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R3-00001 令和3年6月2日 藜 仙台市青葉区一番町3-8-1　ラベルヴィビルB1F https://akaza.website 仙台市青葉区

R3-00002 令和3年6月2日 仙臺chinese funku 仙台市青葉区大町2丁目11-1　山川ビル1F 仙台市青葉区

R3-00003 令和3年6月2日 創作料理居酒屋　真都～マツ～ 仙台市青葉区一番町4丁目3-12　第5吉岡屋ビル5階 https://www.hotpepper.jp/strJ001245906/ 仙台市青葉区

R3-00004 令和3年6月2日 しゃぶ禅　仙台店 仙台市青葉区一番町3-10-23　ベルモーズビルB1F https://www.shabuzen.jp/sendai/ 仙台市青葉区

R3-00005 令和3年6月2日 いち道 仙台市青葉区国分町2丁目5-3　ゴロク壱番館1階 仙台市青葉区

R3-00006 令和3年6月7日 和食十喜 仙台市青葉区本町1-2-5　第三志ら梅ビル1階 https://www.tashigi-sendai.net/ 仙台市青葉区

R3-00007 令和3年6月7日 心づくしいなせ 仙台市青葉区中央3丁目6-22　駅前のぞみビル1階 https://inase-sendai.net/ 仙台市青葉区

R3-00008 令和3年6月7日 せり草庵 仙台市青葉区中央3丁目6-12　仙台南町通りビル2階 https://serisouan.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00009 令和3年6月7日 たもたも 仙台市青葉区中央一丁目7の40　大野第一ビル4F http://www2s.biglobe.ne.jp/~tamotamo 仙台市青葉区

R3-00010 令和3年6月8日 ミュージックエンドレス 仙台市青葉区川平一丁目19番2号 仙台市青葉区

R3-00011 令和3年6月8日 オラータ 亘理郡山元町小平字63-7 山元町

R3-00012 令和3年6月8日 炭火焼肉処高村屋 亘理郡亘理町吉田字中原55-593 亘理町

R3-00014 令和3年6月8日 旅籠 仙台市青葉区一番町4丁目10-11 FRKビル三階 http://www.sake-japan-hatago.jp 仙台市青葉区

R3-00015 令和3年6月9日 欅屋 仙台市青葉区昭和町6-2 仙台市青葉区

R3-00016 令和3年6月9日 松島国際カントリークラブ 黒川郡大郷町中村字谷地際山5-28 https://matsushima-kokusai-cc.co.jp 大郷町

R3-00017 令和3年6月9日 和菜　しば田 仙台市青葉区二日町10-28　伊澤ビル1F http://wasai-shibata.com/ 仙台市青葉区

R3-00018 令和3年6月9日 チャーリー 仙台市青葉区一番町4-4-11　川政ビル3F https://kurokawa71.wixsite.com/charlie-sendai 仙台市青葉区

R3-00019 令和3年6月9日 fishてーぶる 仙台市宮城野区高砂1丁目154-2　2階 仙台市宮城野区

R3-00020 令和3年6月9日 ふきの香 仙台市泉区南光台東1丁目1-20 仙台市泉区

R3-00021 令和3年6月9日 大観楼 仙台市青葉区一番町3-9-5 http://daikanrou.gorp.jp 仙台市青葉区

R3-00022 令和3年6月9日 寿司本 仙台市青葉区一番町2-4-18 仙台市青葉区

R3-00023 令和3年6月9日 Desporter Café&Bar Haru～8615～ 仙台市宮城野区出花2丁目70-6　第二今泉コーポ101 http://www.haru8615.com 仙台市宮城野区

R3-00024 令和3年6月9日 味の牛たん喜助　エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1　エスパル仙台店地下1階 https://kisuke.co.jp 仙台市青葉区

「選ぶ！選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」　認証店舗一覧
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R3-00025 令和3年6月9日 飲み処・食い処　ゆめや 仙台市青葉区国分町2丁目6-13　相沢ビルB1 http://sendai-yumeya.com/ 仙台市青葉区

R3-00026 令和3年6月14日 わび彩 仙台市青葉区一番町4-4-2　イマス一番町ビルB1F 仙台市青葉区

R3-00027 令和3年6月14日 わびいち 仙台市青葉区国分町2-12-5　凱旋門ビル1F 仙台市青葉区

R3-00028 令和3年6月14日 日々木 仙台市青葉区国分町2-10-11　第三吉岡屋ビル1F 仙台市青葉区

R3-00029 令和3年6月14日 NOBATTE 仙台市青葉区一番町4丁目3-11　M-ONEビル4階
https://ja-
jp.facebook.com/NOBATTE?form=MY01SV&OCID=MY01SV

仙台市青葉区

R3-00030 令和3年6月14日 俺たちの焼肉屋　横綱 仙台市青葉区国分町2-12-3　第六吉岡屋ビル2F 仙台市青葉区

R3-00031 令和3年6月14日 焼肉くりこ 気仙沼市田中前3丁目7-6 https://r.goope.jp/kuriko 気仙沼市

R3-00032 令和3年6月14日 炭火焼肉酒家　牛亭 仙台市宮城野区福田町1-2-16 http://moridai.com/ 仙台市宮城野区

R3-00033 令和3年6月14日 いざかや鍋ダイニング　まる 大崎市古川駅前大通1-3-1 https://tabelog.com/miyagi/A0403/A040301/4010501/ 大崎市

R3-00034 令和3年6月14日 味工房 仙台市青葉区一番町二丁目4-10 https://ajikoubou.jimdofree.com/ 仙台市青葉区

R3-00035 令和3年6月14日 鉄板　松阪屋 仙台市青葉区国分町1丁目6-1　ルナパーク1番町ビル3階 https://matsuzakaya.gorp.jp/ 仙台市青葉区

R3-00036 令和3年6月14日 とんこつらあめん楽　仙台南店 仙台市太白区山田字田中前181　ヨークタウン内 仙台市太白区

R3-00037 令和3年6月14日 旬味食彩　佳乃 仙台市青葉区国分町2丁目1-28　鈴木ビル2階 https://www.sendai-kano.com/ 仙台市青葉区

R3-00038 令和3年6月14日 札幌味噌ラーメン　葵葉 仙台市青葉区一番町1-6-22　シャンポール一番町ビル地下1F 仙台市青葉区

R3-00039 令和3年6月14日 ぶぶや 仙台市青葉区大手町6-9　コンノハイツ101 仙台市青葉区

R3-00040 令和3年6月14日 焼肉屋ローズガーデン 仙台市青葉区国分町2丁目8-12　国分町Kビル地下1階 https://www.hotpepper.jp/strJ000027613/ 仙台市青葉区

R3-00041 令和3年6月14日 笑家 仙台市青葉区一番町4丁目1-1　仙台セントラルビル地下1階 http://sho-yaizakaya.com/ 仙台市青葉区

R3-00042 令和3年6月14日 炭火焼肉ばた 仙台市青葉区上杉1-9-10 https://yakiniku-bata.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00043 令和3年6月14日 すし光 仙台市泉区上谷刈三丁目6-3　カヤバプラザ参番館102 仙台市泉区

R3-00044 令和3年6月14日 さぬきうどんまるさん 仙台市青葉区川平３丁目４７－２２ 仙台市青葉区

R3-00045 令和3年6月14日 華の縁 仙台市青葉区中央３－５－３０　Ｔ＆Ｉ　ＮＥＸＴ２　２Ｆ http://www.hana-no-en.jp/ 仙台市青葉区

