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加盟店名 所在地 ジャンル

焼肉炎楽 仙台市宮城野区 栄１－１－１３ 飲食店 JS-0004-8584

さくら亭中野栄駅北口店 仙台市宮城野区 栄４－１１－２０ 飲食店 JS-0003-6013

シャンティシャンティ 仙台市宮城野区 岩切洞ノ口１８８ 飲食店 JS-0001-0365

ONESA 仙台市宮城野区 宮城野１－１－３　尾花ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6645

鮨 みずき 仙台市宮城野区 宮城野１－１－３４ 飲食店 JS-0002-0319

一茶 仙台市宮城野区 宮城野１－１－３５　伊澤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6640

ルイーダのワイン食堂 仙台市宮城野区 宮城野１－４－３４ 飲食店 JS-0001-9483

味工房　仙台宮城野店 仙台市宮城野区 宮城野２－１４－１１　ア－バンコ－ト１Ｆ　 飲食店 PK-0000-8536

然の膳 仙台医療センター店 仙台市宮城野区 宮城野２－８－８　仙台医療センターサービス棟１Ｆ 飲食店 JS-0005-0947

KOBE Bakery ＆ cafeSORA 仙台市宮城野区 宮城野２－８－８　仙台医療センターサービス棟１Ｆ 飲食店 JS-0005-0951

Zeffee 仙台医療センター店 仙台市宮城野区 宮城野２－８－８　仙台医療センター本棟１Ｆ 飲食店 JS-0005-0946

職員食堂 然の膳 仙台医療センター店 仙台市宮城野区 宮城野２－８－８　仙台医療センター本棟３Ｆ 飲食店 JS-0005-0948

さくら亭 宮千代店 仙台市宮城野区 宮千代２－１３－１３ 飲食店 JS-0003-3033

ハワイアンカフェアンドバ－ステイ 仙台市宮城野区 原町１－３－２１　コンフォ－ト宮城野ステ－ション１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2840

山形・米沢牛七輪 佐輔 仙台市宮城野区 原町６－１－２７ 飲食店 JS-0001-7429

らむ蔵 仙台市宮城野区 幸町２－２３－１　 飲食店 SL-2000-4023

味重 仙台市宮城野区 幸町５－１２－７　三井会館　 飲食店 ZN-0003-1104

〔卸〕仙台食肉センター 中野栄支部 仙台市宮城野区 出花１－１４１－１ 飲食店 JS-0005-2876

さくら亭 中野栄店 仙台市宮城野区 出花１－３－４ 飲食店 JS-0003-3031

生ラム本舗 中野栄店 仙台市宮城野区 出花２－４－１０ 飲食店 JS-0002-2671

三代目竹鶏 仙台市宮城野区 新田２－１２－４８　　 飲食店 ZN-2000-5233

ときわ亭新田店 仙台市宮城野区 新田４－３６－１３　八百和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0746

貴家 仙台市宮城野区 新田４－３６－１３－１０３ 飲食店 JS-0002-6555

湊の小十郎 仙台市宮城野区 中野３－４－１７　 飲食店 SL-2000-8563

湊の小十郎 仙台市宮城野区 中野３－４－１７　　 飲食店 PK-0000-1026

SABOLab． 仙台市宮城野区 中野３－４－１７　　 飲食店 PK-0000-5649

澄ごころ 仙台市宮城野区 東仙台１－７－１２　ＣＳ４１０２ 飲食店 JS-0003-6663

やぶ清 仙台市宮城野区 二十人町３００－８－５０１　 飲食店 PK-0000-6118

東北医科薬科カフェコア 仙台市宮城野区 福室１－１２－１ 飲食店 JS-0005-4475

CafedeMERCI 仙台市宮城野区 福室２－６－１１　アヴァンセビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5787

優美館 仙台市宮城野区 福田町１－１４－１ 飲食店 JS-0004-9356

ホルモン亭 福田町南店 仙台市宮城野区 福田町南１－２－１ 飲食店 JS-0000-1914

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 JS-0002-6933

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 ZN-0001-3651

カンティーヌルポゼ 仙台市宮城野区 榴岡２－２－２４　名掛丁パルス熊万ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-0842

