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加盟店名 所在地 ジャンル

酒処かどっこ 仙台市若林区 遠見塚１－６－１９ 飲食店 JS-0002-0542

焼肉・ホルモン TAKA 仙台市若林区 遠見塚１－７－２６ 飲食店 JS-0004-7582

居酒屋いちの膳 仙台市若林区 沖野２－４－２０　１Ｆ 飲食店 JS-0001-0895

ドリーム 仙台市若林区 河原町１－１－３　プロモ河原町１０２　 飲食店 ZN-2000-5651

お好み焼田よし 仙台市若林区 河原町１－３－５７ 飲食店 JS-0005-2952

末廣寿し 仙台市若林区 河原町１－５－１５　ツインタワー広瀬川春圃１０１ 飲食店 SL-2001-0132

カフェ LACIDEM TOKO － TOKO 仙台市若林区 河原町１－５－１５　ツインタワー広瀬川春圃１Ｆ 飲食店 SL-2001-1240

広瀬橋いち 仙台市若林区 河原町２－１３－１６　１Ｆ 飲食店 JS-0004-1893

海鮮たべ処 英ちゃん 仙台市若林区 蒲町東１９－１４ 飲食店 JS-0005-0891

マデーニ 仙台市若林区 荒井１－１２－３ 飲食店 JS-0002-8803

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 ZN-0001-3595

海鮮ダイニング萩 仙台市若林区 若林２－６－２ 飲食店 JS-0005-7654

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 JS-0004-4206

おにぎり Bar piggy 仙台市若林区 新寺１－３－２１　イーストビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5530

居酒屋矢三朗 新寺店 仙台市若林区 新寺１－６－８　チサンマンション第３仙台１０１ 飲食店 JS-0002-4639

渡辺商店 仙台市若林区 新寺２－１－１８　佐々木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2902

VivaceYasaburo 仙台市若林区 新寺３－１－５７　弁慶仙台東口ビル１・２Ｆ 飲食店 JS-0002-4660

大衆酒場矢三朗 大和町店 仙台市若林区 大和町２－１－１５　たかろくビル２－１Ｆ 飲食店 JS-0002-4661

ときわ亭 大和町店 仙台市若林区 大和町２－１－２　キャッスル大和町１Ｆ 飲食店 JS-0005-8273

中華ダイニング きよ田 仙台市若林区 大和町５－１２－２５ 飲食店 JS-0005-8960

明月苑 大和町店 仙台市若林区 大和町５－２－１５ 飲食店 JS-0000-2506

赤から仙台大和町店 仙台市若林区 大和町５－３０－３ 飲食店 JS-0003-5035

SAMURAI 仙台市若林区 大和町５－４－２１－９ 飲食店 JS-0000-5045

志津川屋 仙台市若林区 大和町５－４－２５　ライオンズマンション１Ｆ 飲食店 JS-0004-0446

炭火串焼 メローバード 仙台市若林区 土樋１－１１－１２　星ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1711

ダイニングサタ 仙台市若林区 土樋１－１１－１２　星ビル２０２ 飲食店 JS-0003-1712

ダナエ 仙台市若林区 土樋２８０ 飲食店 JS-0002-1884

和食家おはこ十八番 仙台市若林区 東七番丁１７２　都ハイツＢ－２ 飲食店 JS-0004-3713

前門 仙台市若林区 南材木町８ 飲食店 JS-0002-7739

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 JS-0004-1846

SPARK COFFEE ROASTERS 仙台市若林区 連坊小路１３８　 飲食店 SL-2000-6486

さくら亭 六丁の目店 仙台市若林区 六丁の目南町１－１８　ソレイユ１０１ 飲食店 JS-0003-3034

虎太郎 仙台市若林区 六丁の目南町８－７　ミウラビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9855

ステーキハウスエアーズロック 仙台市若林区 六丁の目北町６－１２ 飲食店 JS-0002-5242

アクアプロジェクト ナッシュビル 仙台市若林区 かすみ町８－１８ ショッピング JS-0002-8039

おうちでごはん Heureuxheure 仙台市若林区 なないろの里１－１９－３　メリディアン四番館１０５ ショッピング JS-0005-5414

有限会社佐藤自動車 仙台市若林区 なないろの里２－１７－８ ショッピング JS-0002-7947

トップレンジ 仙台市若林区 なないろの里２－２６－１０ ショッピング JS-0001-7071

ラベンダー薬局 仙台市若林区 堰場１２－５　ソレアード舟丁１Ｆ ショッピング JS-0004-9697

フラワーズ 彩 AYA 仙台市若林区 遠見塚２－４０－２１ ショッピング JS-0001-9589
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ナチュラルハーモニーハウス沖野直営店 仙台市若林区 沖野２－８－２０　マルゼンプラザ１０３ ショッピング JS-0004-7267