R3-00046 令和3年6月15日 大衆酒場　波琉 仙台市宮城野区宮城野１丁目１－２８ 仙台市宮城野区

R3-00047 令和3年6月17日 仙台　五臓六腑 仙台市青葉区国分町二丁目10番3号 https://sendai56.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00048 令和3年6月17日 びすとろぼんてん岩沼店 岩沼市館下1丁目3-1　岩沼駅前KSビル2F 岩沼市

R3-00049 令和3年6月17日 串や兆助 角田市角田字中島下103-1 角田市
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R3-00050 令和3年6月17日 らーめん専門店　東龍　多賀城店 多賀城市町前一丁目２番５号 多賀城市

R3-00051 令和3年6月17日 土古里仙台店 仙台市青葉区中央1-8-32　名掛丁センター街2F https://tokori-sendai.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00052 令和3年6月17日 割烹　古梅荘 大崎市古川川端６－３ 大崎市

R3-00053 令和3年6月17日 串道楽 黒川郡大和町吉岡字車東１１－２ 大和町

R3-00055 令和3年6月17日 カフェ＆コワーキングKitai 柴田郡柴田町船岡中央三丁目７－２０ https://www.mirai-kitai.jp/ 柴田町

R3-00056 令和3年6月17日 ぼんてん漁港長町店 仙台市太白区長町3丁目5-3　ライオンズプラザ1階 仙台市太白区

R3-00057 令和3年6月17日 旬味酒菜中鉢 大崎市古川東町3-46　中鉢ビル1F https://smss-chubachi-2000.gorp.jp/ 大崎市

R3-00058 令和3年6月17日 レストラン　スギヤマ 大崎市古川北町１－１－２０ 大崎市

R3-00059 令和3年6月17日 六金 仙台市青葉区中央１－６－１　HerbSENDAIビル４階 https://rokukin-sendai.com/ 仙台市青葉区

R3-00061 令和3年6月17日 和膳　きたはま 大崎市古川中里１丁目１０－８ http://www.kitahama-jp.com/ 大崎市

R3-00062 令和3年6月17日 Trattoria S 仙台市青葉区大町1-1-8　第3青葉ビル1F 仙台市青葉区

R3-00063 令和3年6月17日 Restaurant＆Bar　雅朧 大崎市古川台町1-8 http://www.e-garou.com/ 大崎市

R3-00064 令和3年6月17日 ホシヤマ珈琲店　アエル店 仙台市青葉区中央1-3-1　アエル2F http://www.hoshiyama.co.jp/a-aire/ 仙台市青葉区

R3-00065 令和3年6月17日 francesca（フランチェスカ） 仙台市青葉区大町2丁目5-3　コーポラティブハウス大町202 http://www.francca.jp/ 仙台市青葉区

R3-00066 令和3年6月21日 与五郎寿司本店 仙台市青葉区国分町2-15-20　与五郎ビル1階 仙台市青葉区

R3-00067 令和3年6月21日 すろーふーど三次 仙台市青葉区国分町2-7-1　OH3番館1階 https://hitosara.com/0006056090/ 仙台市青葉区

R3-00068 令和3年6月21日 宙と海とMe 仙台市青葉区錦ヶ丘6-28-7 仙台市青葉区

R3-00069 令和3年6月21日 焼肉おはる仙台大和町店 仙台市若林区大和町5-3-19 仙台市若林区

R3-00070 令和3年6月21日 焼肉おはる国分町店 仙台市青葉区国分町2-12-5　凱旋門ビル1階 仙台市青葉区

R3-00071 令和3年6月21日 横浜家系　一寿美家 仙台市泉区七北田字大沢柏33-1 仙台市泉区

R3-00072 令和3年6月21日 伊勢屋 遠田郡美里町字藤ヶ崎町7番地1 美里町

R3-00073 令和3年6月21日 翠松亭 塩竈市海岸通4-8 塩竈市

R3-00074 令和3年6月21日 糀や仁太郎仙台駅前店 仙台市青葉区中央二丁目2-38　フォーシーズンビル8F 仙台市青葉区

R3-00075 令和3年6月21日 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 仙台市青葉区

R3-00076 令和3年6月21日 空海工房　そば処壽庵 角田市君萱字菖蒲沢135 https://kukaikobo.com/ 角田市
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R3-00077 令和3年6月21日 呑み処　喰い処　遠野物語 仙台市青葉区堤通雨宮町４－１１　伊藤ビル１０２ 仙台市青葉区

R3-00078 令和3年6月21日 陸女鮨 仙台市泉区八乙女２－１２－１３ 仙台市泉区

R3-00080 令和3年6月21日 癒.酒.屋.わおん 仙台市青葉区中央3-3-18　新庄ビル地下1階 https://izakayawaon.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00081 令和3年6月21日 焼肉ハウス　京都苑 塩竈市白萩町2-21 塩竈市

R3-00082 令和3年6月21日 小料理bar 路地とうや 仙台市青葉区国分町２丁目１－２６ https://rojito-ya.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00083 令和3年6月21日 和洋亭　ぶざん 柴田郡大河原町字新南２５の１８ 大河原町

R3-00084 令和3年6月21日 鉄板屋　じゅうじゅう 登米市迫町佐沼字中江４－１２－３ 登米市

R3-00085 令和3年6月21日 炉ばた　はたはた 柴田郡柴田町船岡西一丁目1-1 柴田町

R3-00086 令和3年6月21日 中国料理『雲雀』 石巻市末広町2-13 石巻市

R3-00087 令和3年6月21日 est 仙台市太白区長町1丁目2-11 1F 仙台市太白区

R3-00088 令和3年6月21日 伝八寿司 仙台市青葉区国分町2丁目2-23　レモンシャトービル1F 仙台市青葉区

R3-00089 令和3年6月21日 ぼんてん漁港北仙台駅前店 仙台市青葉区昭和町5-38　FROMONE 2F 仙台市青葉区

R3-00090 令和3年6月21日 伊達魚貝料理　仙台藩 仙台市青葉区中央3丁目9-20 https://t357700.gorp.jp/ 仙台市青葉区

R3-00091 令和3年6月21日 阿古 仙台市青葉区国分町2丁目11-11　千松島ビル1階 仙台市青葉区

R3-00092 令和3年6月21日 COFFEE ROOM セレーネ 仙台市青葉区二日町9-7　大木青葉ビル1F 仙台市青葉区

R3-00093 令和3年6月21日 鮨喜福 仙台市青葉区立町15-6　佐々木ビル1F 仙台市青葉区

R3-00094 令和3年6月21日 とんかつ処　岩松 仙台市青葉区大町２－１３－１６ 仙台市青葉区

R3-00095 令和3年6月23日 鉄板ダイニング　誉 仙台市青葉区春日町1-5　SKビル４F http://www.t-taka.com/ 仙台市青葉区

R3-00096 令和3年6月23日 とぅいんくる 仙台市若林区大和町五丁目4-20 仙台市若林区

R3-00097 令和3年6月23日 糀や仁太郎 仙台市青葉区国分町2-5-18　コロニアルビル2階 仙台市青葉区

R3-00098 令和3年6月23日 プレセティア内康 東松島市大曲字堰の内南122-2 http://www.uchiyasu.co.jp/ 東松島市

R3-00099 令和3年6月23日 仙台ホルモン・焼肉　ときわ亭　西多賀店 仙台市太白区西多賀１－２２－１３ http://sendai.tokiwatei.com/nishitaga/ 仙台市太白区

R3-00101 令和3年6月23日 魚・炭・酒　おはし二日町 仙台市青葉区二日町３－３０　２階 https://www.facebook.com/ohashi084/ 仙台市青葉区

R3-00102 令和3年6月23日 ももや総本店 仙台市青葉区二日町３－３０　1階 https://www.facebook.com/momoya29/ 仙台市青葉区