アルコ 仙台市宮城野区 榴岡２－２－２５　梅津ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3751

TFUCafeteriaOlive 仙台市宮城野区 榴岡２－５－２６ 飲食店 JS-0004-9473

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 JS-0005-7738

和呑旬 通木 （ワノシュントオキ） 仙台市宮城野区 榴岡４－４－４０　 飲食店 SL-2000-5920

まるぼうず旬仙 仙台市宮城野区 榴岡４－５－１２　Ｆタウンビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-9814
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さけぼうず旬仙 仙台市宮城野区 榴岡４－５－１２　Ｆタウンビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-9520

黒毛和牛一頭切り伊達哉 仙台市宮城野区 榴岡４－５－１２　Ｆタウンビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6265

夜台屋 仙台市宮城野区 榴岡４－６－２３ 飲食店 JS-0000-0376

街角 仙台市宮城野区 榴岡４－６－２３ 飲食店 JS-0003-8698

備前 仙台市宮城野区 榴岡４－６－２５ 飲食店 JS-0000-2773

Studie ＋ SENDAI － 仙台市宮城野区 蒲生竹ノ内６－３ ショッピング JS-0000-5643

タイヤショップ東仙台 仙台市宮城野区 岩切稲荷１５０－１ ショッピング JS-0001-3398

POWER’S FACTORY 仙台市宮城野区 岩切今市東２９４　 ショッピング SL-2001-0208

AUTO HOUSE F ＆ E 仙台市宮城野区 岩切余目西１－２ ショッピング JS-0001-3343

アドワースワークス 仙台店 仙台市宮城野区 宮城野２－１３－３２ ショッピング JS-0003-9771

みんなでリサイくる・仙台 仙台市宮城野区 銀杏町１８－２ ショッピング JS-0001-9610

ANGIEMOTORCYCLES 仙台市宮城野区 銀杏町４０－１０ ショッピング JS-0001-1265

麺屋 やふ 仙台市宮城野区 苦竹１－７－２５　ウエストパレス１Ｆ ショッピング SL-2000-5432

シルクロ－ド　ou 仙台市宮城野区 原町２－５－５７　原町ショッピングセンタ－　 ショッピング PK-0000-8685

プロショップオノ仙台店 仙台市宮城野区 原町３－８－３ ショッピング JS-0005-8743

会席弁当福しま 仙台市宮城野区 幸町３－１０－２９　　 ショッピング ZN-0001-3480

25sports 仙台市宮城野区 幸町３－１１－１０　　 ショッピング PK-0000-3328

スイ－ツアトリエ楓菓 仙台市宮城野区 高砂１－１７－２２　　 ショッピング PK-0000-1966

カーマックス 仙台市宮城野区 高砂１－２７－３ ショッピング JS-0000-4001

スポーツ工房 NEXTT 仙台市宮城野区 出花２－７０－６　第二今泉コーポ１０３ ショッピング JS-0002-6191

株式会社 SBS みやぎの 仙台市宮城野区 小鶴１－２１－１５ ショッピング JS-0004-9864

有限会社ヘルシーハット 仙台市宮城野区 小田原１－４－２６ ショッピング JS-0002-1810

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 JS-0005-5399

CandyRoll 仙台市宮城野区 小田原山本丁３－６　横山園ハイツ１０１ ショッピング JS-0000-7185

DIESEL AUTO 仙台市宮城野区 新田１－２０－１５ ショッピング JS-0002-3085

菅井電機商会 仙台市宮城野区 扇町４－５－８ ショッピング JS-0005-5625

CoastLine 仙台市宮城野区 扇町５－６－１１ ショッピング JS-0000-5855

酒仙堂かとう 仙台市宮城野区 中野１－２－２１ ショッピング JS-0005-8196

レックス 仙台市宮城野区 中野４－１－１８ ショッピング JS-0002-5263

ブティック シンワ 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷２－８－１　アバイン１Ｆ ショッピング SL-2000-6157

