-5949

呉ふくや 仙台市泉区 泉中央２－２３－１３ ショッピング JS-0000-9598

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 ショッピング JS-0004-1835

有）モイスティーヌ仙台販売 仙台市泉区 泉中央３－３１－３ ショッピング JS-0003-8275

きもの屋泉中央店 仙台市泉区 泉中央３－３７－９ ショッピング JS-0000-4562

〔HC〕ソニーショップアンドーデンキ CA 仙台市泉区 泉中央４－２４－１ ショッピング JS-0000-4892

ストリートライフ 仙台泉店 仙台市泉区 大沢３－１－２ ショッピング JS-0002-7107

サーフショップ ハンナファーム 仙台市泉区 南光台東１－５２－１９　１Ｆ　 ショッピング SL-2000-2005

LOISEAUBLEU 仙台市泉区 南中山１－２７－３４１ ショッピング JS-0001-3172

Faveul 仙台市泉区 南中山２－４２－１　　 ショッピング PK-0000-8480

ペチカ 仙台市泉区 八乙女中央３－８ー６６　 ショッピング SL-2000-5487

ウッディアヴィレッジ 仙台市泉区 福岡西上野原２８－９ ショッピング JS-0003-5490

どんぐり薬局北中山 仙台市泉区 北中山２－１－２２ ショッピング JS-0005-3984

［HC］株式会社システムランド 仙台市泉区 明石南３－４－３ ショッピング JS-0001-8421

Dee ＇ s Flower 仙台市泉区 野村字菅間前５０－１　Ｂ ’ ＳＰＬＡＺＡ１０３ ショッピング SL-2000-9891



3 2020/9/29

［仙台市泉区］

加盟店名 所在地 ジャンル

MSC 仙台市泉区 野村新平山２－９ ショッピング JS-0004-0564

AMURIhair 仙台市泉区 旭丘堤２－２１－３ サービス JS-0002-4952

メイトスタイル 仙台市泉区 加茂１－２６ー９　 サービス SL-2000-4428

みらい調剤薬局 やかた店 仙台市泉区 館３－３７－９ サービス JS-0003-4257

美容室 Love 仙台市泉区 向陽台３－３６－２５　１Ｆ　 サービス PK-0000-7773

HAIR ＆ MAKE UNIXIS 仙台市泉区 高玉町３－６　ｓｏｌｅ高玉１０２　 サービス SL-2000-5518

dowku 仙台市泉区 高森１－１－２ サービス JS-0001-1730

マスカット調剤薬局 仙台市泉区 高森４－２－５３６ サービス JS-0002-6011

泉パラレル調剤薬局 仙台市泉区 高森４－６－８ サービス JS-0002-0498

ヘアー H2O 仙台市泉区 高森６－４２－３ サービス JS-0002-3924

高森動物病院 仙台市泉区 高森６－４３－５ サービス JS-0001-0072

HAIR Clover 仙台市泉区 市名坂御釜田１４７－２　ロイヤルハイツ市名坂３－１Ｆ サービス JS-0002-5036

Ange　Ciel1 仙台市泉区 市名坂字町４２－１　ドルチェ泉－１０１　 サービス PK-0000-7629

カーチェックサービス仙台泉店 仙台市泉区 市名坂新門前３９－１ サービス JS-0001-1674

DaDaHair 仙台市泉区 市名坂東裏９３－２　ルーナプレーナ１Ｆ サービス JS-0001-3170

ユナイテッド仙台いずみ動物病院 仙台市泉区 寺岡４－５－２ サービス JS-0004-6126

（有）ミカサボディー 仙台市泉区 七北田新田６１－１ サービス JS-0001-1363

バックウィスタリア 仙台市泉区 実沢字中山北１００－１３　　 サービス PK-0000-8020

ティーズマジック 仙台市泉区 実沢二ノ関屋敷２３－２ サービス JS-0001-1328

Hairspray 住吉台 仙台市泉区 住吉台東３－１－４ サービス JS-0005-6945

ユーロ・アンチキュー・フォー・ヘアー 仙台市泉区 将監１０－３２－５ サービス JS-0005-3340

ニートアンサー 仙台市泉区 松森斉兵衛４３－２ サービス JS-0004-4856

ニコニコレンタカー仙台松森店 仙台市泉区 松森中道８１ サービス JS-0003-2686

熊谷オートサービス 仙台市泉区 松森八沢１５－３８ サービス JS-0001-1205

パワーオートレンタルリース 仙台市泉区 松森八沢１５－３８ サービス JS-0001-1360

モナーク 仙台市泉区 松陵５－２１－１ サービス JS-0000-3104

ピットイン泉ヶ丘 仙台市泉区 泉ヶ丘３－１３－６ サービス JS-0002-4909

ネイル エス 仙台市泉区 泉中央１－１７－５　ビルドスマイル２－５０１ サービス JS-0001-9827

BeautyBeSHARE 泉中央駅ビル 仙台市泉区 泉中央１－７－１　地下鉄泉中央駅ビル３Ｆ サービス JS-0005-6922

un fil 仙台市泉区 泉中央１－９－４　レジュイール泉１０４ サービス JS-0001-6966

ミカドランドリー 泉中央店 仙台市泉区 泉中央２－１２－１ サービス JS-0003-7291

美容室インディヴィラ 仙台市泉区 泉中央２－１５－３　シュアヒルズ２　１Ｆ サービス JS-0000-5617

HAIRDESIGNTAKA 仙台市泉区 泉中央２－１７－３　フリード泉中央１０６ サービス JS-0000-5420

ito．littlehairgarden 仙台市泉区 泉中央３－１６－１　ケーツービル２Ｆ サービス JS-0001-8459

泉ハピネス調剤薬局 仙台市泉区 泉中央南８－１ サービス JS-0001-8760

株式会社モリノス 仙台市泉区 長命ヶ丘３－１３－２０ サービス JS-0001-2464

Lui．ALORO 仙台市泉区 鶴が丘１－３０－３　プロムナードショップ内 サービス JS-0002-1414

Barber Feel・・・＠ id 仙台市泉区 南光台１－８－５　エクセレント佐伯１Ｆ　 サービス SL-2000-7326

髪 H″IYORI 仙台市泉区 南光台２－１５－３ サービス JS-0003-0893

北の杜動物病院 仙台市泉区 南光台４－７－１ サービス JS-0003-4011

美容室 mint 仙台市泉区 南光台東１－５３－１５　　 サービス ZN-2000-4482

Hair ＆ Make Lien 仙台市泉区 南光台南３－１－５　信光ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-7461

にきどうぶつ病院 仙台市泉区 南光台南３－４－３　梅伸ビル１Ｆ サービス JS-0002-3627

シード動物病院 仙台市泉区 南中山３－１５－９ サービス JS-0001-0682
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ノア動物病院 仙台市泉区 野村新平山２－３８ サービス JS-0001-0039

ジャル仙台 仙台市泉区 野村東原前４－９ サービス JS-0002-9529

スーパーノバイオン仙台中山店 仙台市泉区 南中山１－３５－５７　別館３Ｆ その他 JS-0004-7221