R3-00103 令和3年6月23日 浜焼グリル離宮 宮城郡松島町松島字浪打浜18番地 https://rikyu-m.com/gourmet/shop01/ 松島町

https://izakayawaon.owst.jp/
https://rojito-ya.owst.jp/
https://t357700.gorp.jp/
http://www.t-taka.com/
http://www.uchiyasu.co.jp/
http://sendai.tokiwatei.com/nishitaga/
https://www.facebook.com/ohashi084/
https://www.facebook.com/momoya29/
https://rikyu-m.com/gourmet/shop01/
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R3-00104 令和3年6月23日 開城苑 仙台市青葉区昭和町2-29 仙台市青葉区

R3-00105 令和3年6月23日 すしやの山孝 塩竈市港町1-4-1　マリンゲート塩釜2F 塩竈市

R3-00106 令和3年6月23日 タイ料理レストランThaChang 仙台市青葉区本町1-1-1　アジュール地下1階 https://thachang.jp/ 仙台市青葉区

R3-00107 令和3年6月23日 食事処銚子屋 石巻市さくら町二丁目16番4 石巻市

R3-00108 令和3年6月23日 寿司・割烹　竹乃浦（飛翔閣） 石巻市山下町1-19-6 http://www.hisyoukaku.com/ 石巻市

R3-00109 令和3年6月23日 WAVY 仙台市青葉区本町16-15　ツルミヤ本町ビル東練3階 http://www.instagram.com/wavy_sendai/ 仙台市青葉区

R3-00110 令和3年6月23日 金市朗　仙台駅前店 仙台市青葉区中央１丁目７－１　志ら梅ビル２階 仙台市青葉区

R3-00111 令和3年6月23日 bar OBORO 仙台市青葉区国分町２丁目１－１１　ソシアルビル５０４ https://hitosara.com/0006064358/ 仙台市青葉区

R3-00112 令和3年6月23日 Pizzeria e trattoria il elianto 岩沼市桜5-6-23 岩沼市

R3-00113 令和3年6月23日 中華そば　みずさわ屋 仙台市青葉区栗生5丁目18-17 仙台市青葉区

R3-00114 令和3年6月23日 台湾屋台料理　台味 仙台市青葉区一番町4丁目7-7 http://taiway.jp/ 仙台市青葉区

R3-00115 令和3年6月23日 夕焼け麦酒園 仙台市青葉区花京院1丁目2-20 https://yuuyakebeeren.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00116 令和3年6月23日 焼肉パルパル南光台店 仙台市泉区南光台南一丁目2-11 仙台市青葉区

R3-00117 令和3年6月23日 一寸一杯　咲くら 多賀城市桜木3丁目7-11 多賀城市

R3-00118 令和3年6月23日 焼肉じゅうじゅう館 仙台市泉区向陽台3丁目36-27　コーポ山内102 仙台市泉区

R3-00119 令和3年6月23日 花えにし 仙台市太白区泉崎1丁目14-3 仙台市太白区

R3-00120 令和3年6月23日 旬菜　雅 仙台市青葉区中央4-1-3　仙台プレイビル地下1階 仙台市青葉区

R3-00121 令和3年6月23日 かこいや仙台駅前店 仙台市青葉区中央3-6-10　フージャース仙台駅前ビル6F https://www.ginzalion.jp/shop/brand/kakoiya/shop102.html 仙台市青葉区

R3-00122 令和3年6月23日 サッポロビール　仙台ビール園 名取市手倉田字八幡310-1　サッポロビール仙台工場内 https://www.ginzalion.jp/shop/brand/brewery/shop121.html 名取市

R3-00123 令和3年6月23日 とんかつ福助 仙台市青葉区台原1-7-40 仙台市青葉区

R3-00124 令和3年6月23日 RonD Factory 仙台市青葉区北根3-19-25-101 https://rondfactory.jp/ 仙台市青葉区

R3-00125 令和3年6月23日 trattoria 銀 仙台市青葉区国分町3丁目8-12 https://hitosara.com/0005035365/ 仙台市青葉区

R3-00126 令和3年6月23日 石焼ステーキ贅　明石台店 富谷市明石台6-1-20 https://ishiyaki-zei.com/ 富谷市

R3-00127 令和3年6月23日 石焼ステーキ贅　富沢西店 仙台市太白区富田字京ノ北81-1 https://ishiyaki-zei.com/ 仙台市太白区

R3-00128 令和3年6月23日 菜時季　大原 仙台市青葉区中央3丁目1-21 https://ohara.syokuyuraku.com/ 仙台市青葉区

https://thachang.jp/
http://www.hisyoukaku.com/
http://www.instagram.com/wavy_sendai/
https://hitosara.com/0006064358/
http://taiway.jp/
https://yuuyakebeeren.owst.jp/
https://www.ginzalion.jp/shop/brand/kakoiya/shop102.html
https://www.ginzalion.jp/shop/brand/brewery/shop121.html
https://rondfactory.jp/
https://hitosara.com/0005035365/
https://ishiyaki-zei.com/
https://ishiyaki-zei.com/
https://ohara.syokuyuraku.com/
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R3-00129 令和3年6月23日 カフェモーツァルトフィガロ 仙台市青葉区川内元支倉34-1 仙台市青葉区

R3-00130 令和3年6月23日 CORVO 気仙沼市南町2-4-10 S207 https://corvo2018.com/ 気仙沼市

R3-00131 令和3年6月23日 SHOT&COCKTAIL DITA BAR 仙台市青葉区国分町2丁目12-32　シマヅビル3F https://dita-bar.studio.site/ 仙台市青葉区

R3-00132 令和3年6月23日 早文商店 加美郡加美町宮崎字町９８ 加美町

R3-00133 令和3年6月23日 りり～あっぷ 仙台市若林区連坊１－８－１２ 仙台市若林区

R3-00134 令和3年6月23日 語らい処　栄升 大崎市古川荒谷字本町４７ 大崎市

R3-00135 令和3年6月23日 日仏食堂　ラトリエ・ドゥ・ヴィーブル 仙台市青葉区本町１－１０－１５　斉藤ビル１階 仙台市青葉区

R3-00136 令和3年6月23日 廻鮮寿司塩釜港 塩竈市野田18-1 塩竈市

R3-00137 令和3年6月25日 四季亭　竹勢 仙台市宮城野区田子1丁目11-11 https://www.takesei.com/ 仙台市宮城野区

R3-00138 令和3年6月25日 restaurant miura 仙台市青葉区大町一丁目1-18　西欧館1F https://restaurant-miura.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00139 令和3年6月25日 港町の鉄板焼 塩竈市尾島町4-1　塩釜松竹ビル107 https://ja-jp.facebook.com/minatoteppan/ 塩竈市

R3-00140 令和3年6月25日 孔府家宴 仙台市太白区長町5-2-6　森民ビル1F https://www.hotpepper.jp/strJ001052426/ 仙台市太白区

R3-00141 令和3年6月25日 ギターバー　guitarbar 仙台市青葉区国分町2丁目13-11　ベルサイユビル201 http://www.guitarbar.jp/ 仙台市青葉区

R3-00142 令和3年6月25日 和食処　大ばん 仙台市青葉区中央一丁目７－６－B１ https://oban.syokuyuraku.com/ 仙台市青葉区

R3-00143 令和3年6月25日 バールダイコク 仙台市青葉区中央１丁目７－６　２階 https://bardaikoku.syokuyuraku.com/ 仙台市青葉区