アクティヴオート 仙台市宮城野区 鶴巻１－２２－６１ ショッピング JS-0001-5216

TiTi 仙台市宮城野区 鉄砲町中５－８ ショッピング JS-0002-2700

ミシン家仙台店 仙台市宮城野区 田子１－８－５３－１０１ ショッピング JS-0005-9759

サンセットモータース 仙台市宮城野区 東仙台３－１３－５３ ショッピング JS-0005-3813

くすりのポニ－自衛隊店 仙台市宮城野区 南目館１－１　　 ショッピング PK-0000-2210

いのうえ 仙台市宮城野区 南目館１－１　仙台駐屯地厚生センタ－　 ショッピング PK-0000-4017

高砂屋 仙台市宮城野区 福室７－３－３　　 ショッピング PK-0000-4217

FLAT 仙台市宮城野区 福室弁当２－２５－１ ショッピング JS-0001-4024

キッチン森大 仙台市宮城野区 福田町１－２－１６ ショッピング JS-0001-0683

炭火焼肉酒家牛亭 仙台市宮城野区 福田町１－２－１６ ショッピング JS-0002-4717

歩楽人（ふらっと）仙台駅東口店 仙台市宮城野区 榴ケ岡１－５－１５　竹内ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-4808

卓球のタマチ 仙台市宮城野区 榴岡１－７－３１　グランフェリシア１Ｆ ショッピング JS-0003-8785

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 ZN-0001-3764

梅津酒店 仙台市宮城野区 榴岡２－２－２５ ショッピング JS-0005-0745
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ナトゥーラ 仙台市宮城野区 榴岡３－２－５　サンライズ仙台ビル１Ｆ３号館　 ショッピング ZN-0002-4203