青葉画荘 仙台市若林区 卸町２－８－３ ショッピング JS-0000-9058

LINBAK 仙台市若林区 卸町５－２－５ ショッピング JS-0001-0478

（株）シービーピー仙台 仙台市若林区 卸町東４－１－１ ショッピング JS-0000-4608

サンシン自動車 仙台市若林区 卸町東４－２－１８　 ショッピング SL-2000-5913

ダイコク扇町店 仙台市若林区 卸町東４－３－１６ ショッピング JS-0001-1580

スマイルモータース株式会社 仙台市若林区 卸町東５－４－５ ショッピング JS-0000-5597

theday 仙台市若林区 河原町１－５－４１ ショッピング JS-0004-3026

つるみ薬局　古城店 仙台市若林区 古城３－６－１０　　 ショッピング PK-0000-8377

モイスティーヌサロン simple 仙台市若林区 荒井１－２－３　コンフォース荒井１０２ ショッピング JS-0003-0659

萱場商店 仙台市若林区 荒井２－１８－１４　　 ショッピング PK-0000-4110

エムツー調剤薬局荒井店 仙台市若林区 荒井６－２－３ ショッピング JS-0005-5610

荒町調剤薬局 仙台市若林区 荒町１２３ ショッピング JS-0005-9889

フラワ－＆グリ－ン・マルソ－ 仙台市若林区 荒町１５６　　 ショッピング PK-0000-6258

ハワイアンガーデン マウオアフ 仙台市若林区 穀町３　サンエイト穀町１Ｆ ショッピング JS-0000-9940

フローリスト花木屋 仙台市若林区 志波町３－１　１Ｆ ショッピング JS-0003-2174

奥州園芸 仙台市若林区 上飯田１－１５－１３　 ショッピング SL-2000-3061

成和堂印店 仙台市若林区 新寺３－１１－２３ ショッピング JS-0000-5582

CPSalon ポーセリア 仙台市若林区 新寺５－６－２２　エアーズロックビル２Ｆ ショッピング JS-0004-4109

REALDEAL 仙台市若林区 大和町５－３２－７ ショッピング JS-0001-0053

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 JS-0001-7461

プラス モト 仙台市若林区 南小泉八軒小路５－６－１０２ ショッピング JS-0002-1807

甜菓堂 仙台市若林区 連坊１－５－２３　 ショッピング SL-2000-6750

大黒屋 仙台市若林区 連坊２－１－１　　 ショッピング PK-0000-4816

マルチュウ 仙台市若林区 連坊小路１０５　　 ショッピング PK-0000-8700

カギの救急車六丁の目店 仙台市若林区 六丁の目中町７－７６ ショッピング JS-0004-6626

hairdressingsal 仙台市若林区 伊在２－２－４　　 サービス PK-0000-1822

伊達の街どうぶつ病院 仙台市若林区 伊在東通４８－７ サービス JS-0003-2097

ドッグサロン アンジェリーク 仙台市若林区 一本杉町１０－３４ サービス JS-0002-4388

株式会社カービューティープラザ 仙台市若林区 卸町東４－４－１９ サービス JS-0003-8462

カーテックラボ 仙台市若林区 卸町東５－７－３０ サービス JS-0001-2946

美容室マニッシュ 仙台市若林区 河原町１－４－２０ サービス JS-0001-4958

Dear Birthday 仙台市若林区 河原町１－４－６　庄司コーポ１Ｆ サービス JS-0001-5199

テッツ犬猫病院 仙台市若林区 古城３－１４－３６ サービス JS-0003-3146

タイ式リラクゼ－ションサロン　sa 仙台市若林区 五橋３－６－２１　第２五橋ビル２０２　 サービス PK-0000-9068

大内動物病院 仙台市若林区 荒井７－３ー２２　 サービス SL-2000-5425

かなで接骨院 仙台市若林区 荒井高屋敷５－２　カンフォタブルモモ１０４ サービス JS-0002-8746

ヘアメイク　ピ－ス 仙台市若林区 荒町９３　　 サービス PK-0000-7771

Cherie 仙台市若林区 穀町１３　ハイツ欅１０６ サービス SL-2000-3190

みらい接骨治療院 仙台市若林区 三百人町１３６　イーストパーク３００－１０１ サービス JS-0002-5783

hairsalonmaneuver 仙台市若林区 志波町１１－８　　 サービス ZN-0001-4132

ヘアーサロン フジ 仙台市若林区 若林２－５－７ サービス JS-0003-9159

ヴィフ　ヘアー 仙台市若林区 新寺５－８－３０ サービス JS-0003-0386

株式会社北整備 仙台市若林区 鶴代町３－３５－７ サービス JS-0001-2670
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めぐみ整骨院 仙台市若林区 土樋１－１１－８－１０１　 サービス SL-2000-4510

たく河原町整体院若林区本院 仙台市若林区 南材木町９２－２　南材ビル１Ｆ　 サービス PK-0000-0311

Hair Smily 仙台市若林区 白萩町２８－１９ サービス JS-0003-8922

BARBER OPUSONE 仙台市若林区 連坊１－５－４７　関口コーポ１Ｆ サービス JS-0001-4684

丸静自動車整備株式会社 仙台市若林区 六郷３－７ サービス JS-0000-3684

健生薬局 仙台市若林区 六丁の目西町３－３３　サンブラン六丁の目１０６ サービス JS-0003-4153

m’s　hair　Raichi 仙台市若林区 六丁の目南町１０－１　　 サービス PK-0000-8137

VINCENT BARBER CLUB 仙台市若林区 六丁の目南町１－１２　カラーズ六丁の目ビル１０３ サービス JS-0003-3347

（有 オートカンパニー 仙台市若林区 六丁の目南町８－３５ サービス JS-0004-6967

株）東北安全ガラス仙台営業所 仙台市若林区 六丁の目南町８－８２ サービス JS-0002-8243

グラベルオートサービス 仙台市若林区 六丁の目北町１５－６０ サービス JS-0001-1998

カラオケ合衆国 仙台六丁の目店 仙台市若林区 六丁の目南町９－２ エンターテインメント JS-0001-9057

とことこ薬局河原町店 仙台市若林区 河原町１－５－１５　ツインタワー広瀬川春圃 その他 SL-2001-1106

爬虫類倶楽部仙台店 仙台市若林区 荒町７３－１　横山ハイツ１ その他 JS-0000-7591

poodlelifefairyland 仙台市若林区 六丁の目東町３－１－１０１ その他 JS-0003-0196