R3-00144 令和3年6月25日 花遊膳 登米市迫町佐沼八幡１－１－７ http://www.hanayuzen-tome.jp/ 登米市

R3-00145 令和3年6月25日 わび助 登米市迫町佐沼中江４－１５－１ http://www.wabisuke-tome.jp/ 登米市

R3-00146 令和3年6月25日 だんまや水産岩沼駅前店 岩沼市館下１丁目３－１　岩沼駅前ビル１F 岩沼市

R3-00147 令和3年6月25日 料亭とり文 石巻市中央二丁目7-18 http://www.toribun.net/ 石巻市

R3-00148 令和3年6月25日 東日流旬彩しみず 仙台市青葉区立町4-8 仙台市青葉区

R3-00149 令和3年6月25日 やの字 仙台市青葉区国分町２－１２－１　ニュー国分町ビル地下1階 仙台市青葉区

R3-00150 令和3年6月25日 レストラン拓 仙台市青葉区一番町2－10－1　グランディＳ１階 仙台市青葉区

R3-00151 令和3年6月25日 ぼんてん漁港仙台東口店 仙台市宮城野区榴岡1-6-10 仙台市宮城野区

R3-00152 令和3年6月25日 焼肉・ホルモン　かないや 仙台市青葉区中央1-8-29　BPRスクエア1F 仙台市青葉区

R3-00153 令和3年6月25日 味の牛たん喜助　駅前中央本店 仙台市青葉区中央2-1-27　エバーアイ3階 https://www.kisuke.co.jp/ 仙台市青葉区

https://corvo2018.com/
https://dita-bar.studio.site/
https://www.takesei.com/
https://restaurant-miura.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/minatoteppan/
https://www.hotpepper.jp/strJ001052426/
http://www.guitarbar.jp/
https://oban.syokuyuraku.com/
https://bardaikoku.syokuyuraku.com/
http://www.hanayuzen-tome.jp/
http://www.wabisuke-tome.jp/
http://www.toribun.net/
https://www.kisuke.co.jp/
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R3-00154 令和3年6月25日 上野台二代目串正 仙台市青葉区国分町2-13-2 2F https://kushimasa.net/ 仙台市青葉区

R3-00155 令和3年6月25日 中国料理　大喜飯店 仙台市青葉区国分町2-12-20　都ビル1階 仙台市青葉区

R3-00156 令和3年6月25日 PUB CHAPPY 21 仙台市青葉区国分町2丁目14-25　ホテル定禅寺地下1階 仙台市青葉区

R3-00157 令和3年6月25日 旧伊達伯爵邸　鐘景閣 仙台市太白区茂庭字人来田西１４３－３ https://shoukeikaku.jp/ 仙台市太白区

R3-00158 令和3年6月25日 Link 仙台市青葉区国分町二丁目１０－１１　第三吉岡屋ビル６階 仙台市青葉区

R3-00159 令和3年6月25日 Pizzeria La Gita 塩竈市港町１－６－１０ https://www.pizzeria-la-gita.com/ 塩竈市

R3-00160 令和3年6月25日 レストラン　アポロン 仙台市青葉区一番町２丁目１１－１２　プレジデント一番町１０５ https://www.gohoubi-restaurant-apollon.com/ 仙台市青葉区

R3-00161 令和3年6月25日 集合郎　本店 仙台市青葉区一番町四丁目５－１３　サンシャインビルＢ１ https://shugoro-gyutan.com/ 仙台市青葉区

R3-00162 令和3年6月25日 君鮨 大崎市古川幸町1丁目7番32号 大崎市

R3-00163 令和3年6月25日 手打茶屋　ゆきち 仙台市青葉区国分町3-6-6 小野ビルB1 仙台市青葉区

R3-00164 令和3年6月25日 うわぬま屋 石巻市鋳銭場3-5 石巻市

R3-00165 令和3年6月25日 グリル赤井 仙台市青葉区本町1-12-12　GMビルB1F 仙台市青葉区

R3-00166 令和3年6月25日 仙台朝市　大黒 仙台市青葉区中央1-7-6　西原ビル2F https://daikoku.syokuyuraku.com/ 仙台市青葉区

R3-00167 令和3年6月25日 牛たん炭焼利久松島海岸駅前店 宮城郡松島町松島字町内45 松島町

R3-00168 令和3年6月25日 仏蘭西割烹れんがや 仙台市青葉区国分町３丁目４－１０ 仙台市青葉区

R3-00169 令和3年6月25日 ホテルメトロポリタン仙台　中国料理　「桃李」 仙台市青葉区中央一丁目1-1　ホテルメトロポリタン仙台２階 https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/touri/ 仙台市青葉区

R3-00170 令和3年6月25日 ホテルメトロポリタン仙台　日本料理「はや瀬」 仙台市青葉区中央一丁目1-1　ホテルメトロポリタン仙台２階 https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/hayase/ 仙台市青葉区

R3-00171 令和3年6月25日 ホテルメトロポリタン仙台　レストランセレニティ 仙台市青葉区中央一丁目1-1　ホテルメトロポリタン仙台２階 https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/serenity/ 仙台市青葉区

R3-00172 令和3年6月25日 ホテルメトロポリタン仙台　バーラウンジKNIGHT 仙台市青葉区中央一丁目1-1　ホテルメトロポリタン仙台１階 https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/knight/ 仙台市青葉区

R3-00173 令和3年6月25日 ホテルメトロポリタン仙台　ロビーラウンジ　シャルール 仙台市青葉区中央一丁目1-1　ホテルメトロポリタン仙台１階 https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/chaleur/ 仙台市青葉区

R3-00174 令和3年6月30日 イタリアンレストランチロル　仙台店 仙台市青葉区中央二丁目6-6　多楽茶屋ビルB1F https://www.hotpepper.jp/strJ000277279/ 仙台市青葉区

R3-00175 令和3年6月30日 スナックあかいくつ 多賀城市桜木3-1-8 多賀城市

R3-00176 令和3年6月30日 ねまれや 仙台市青葉区落合2-7-16　エフ店舗1F 仙台市青葉区

R3-00177 令和3年6月30日 呑食とみや 仙台市青葉区国分町2丁目12-19　協立第3国分町ビル1F 仙台市青葉区

R3-00178 令和3年6月30日 とんかつと豚肉料理　平田牧場
仙台市青葉区一番町３－１－１　仙台ファーストタワーアトリウム
棟２階

https://www.hiraboku.info/ 仙台市青葉区
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R3-00179 令和3年6月30日 濃厚鶏そば　シロトリコ 仙台市青葉区木町通１丁目１番２３号　木町通永沼ビル　１階 https://shirotoriko.com/ 仙台市青葉区

R3-00180 令和3年6月30日 かわはぎ料理　かつら 仙台市青葉区国分町2-15-20　与五郎ビル3F 仙台市青葉区

R3-00181 令和3年6月30日 日本料理　この花 白石市旭町１丁目２番１号 https://www.venezian.jp/restaurant/konohana.html 白石市

R3-00182 令和3年6月30日 キーズカフェ　白石蔵王店 白石市旭町１丁目２番１号 https://www.venezian.jp/restaurant/keys_cafe.html 白石市

R3-00183 令和3年6月30日 ニュー・センダイ酒場　左五平
仙台市青葉区一番町四丁目５－４０　おの万一番町ビル地下１
階

仙台市青葉区

R3-00185 令和3年6月30日 おきらく割烹　東山 岩沼市松ヶ丘二丁目１番１号 岩沼市

R3-00186 令和3年6月30日 炭火いちば　じゅう。 栗原市築館薬師4丁目1-45 栗原市

R3-00187 令和3年6月30日 いしのまき元気いちば2F元気食堂 石巻市中央2丁目11-11 http://genki-ishinomaki.com/ 石巻市