高橋生花舗 仙台市宮城野区 榴岡４－８－１　花園レジデンス１Ｆ ショッピング JS-0001-7497

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 ショッピング JS-0002-9353

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 ショッピング JS-0004-1845

パテスリーロッシェ 仙台市宮城野区 榴岡５－２－３　１Ｆ ショッピング JS-0002-8184

hairassembleLOVEST 仙台市宮城野区 燕沢３－１６－２５ サービス JS-0001-1441

クリエイト江川 仙台市宮城野区 蒲生１－３－１４ サービス JS-0002-4277

（株）KONFIDO 仙台市宮城野区 岩切３－２－８ サービス JS-0001-3048

TWINS 仙台市宮城野区 岩切稲荷西１３－２ サービス JS-0002-8390

さとう動物病院 仙台市宮城野区 岩切昭和東１２８－４ サービス JS-0003-3863

有限会社くるまや・みっけ 仙台市宮城野区 岩切余目南２２－１ サービス JS-0002-7465

ほなみ薬局宮城野店 仙台市宮城野区 宮城野１－２－４５ サービス JS-0004-1207

グランド自動車工業株式会社 仙台市宮城野区 宮城野２－１－２ サービス JS-0005-7402

みやぎのはら接骨院 仙台市宮城野区 宮城野２－２－２５ サービス JS-0004-0379

Shaverri 仙台市宮城野区 宮城野３－５－１５　宮城野アヴェニュー１０２ サービス JS-0002-0667

カーリペアクラブ 仙台市宮城野区 宮千代１－１０－１６ サービス JS-0001-2365

オートラウズ 仙台市宮城野区 苦竹２－７－３ サービス JS-0002-0145

アウル動物病院 仙台市宮城野区 原町１－３－５７ サービス JS-0005-3082

FERGIECYCLE 仙台市宮城野区 原町５－３－４４　森ビル１０１　 サービス ZN-2000-6013

hairloungeHOME 仙台市宮城野区 五輪１－７－１　ＮＳビル２Ｆ サービス JS-0000-8134

五輪整骨院 仙台市宮城野区 五輪２－１０－８　 サービス SL-2000-0617

コラソン 仙台市宮城野区 幸町３－４－１５　テナント１０６ サービス JS-0002-7781

治療院アテオス 仙台市宮城野区 高砂１－１７－１２ サービス JS-0002-7805

たろう動物病院 仙台市宮城野区 高砂１－１９－１１ サービス JS-0004-4533

トラフィック 仙台市宮城野区 高砂１－３０－５ サービス JS-0002-4822

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 JS-0002-3462

ガッツレンタカー仙台駅東口店 仙台市宮城野区 小田原弓ノ町１０２－２３　ＴＡＫＥビル１０２ サービス JS-0003-1688

CLAP 仙台市宮城野区 新田東１－１７－４　１Ｆ サービス JS-0000-5985

HairSalon ＆ BodySpa67 － 101 仙台市宮城野区 新田東３－１０－１ サービス SL-2000-2150

イーグル整骨院ヨークタウン新田東店 仙台市宮城野区 新田東３－１－５ サービス JS-0003-1390

Hairspray 新田東 仙台市宮城野区 新田東３－１－５　ヨークタウン内 サービス JS-0005-6936

oneK Lab 仙台市宮城野区 仙台港北２－６－１ サービス JS-0004-0040

但野鈑金塗装工業 仙台市宮城野区 仙台港北２－７－４ サービス JS-0000-1335

レンタルのニッケン 仙台営業所 仙台市宮城野区 扇町１－９－３ サービス JS-0003-2500

仙塩自動車工業株式会社 仙台市宮城野区 扇町３－１１－２ サービス JS-0004-3024

スマイル・ワン 仙台市宮城野区 扇町３－４－３１ サービス JS-0003-9998

株式会社タック 仙台市宮城野区 扇町３－７－２７ サービス JS-0001-1436

（有）小室仙台メカニック 仙台市宮城野区 扇町７－１－７ サービス JS-0001-1260

Tukumo － hair 仙台市宮城野区 中野出花西１５－１　ネオハイツ中野栄１０５ サービス JS-0001-4460

バイクスポーツイング 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷２－８－１　プラザビル３７　 サービス ZN-0001-4138

はなまる整骨院 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷京原７ サービス JS-0002-8419

カーコンシェル 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷字北畑５－１ サービス JS-0005-4753

hair supremacy NAGOMI 仙台市宮城野区 鶴ケ谷字本山７－２１　 サービス SL-2001-1985

ピーチピット・サービス（有 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷筒下１１ サービス JS-0001-5996
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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 JS-0003-8055

オートショップ IMPACT 仙台市宮城野区 田子３－２２－２０ サービス JS-0002-5606

有限会社グローバルスター 仙台市宮城野区 田子西２－９－５ サービス JS-0002-3976

hairproduce face 仙台市宮城野区 東仙台２－１５－５　メリファ東仙台Ａ サービス JS-0001-9771

ミカドランドリー 東仙台店 仙台市宮城野区 東仙台２－１６－１６ サービス JS-0001-2819

みやぎキャットクリニック 仙台市宮城野区 東仙台３－１３－８６ サービス JS-0002-5575

Hair Gallery ティーズ 仙台市宮城野区 東仙台４－２－５５　エコーハウス第一 サービス SL-2000-9125

HairAtelierFAb 仙台市宮城野区 二十人町３００－６ サービス JS-0001-0883

テラス ル・フラン 仙台市宮城野区 二十人町３０１－５　アモローソ仙台駅東１０２ サービス JS-0003-1748

佐々木自動車 仙台市宮城野区 日の出町３－３－３ サービス JS-0002-5431

三陽自動車工業株式会社 仙台市宮城野区 日の出町３－７－２１ サービス JS-0001-1416

Lei．aloro 仙台市宮城野区 萩野町２－１１－１ サービス JS-0002-1415

稲島自動車鈑金塗装 仙台市宮城野区 白鳥２－３１－２５　　 サービス PK-0000-2535

リラクゼーションサロン 養心堂 仙台市宮城野区 福室１－８－１１ サービス JS-0003-3070

HARDWORKER’S 株式会社 仙台市宮城野区 福田町南２－４－１５ サービス JS-0001-5086

SiGN 仙台市宮城野区 平成２－１５－２１０１ サービス JS-0001-4268

イーグル整骨院仙台東口店 仙台市宮城野区 榴岡１－２－１２　２Ｆ サービス JS-0004-0912

HAIRLIGHTSLOWCAL 仙台市宮城野区 榴岡１－６－１７　小形ビル１Ｆ サービス JS-0001-3403

nt．hair － garage 仙台市宮城野区 榴岡２－１－１０　猪飼ビル３Ｆ サービス JS-0000-5631

ゼータラボ 仙台市宮城野区 榴岡２－１－１２　ＫＩビル７Ｆ サービス JS-0000-5782

NailSalon Ririo 仙台市宮城野区 榴岡２－１－８　第二森屋ビル３Ｆ サービス JS-0002-4506

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 JS-0002-2182

ネイルサロン RIMONE 仙台市宮城野区 榴岡２－３－３６　仙台蘭らんビル４Ｆ サービス JS-0002-2181

Fu・Fu － Lu 仙台市宮城野区 榴岡２－４－２　ミウラビル２Ｆ サービス JS-0002-4422

イーグル整骨院榴岡店 仙台市宮城野区 榴岡５－１３－１８　１Ｆ サービス JS-0004-0909


