
宮城県

No 屋号 店舗名 郵便番号 都道府県 住所 建物名 TEL

1 エル カジェーロ タパス アンド バー エル カジェーロ タパス アンド バー 981-3133 宮城県 仙台市泉区泉中央1-6-3 セルバテラス2F 022-343-6624

2 貝と酒 贔屓 貝と酒 贔屓 980-0803 宮城県 仙台市青葉区国分町2-15-2 グランパレビル1F 022-796-4408

3 集合郎 集合郎一番町本店 980-0811 宮城県 仙台市青葉区一番町4-5-13 サンシャインビルB1F 022-267-1608

4 集合郎 集合郎はなれ店 980-0021 宮城県 仙台市青葉区中央2-4-11 水晶堂ビルB1 022-215-8260

5 集合郎 集合郎長町店 982-0011 宮城県 仙台市太白区長町7-24-26 三水苑長町ビル2F 022-746-5877

6 集合郎 集合郎上杉店 980-0000 宮城県 仙台市青葉区上杉1-8-17 上杉21ビルB1 022-797-5643

7 萬彩 萬彩仙台駅前店 980-0021 宮城県 仙台市青葉区中央3-6-12 仙台南町通ビル3F 022-263-1682

8 とらの尾 とらの尾 980-0803 宮城県 仙台市青葉区国分町2-9-35 022-265-1682

9 炭鮮 炭鮮国分町店 980-0803 宮城県 仙台市青葉区国分町2-10-14  エムロード1F 022-267-5606

10 炭鮮 炭鮮泉中央店 981-3133 宮城県 仙台市泉区泉中央1-19-4 102 022-341-7881

11 炭鮮 炭鮮長町南店 982-0011 宮城県 仙台市太白区長町7-24-53 長町7-oh!ビル1F 022-304-5788 

12 炭鮮 炭鮮仙台駅前店 980-0021 宮城県 仙台市青葉区中央4-1-3 仙台プレイビル3F 022-797-0048

13 仙台うみの杜水族館 仙台うみの杜水族館内フードコート 983-0013 宮城県 仙台市宮城野区中野4丁目6番地 022-355-2222

14 つぼ八 仙台駅前店 980-0021 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央1-8-38
AKビル6F 022-213-6288

15 つぼ八 多賀城店 985-0842 宮城県 宮城県多賀城市桜木３－１－４６ 022-361-3855

16 つぼ八 古川店 989-6117 宮城県 宮城県大崎市古川旭3-8-33 0229-21-0222

17 つぼ八 佐沼大やす店 987-0511 宮城県 宮城県登米市迫町佐沼字中江4-14-4 0220-22-4912

18 茜どき 仙台おおまち 980-0811 宮城県 仙台市青葉区一番町3-1-24Ｂ1 022-217-7508

19 森のパルク 980-0811 宮城県 仙台市青葉区一番町３－４－１ 藤崎一番町館Ｂ１Ｆ 022-712-6271

20 土古里 仙台店 980-0021 宮城県 仙台市青葉区中央1-8-32 名掛丁センター街2階 022-797-7402

21 やきとりの扇屋 仙台国分町店 980-0803 宮城県 仙台市青葉区国分町3-8-9 大西ビル1F 022-212-6105

22 やきとりの扇屋 名取杜せきのした店 981-1227 宮城県 名取市杜せきのした2-2-17 022-383-7877

23 やきとりの扇屋 仙台富沢店 982-0014 宮城県 仙台市太白区大野田字五反田4-8（53BIL) 022-796-3571

24 やきとりの扇屋 仙台荒井店 984-0032 宮城県 仙台市若林区新井字梅の木117-1 022-369-3558

25 備長扇屋 仙台石巻立町店 986-0824 宮城県 石巻市立町2丁目4-37 - 0225-96-0888

26 備長扇屋 石巻新境町店 986-0864 宮城県 石巻市新境町1-2-3 - 0225-23-8817

27 本陣串や 仙台花京院店 980-0014 宮城県 仙台市青葉区本町1-12-3 - 022-212-7337

28 土風炉 仙台東口店 983-0852 宮城県 仙台市宮城野区榴岡2-2-12 アーバンライフ橋本1F 022-292-5775

29 とりあえず吾平 仙台宮城野新田東店 983-0039 宮城県 仙台市宮城野区新田東1-18-2 022-237-0511

30 とりあえず吾平 宮城石巻蛇田店 986-0868 宮城県 石巻市恵み野2丁目6-1 0225-21-5777

31 とりあえず吾平 宮城石巻湊店 986-0011 宮城県 石巻市湊字一里塚24-1 0225-96-8228

32 とりあえず吾平 南仙台店 981-1106 宮城県 仙台市太白区柳生2-5-1 022-741-1058

33 餃子の王将 仙台一番町店 980-0811 宮城県 仙台市青葉区一番町4-4-31 022-266-2088

34 餃子の王将 仙台六丁の目店 984-0004 宮城県 仙台市若林区六丁の目東町1-15 022-287-8233

35 餃子の王将 アリオ仙台泉店 981-3133 宮城県 仙台市泉区泉中央1-5-1 022-371-7522

36 餃子の王将 イオン仙台店 980-0021 宮城県 仙台市青葉区中央2丁目3-6 022-266-3788

37 餃子の王将 4号仙台中田店 981-1103 宮城県 仙台市太白区中田町字後河原37-4 022-397-9931

38 餃子の王将 多賀城店 985-0874 宮城県 多賀城市八幡1丁目7-30 022-781-9168