R3-00188 令和3年6月30日 とんかつ石松 仙台市青葉区折立2丁目8-10 仙台市青葉区

R3-00189 令和3年6月30日 五穀　名取店 名取市杜せきのした5丁目3番地の1　イオンモール名取1F 名取市

R3-00190 令和3年6月30日 瀬戸内天ぷら　味の一代　名取店 名取市杜せきのした5丁目3番地の1　イオンモール名取1F https://www.pierthirty.co.jp/shop/index.cgi?c=zoom&pk=36 名取市

R3-00191 令和3年6月30日 カレーハウスCoCo壱番屋　宮城大河原店 柴田郡大河原町字広表28-32 大河原町

R3-00192 令和3年6月30日 にぎわい居酒屋　集合郎　長町店 仙台市太白区長町7-24-26　三水苑長町ビル2階 https://shugoro-nagamachi.com/ 仙台市太白区

R3-00193 令和3年6月30日 旬菜ゆるり 大崎市古川新堀字城野22-3 大崎市

R3-00194 令和3年6月30日 さくら寿司 仙台市青葉区桜ヶ丘4丁目27-6 https://sakurasushi50.wixsite.com/sakurasushi 仙台市青葉区

R3-00195 令和3年6月30日 そば仙人 仙台市青葉区旭ヶ丘3丁目21-30 http://soba-sennin.jp/ 仙台市青葉区

R3-00196 令和3年6月30日 味彩絆本店 石巻市新成1丁目21番地6 石巻市

R3-00197 令和3年6月30日 和醸酒一杯屋　梟 気仙沼市田谷１－３ http://www.ippaiya.com/ 気仙沼市

R3-00198 令和3年6月30日 有限会社高砂寿司 仙台市宮城野区中野阿弥陀堂29-1 仙台市宮城野区

R3-00199 令和3年6月30日 牛タンレストラン陣中　仙台国際空港店 名取市下増田字南原　仙台国際空港内1F https://www.jinchu.jp/shop/ 名取市

R3-00200 令和3年6月30日 THE　MOST　COFFEE 仙台市青葉区中央3-7-5　PARCO2 3F https://tmc.hoshiyama.info/ 仙台市青葉区

R3-00201 令和3年7月1日 炭火焼肉　彩火 仙台市宮城野区原町一丁目3-11 仙台市宮城野区

R3-00202 令和3年7月1日 ホテルモントレ仙台1F エスカーレ 仙台市青葉区中央四丁目1-8　1階 https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/restaurant/shop/27.html 仙台市青葉区

R3-00203 令和3年7月1日 ホテルモントレ仙台6F 日本料理　隨縁亭 仙台市青葉区中央四丁目1-8　6階 https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/restaurant/shop/29.html 仙台市青葉区

R3-00204 令和3年7月1日 ホテルモントレ仙台17F 中国料理　彩雲 仙台市青葉区中央四丁目1-8　17、18階 https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/restaurant/shop/31.html 仙台市青葉区

https://shirotoriko.com/
https://www.venezian.jp/restaurant/konohana.html
https://www.venezian.jp/restaurant/keys_cafe.html
http://genki-ishinomaki.com/
https://www.pierthirty.co.jp/shop/index.cgi?c=zoom&pk=36
https://shugoro-nagamachi.com/
https://sakurasushi50.wixsite.com/sakurasushi
http://soba-sennin.jp/
http://www.ippaiya.com/
https://www.jinchu.jp/shop/
https://tmc.hoshiyama.info/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/restaurant/shop/27.html
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/restaurant/shop/29.html
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/restaurant/shop/31.html


認証番号 認証日 店舗名 住所 URL 市町村
（選択してください）

R3-00205 令和3年7月1日 バーアンディ 仙台市青葉区国分町3丁目6-6　小野ビル2F https://barandy.gorp.jp/ 仙台市青葉区

R3-00206 令和3年7月1日 いろは鮨 仙台市泉区加茂４－２８－１１ 仙台市泉区

R3-00207 令和3年7月1日 中華家　かいか 気仙沼市明戸６０－１ 気仙沼市

R3-00208 令和3年7月1日 榴岡銀杏 仙台市宮城野区榴岡1-7-15-101 仙台市宮城野区

R3-00209 令和3年7月1日 焼肉パルパル市名坂店 仙台市泉区市名坂字萩清水102-1 仙台市泉区

R3-00210 令和3年7月1日 鮨の遊彩 仙台市宮城野区幸町三丁目3番1号　YSKコーポ103 https://www.yousai.link/ 仙台市宮城野区

R3-00211 令和3年7月1日 ブレアマリーナ 塩竈市港町1-4-1　マリンゲート塩釜2F https://blair-blair.com/blairmarina.html 塩竈市

R3-00212 令和3年7月1日 函太郎ララガーデン長町店 仙台市太白区長町7-20-5　店舗番号3030 https://www.gatten.co.jp/brand/?name=hakodate 仙台市太白区

R3-00213 令和3年7月1日 母屋 仙台市太白区鈎取2丁目1-27 仙台市太白区

R3-00214 令和3年7月1日 Meet Restaurant T's 大崎市古川台町9-20　リオーネふるかわ2F https://ameblo.jp/takahashits/ 大崎市

R3-00215 令和3年7月1日 居酒屋つるかめ 仙台市青葉区本町2-9-2　エンドウビル1F http://www.fujita-seisaku.co.jp/tsurukame/ 仙台市青葉区

R3-00216 令和3年7月1日 キッチンカフェ　ベア 登米市津山町横山字伊貝28-6 登米市

R3-00217 令和3年7月1日 2号店東北農場バル 仙台市青葉区中央4-2-9　スガダンビル3F https://nouzyoubal.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00218 令和3年7月1日 松竹膳處 仙台市青葉区大町2-10-23-1-A 仙台市青葉区

R3-00219 令和3年7月1日 伊達なおもてなし　DUCCA仙台駅前店 仙台市青葉区中央3-6-10　フージャス仙台駅前ビル3F https://ducca-sendai.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00220 令和3年7月1日 月の暦 仙台市青葉区国分町二丁目8-15　デュプレックス仙台二階 仙台市青葉区

R3-00221 令和3年7月1日 Past now 仙台市宮城野区榴岡4-5-21　Fタウンビル6F https://pastnow.jp/ 仙台市宮城野区

R3-00222 令和3年7月1日 センダイエキ天海 仙台市青葉区中央1-1-1　エスパル仙台東館3F 仙台市青葉区

R3-00223 令和3年7月1日 まんまのTON・TON 仙台市青葉区本町1-12-12　GMビル地下1F https://mammanotonton.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00226 令和3年7月1日 すし波奈　仙台パルコ店 仙台市青葉区中央1-2　仙台パルコ9F https://sushihana-sendai.gorp.jp/ 仙台市青葉区

R3-00227 令和3年7月1日 歡の季 仙台市青葉区国分町３丁目2-10 仙台市青葉区

R3-00228 令和3年7月1日 うまいものあり　おおみ矢 仙台市青葉区一番町4-3-12　第五吉岡屋ビル https://umaimonoari-omiya.com/ 仙台市青葉区

R3-00229 令和3年7月1日 創作料理　誠～makoto～ 大崎市古川東町3-1　ガーデンハウスC 大崎市

R3-00230 令和3年7月1日 おもてなし　佳 大崎市古川台町6-11 大崎市

R3-00231 令和3年7月1日 沙月 仙台市青葉区一番町3-9-10　日の出通りビル地下1F 仙台市青葉区

https://barandy.gorp.jp/
https://www.yousai.link/
https://blair-blair.com/blairmarina.html
https://www.gatten.co.jp/brand/?name=hakodate
https://ameblo.jp/takahashits/
http://www.fujita-seisaku.co.jp/tsurukame/
https://nouzyoubal.owst.jp/
https://ducca-sendai.owst.jp/
https://pastnow.jp/
https://mammanotonton.owst.jp/
https://sushihana-sendai.gorp.jp/
https://umaimonoari-omiya.com/
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R3-00232 令和3年7月1日 居酒屋ぐずらもずら 仙台市青葉区中央4-1-3 仙台市青葉区

R3-00233 令和3年7月1日 杜のカフェ　cocode 仙台市青葉区中央1-1-1　仙台駅ビル3F 仙台市青葉区

R3-00234 令和3年7月1日 カフェ　杜の香り 仙台市青葉区中央1-1-1　JR仙台駅ビル3階 仙台市青葉区

R3-00236 令和3年7月1日 仙臺　権太 仙台市青葉区国分町２丁目14-2（山国ビル３階） 仙台市青葉区

R3-00237 令和3年7月5日 光太郎 仙台市太白区砂押町22-35　シャーメゾン砂押1F　900号 仙台市太白区

R3-00238 令和3年7月5日 焼肉おはる虎横店 仙台市青葉区国分町2-10-7　大内金英堂ビル2階 仙台市青葉区

R3-00239 令和3年7月5日 和・ダイニング　楽膳 気仙沼市田谷２０－５　ムラカミビル２F http://www.rakuzen-kesennuma.jp/ 気仙沼市

R3-00240 令和3年7月5日 牛角　気仙沼店 気仙沼市中みなと町１０－１２ https://tabelog.com/miyagi/A0404/A040401/4020668/ 気仙沼市

R3-00241 令和3年7月5日 とんかつ　わらく 柴田郡大河原町字新南63-22 大河原町

R3-00242 令和3年7月5日 松島海鮮　もり田 宮城郡松島町松島字普賢堂13-32-2F 松島町

R3-00243 令和3年7月5日 花の膳　柳生店 仙台市太白区柳生２－１０－１ http://www.hananozen.com/ 仙台市太白区

R3-00244 令和3年7月5日 みちのくの海と陸　和食　緒 富谷市ひより台1-44-5 https://www.wasyoku-itoguchi.com/ 富谷市

R3-00245 令和3年7月5日 酒肴　かず葉 仙台市若林区六丁の目元町14-12 https://peraichi.com/landing_pages/view/6y8mc/ 仙台市若林区

R3-00246 令和3年7月5日 和食堂さぶら 仙台市青葉区中央3-10-22　第六菊水ビル1・2階 http://www.fujita-seisaku.co.jp/sabura/ 仙台市青葉区

R3-00247 令和3年7月5日 伊達かふぇ 宮城郡松島町松島字普賢堂13-13 https://www.date-masamune.jp/food.php 松島町

R3-00248 令和3年7月5日 松島かき小屋MATSU（伊達なバーベキューMATSU） 宮城郡松島町松島字普賢堂13-13 https://www.date-masamune.jp/food.php 松島町

R3-00249 令和3年7月5日 花はん別館　椿 仙台市青葉区国分町二丁目14-18　定禅寺パークビル地下1F http://hanahan-gr.co.jp/tsubaki/ 仙台市青葉区

R3-00250 令和3年7月5日 気仙沼あさひ鮨本店 気仙沼市南町2-4-27 https://www.asahizushi.jp/ 気仙沼市

R3-00251 令和3年7月5日 仙台うまいもん個室居酒屋　亜門 仙台市青葉区国分町2-1-3　エーラクフレンディアビル2F https://amon-kokubuncho.com/ 仙台市青葉区

R3-00252 令和3年7月5日 GocchoSun 仙台市青葉区中央3-7-5　仙台パルコ2 1F https://www.hotpepper.jp/strJ001143941/ 仙台市青葉区

R3-00253 令和3年7月5日 和食波奈仙台店 仙台市青葉区中央2-1-1仙台東宝ビルB1 http://sendai.washokuhana.com/ 仙台市青葉区

R3-00254 令和3年7月5日 炭火焼肉ぐら　仙台朝市駅前店 仙台市青葉区中央4-3-1　東四市場ビル１F https://www.yakiniku-gula.com/ 仙台市青葉区

R3-00255 令和3年7月5日 白河屋 柴田郡大河原町大谷字町向223 大河原町

R3-00256 令和3年7月5日 幸楽 石巻市中里1丁目2番2-4 https://www.koulaku.com/ 石巻市

R3-00257 令和3年7月5日 おさかなセンター　イチノイチ 仙台市青葉区中央1-1-5　AOYA１F－２F 仙台市青葉区

http://www.rakuzen-kesennuma.jp/
https://tabelog.com/miyagi/A0404/A040401/4020668/
http://www.hananozen.com/
https://www.wasyoku-itoguchi.com/
https://peraichi.com/landing_pages/view/6y8mc/
http://www.fujita-seisaku.co.jp/sabura/
https://www.date-masamune.jp/food.php
https://www.date-masamune.jp/food.php
http://hanahan-gr.co.jp/tsubaki/
https://www.asahizushi.jp/
https://amon-kokubuncho.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ001143941/
http://sendai.washokuhana.com/
https://www.yakiniku-gula.com/
https://www.koulaku.com/
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R3-00258 令和3年7月5日 仙台駅前　みやぎ鮮魚店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台市青葉区

R3-00259 令和3年7月5日 本町焼肉DATENARI 仙台市青葉区本町2-6-32　HANG OUT 1F https://datenari-honcho.com/launch/ 仙台市青葉区

R3-00260 令和3年7月5日 ADO 仙台市青葉区一番町2-6-16　シントウビル1F https://ado-sendai.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00261 令和3年7月5日 月の涙　一休 柴田郡柴田町西船迫2-3-2 柴田町

R3-00262 令和3年7月5日 ジャパニーズ　ギャルソン　宴 仙台市青葉区国分町二丁目8-12-301 仙台市青葉区

R3-00263 令和3年7月5日 八波亭 仙台市青葉区国分町2丁目8-33　4階 http://cure-kokubuncho.jp/pc/eat.html 仙台市青葉区

R3-00264 令和3年7月5日 伊勢屋クリスロード店 仙台市青葉区中央2丁目6-7　太田屋ビル地下 https://iseyanet.jp/ 仙台市青葉区

R3-00265 令和3年7月5日 すてーきはうす伊勢屋 仙台市青葉区中央1丁目1-1　仙台ターミナルビル地下1階 https://iseyanet.jp/ 仙台市青葉区

R3-00266 令和3年7月5日 札幌かに本家　仙台店 仙台市青葉区一番町4-2-5 https://www.kani-honke.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00267 令和3年7月5日 本竈　エスパル仙台店 仙台市青葉区中央1丁目1-1　エスパル仙台東館1階 http://honkamado.net/ 仙台市青葉区

R3-00268 令和3年7月5日 Uri　Uri 仙台市青葉区旭ヶ丘3-12-8 仙台市青葉区

R3-00269 令和3年7月5日 國酒　酉とも 仙台市青葉区上杉1-10-20　信夫ビル1F 仙台市青葉区

R3-00270 令和3年7月5日 伊達のいろり焼　蔵の庄　花京院通本店
仙台市青葉区本町1丁目10-21　第一エージェンシー本社ビル1
階

仙台市青葉区

R3-00271 令和3年7月5日 串揚げ　支那そば　おおたけ 気仙沼市上田中1-9-8 気仙沼市

R3-00272 令和3年7月5日 牛たん焼助　西口本店 仙台市青葉区中央1-7-39　仙台協立第12ビル http://やきとり.com/info_new.html 仙台市青葉区

R3-00273 令和3年7月5日 牛たん焼助　仙台駅牛たん通り店 仙台市青葉区中央1-1-1　仙台駅3F　「牛たん通り」内 http://やきとり.com/info_new.html 仙台市青葉区

R3-00274 令和3年7月5日 やきとり・牛たん焼助　名掛丁店 仙台市青葉区中央1-8-31　名掛丁センター街2F http://やきとり.com/info_new.html 仙台市青葉区

R3-00275 令和3年7月5日 パスタハウス　トライアングル 仙台市青葉区中央1-1-1　仙台駅ビル1F 仙台市青葉区

R3-00276 令和3年7月5日 鶏　かんのや 仙台市青葉区中央1-6-1　ハーブ仙台ビル3階 http://やきとり.com/info_new.html 仙台市青葉区

R3-00277 令和3年7月5日 ゆう寿司　バイパス店 気仙沼市赤岩石兜32-14 https://yuzushi.jp/ 気仙沼市

R3-00278 令和3年7月5日 DaTe　Café　Order 仙台市青葉区中央1-1-1　仙台駅2階 仙台市青葉区

R3-00279 令和3年7月5日 三丁目小福 仙台市青葉区国分町3丁目11-5　日宝勾当台西ビル1F http://www.3-kofuku.com/ 仙台市青葉区

R3-00280 令和3年7月6日 さけぼうず　旬仙 仙台市宮城野区榴岡4-5-21　Fタウンビル5F 仙台市宮城野区

R3-00283 令和3年7月6日 一歩・一歩　すしたけ 柴田郡大河原町字南７１－２ 大河原町

R3-00284 令和3年7月6日 茶房クレイン 大崎市古川北町1丁目6-4 https://www.sabo-krein.com/ 大崎市

https://datenari-honcho.com/launch/
https://ado-sendai.owst.jp/
http://cure-kokubuncho.jp/pc/eat.html
https://iseyanet.jp/
https://iseyanet.jp/
https://www.kani-honke.co.jp/
http://honkamado.net/
http://やきとり.com/info_new.html
http://やきとり.com/info_new.html
http://やきとり.com/info_new.html
http://やきとり.com/info_new.html
https://yuzushi.jp/
http://www.3-kofuku.com/
https://www.sabo-krein.com/
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R3-00285 令和3年7月6日 古々がみそ　一番町店 仙台市青葉区一番町４丁目９－１　かき徳ビル２Ｆ・３Ｆ 仙台市青葉区

R3-00286 令和3年7月6日 郷土料理　みやぎ乃 仙台市青葉区中央一丁目１－１　仙台ターミナルビル地下一階 仙台市青葉区

R3-00287 令和3年7月6日 牛仁　石巻蛇田店 石巻市恵み野5丁目１０－２９ https://gyuuzin.com 石巻市

R3-00288 令和3年7月6日 牛仁　石巻駅前店 石巻市鋳銭場4-8 https://gyuuzin.com 石巻市

R3-00289 令和3年7月6日 古傳小林 仙台市青葉区中央二丁目１－５　青葉２１ビル地下一階 https://kobayashi.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00290 令和3年7月6日 まさ屋 仙台市青葉区国分町2丁目12-5　凱旋門ビル3F 仙台市青葉区

R3-00291 令和3年7月6日 Ostra de ole 仙台市青葉区国分町2-1-3　エーラクフレンディアビル1F 仙台市青葉区

R3-00292 令和3年7月6日 海鮮料理　魚長亭 塩竈市港町一丁目4番1号 塩竈市

R3-00293 令和3年7月6日 末廣寿司 仙台市若林区河原町一丁目5-15-101 仙台市若林区

R3-00294 令和3年7月6日 味の牛たん喜助　南町通店 仙台市青葉区中央3-6-12　仙台南町通ビル2階 https://www.kisuke.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00295 令和3年7月6日 味の牛たん喜助　定禅寺店 仙台市青葉区一番町4-10-14　定禅寺ビル地下1階 https://www.kisuke.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00296 令和3年7月6日 味の牛たん喜助　泉中央駅店 仙台市泉区泉中央1-7-1　地下鉄泉中央駅ビル3階 https://www.kisuke.co.jp/ 仙台市泉区

R3-00297 令和3年7月6日 味の牛たん喜助　JR仙台駅店 仙台市青葉区中央1-1-1　仙台駅3階牛たん通り https://www.kisuke.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00298 令和3年7月6日 駄菓子BARえびちゃん 多賀城市下馬2-5-18　やなぎビル301 https://www.miyalabo.jp/shop/shop.shtml?s=8316 多賀城市

R3-00299 令和3年7月6日 蓑寿司 柴田郡柴田町大字船岡字若葉町2-1 柴田町

R3-00300 令和3年7月6日 醍醐味 仙台市泉区泉中央１－１８－１７　ＦＥＡＤ１－Ａ https://moo-daigomi-0825.ssl-lolipop.jp/ 仙台市泉区

R3-00301 令和3年7月6日 アパヴィラホテル＜仙台駅五橋＞和食・割烹　彩旬 仙台市若林区五橋3丁目1-1
https://www.apahotel.com/hotel/hokkaido-
tohoku/miyagi/sendaieki-itsutsubashi/

仙台市若林区

R3-00302 令和3年7月6日 蛍火 仙台市青葉区国分町2-1-20　うめはらビルB1F 仙台市青葉区

R3-00303 令和3年7月6日 銀灯 仙台市青葉区国分町2-9-36　成瀬カントリービル1F 仙台市青葉区

R3-00304 令和3年7月6日 retro Back Page 仙台市青葉区国分町3-3-1 http://retro-backpage.com/ 仙台市青葉区

R3-00305 令和3年7月6日 焼肉三水苑　広瀬通り 仙台市青葉区国分町2丁目2-8　Renato広瀬通1階 https://sansuienhirosedori.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00306 令和3年7月6日 ホルモン市場　三水苑（旧　三水苑　国分町にごう） 仙台市青葉区国分町1丁目6-13　パルク国分町ビル1階・2階 https://horumonichibasansuien.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00307 令和3年7月6日 トレトゥール　メゾン　アッシュ 仙台市太白区あすと長町1-4-30　KHBぐりりスポーツパーク303 仙台市太白区

R3-00308 令和3年7月6日 広東料理　桃花 仙台市青葉区国分町二丁目8-12　国分町Kビル1F http://hanahan-gr.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00309 令和3年7月6日 日本料理　花はん 仙台市青葉区国分町二丁目14-18　定禅寺パークビル地階 http://hanahan-gr.co.jp/ 仙台市青葉区
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R3-00310 令和3年7月6日 博多もつ鍋たじまや国分町本店 仙台市青葉区国分町2-12-19仙台協立第三国分町ビル１F https://tajimaya-sendai.jp/ 仙台市青葉区

R3-00311 令和3年7月6日 牛屋たん兵衛 富谷市明石台5-1-12 http://tanbei.jp 富谷市

R3-00312 令和3年7月6日 焼肉ハウスバリバリ青葉通り店 仙台市青葉区大町2-2-2 ビィラフォレスタ１F http://balibali.world.coocan.jp/aoba/top.htm 仙台市青葉区

R3-00313 令和3年7月6日 うまい登米っこ　欒や！ 登米市迫町佐沼字中江４丁目14-5 https://r.gnavi.co.jp/gzkt3sfz0000/ 登米市

R3-00314 令和3年7月6日 憙楽宴　佐藤 富谷市日吉台2丁目34番地3 富谷市

R3-00315 令和3年7月6日 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 仙台市青葉区

R3-00316 令和3年7月6日 味・肴　うめ田 登米市迫町佐沼字萩洗2-1-10　ツインビル1F1号室 登米市

R3-00317 令和3年7月6日 谷風 仙台市青葉区国分町2-1-23　谷風ビル2・3F 仙台市青葉区

R3-00318 令和3年7月6日 食事処　南部屋 宮城郡松島町松島字町内103 http://www.nanbuya.co.jp/ 松島町

R3-00319 令和3年7月6日 お食事みうら　懐石吟 登米市津山町柳津字本町81 http://e-miuraya.com 登米市

R3-00320 令和3年7月6日 ウブントゥ 仙台市太白区長町六丁目1-13-2　STクラウド長町1階 https://www.ubuntu-nagamachi.com/ 仙台市太白区

R3-00321 令和3年7月6日 レストラン伊太利亭 仙台市泉区市名坂字新道30 仙台市泉区

R3-00322 令和3年7月6日 味処　小竹 登米市迫町佐沼字中江3-1-5 http://kotake.click/ 登米市

R3-00323 令和3年7月6日 ごちそう村　創夢里江 仙台市泉区泉中央４丁目2-4 https://www.hotpepper.jp/strJ000027779/course 仙台市泉区

R3-00324 令和3年7月6日 中華屋　八清 仙台市宮城野区新田４丁目5-18 仙台市宮城野区

R3-00325 令和3年7月6日 中華料理　桂華 仙台市青葉区二日町10-15　下永ビル１F 仙台市青葉区

R3-00326 令和3年7月6日 焼肉　ホルモン伽樂 仙台市青葉区中央３丁目9-14 仙台市青葉区

R3-00327 令和3年7月6日 今人懐石　Yas 仙台市青葉区春日町７番１号　MFPRコート晩翠通り地下１階 仙台市青葉区

R3-00328 令和3年7月6日 肴処　やおよろず 仙台市青葉区一番町２丁目7-3　サンモールシティビル２F 仙台市青葉区

R3-00329 令和3年7月6日 旬菜和食　壱護 仙台市青葉区片平1丁目1-6　ネオハイツ片平1F https://syunsaiwasyokuichigo.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00330 令和3年7月6日 たから亭食堂 仙台市宮城野区宮千代3丁目9-11 仙台市宮城野区

R3-00331 令和3年7月6日 Pizzeria  LAVAROCK 仙台 仙台市青葉区一番町1-9-1　仙台トラストタワー１階 https://www.mt-restaurant.com/lavarock/sendai/ 仙台市青葉区

R3-00332 令和3年7月6日 宮崎県日南市塚田農場 名掛丁店 仙台市青葉区中央1丁目7-18　日吉第一ビル2階 https://www.tsukadanojo.jp/shop_detail/0139/ 仙台市青葉区

R3-00333 令和3年7月6日 海の台所波菜エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1　エスパル仙台店B1F http://www.hana-group.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00334 令和3年7月6日 つくね家　福助 仙台市若林区大和町5丁目4-20　八島店舗　D店 仙台市若林区
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R3-00335 令和3年7月6日 味酒房　五幸 仙台市青葉区一番町2-8-9　ホテルパールシティ仙台2F https://www.pearlcity.jp/sendai/restaurant/ 仙台市青葉区

R3-00336 令和3年7月7日 BarLounge　欅 仙台市青葉区国分町三丁目2-3　プレイスハンズビル10F https://www.barlounge-keyaki.com/ 仙台市青葉区

R3-00337 令和3年7月7日 居酒屋　靜 仙台市太白区八木山本町１－３８－５　パンション八木山１０１ 仙台市太白区

R3-00338 令和3年7月7日 ビストロプルニエ 仙台市若林区なないろの里2丁目29-11 https://www.prunier.today/ 仙台市若林区

R3-00339 令和3年7月7日 龍天鴻 栗原市金成上町東裏27番地1 栗原市

R3-00340 令和3年7月7日 居酒屋　金市朗 仙台市青葉区国分町２－１５－２　グランパレビル２Ｆ 仙台市青葉区

R3-00341 令和3年7月7日 杜のおかえり 仙台市青葉区国分町2丁目1番1号 19フジビル5階 仙台市青葉区

R3-00342 令和3年7月7日 CRAFT BEER MARKET 仙台国分町店 仙台市青葉区国分町2-1-12　瀬戸勝ビル1階 https://www.craftbeermarket.jp/ 仙台市青葉区

R3-00343 令和3年7月7日 優美館 仙台市宮城野区福田町1丁目14-1 仙台市宮城野区

R3-00344 令和3年7月7日 レストラン浮島 気仙沼市弁天町1丁目4-7 http://ikkeikaku.co.jp/ 気仙沼市

R3-00345 令和3年7月7日 巴鮨 気仙沼市田中前二丁目2番5 気仙沼市

R3-00346 令和3年7月7日 花山温泉　温湯山荘 栗原市花山字本沢温湯15-1 http://www.yumeguri.jp/nuruyu/ 栗原市

R3-00347 令和3年7月7日 お食事処・飲み処　おばちゃん家 柴田郡柴田町船岡東3-10-1 柴田町

R3-00348 令和3年7月7日 ibis café 船岡 柴田郡柴田町船岡中央2丁目4-2 https://hotgroup.net/ 柴田町

R3-00349 令和3年7月7日 ibis café 槻木 柴田郡柴田町槻木新町1丁目2-3 https://hotgroup.net/ 柴田町

R3-00350 令和3年7月7日 金成温泉　金成延年閣 栗原市金成三沢32 http://www.ennenkaku.jp/ 栗原市

R3-00351 令和3年7月7日 ブレアハウス 仙台市青葉区一番町4丁目7-17　SS.仙台ビル地下1階 https://blair-blair.com/blairhouse.html 仙台市青葉区

R3-00352 令和3年7月7日 ブレアガーデン 仙台市泉区桂1-1-1 https://blair-blair.com/blairgarden.html 仙台市泉区

R3-00353 令和3年7月7日 炭火焼・山塞料理　地雷也 仙台市青葉区国分町2-1-15　猪股ビル地下 https://www.jiraiya.com/ 仙台市青葉区

R3-00354 令和3年7月7日 燗酒白ワイン焼鳥もみじ 仙台市青葉区国分町3-10-34　コーポすず1F http://www.fujita-seisaku.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00355 令和3年7月7日 ノッテ　ビアンカ 仙台市青葉区国分町二丁目8-12　国分町Kビル6F http://hanahan-gr.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00356 令和3年7月7日 Bar　きわみ
仙台市青葉区国分町2丁目12-19　仙台協立第3国分町ビル3階-
5

仙台市青葉区

R3-00357 令和3年7月7日 ビッグマウス２ 仙台市宮城野区原町２－４－２０　イーストキャッスル仙台 仙台市宮城野区

R3-00358 令和3年7月7日 魚屋　けんじろう 仙台市泉区泉中央１丁目１４－７ http://www.umai-uoya.com/ 仙台市泉区

R3-00359 令和3年7月7日 M's　Bar 仙台市青葉区国分町２丁目２－２２　EXプラザビル地下１階 仙台市青葉区
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R3-00360 令和3年7月7日 和彩　Seeds 仙台市泉区泉中央１丁目９－４　レジュイール泉１０２ https://seeds-w.com/ 仙台市泉区

R3-00361 令和3年7月7日 ロイヤルホスト仙台根岸店 仙台市太白区根岸町６－３５ 仙台市太白区

R3-00362 令和3年7月7日 島料理　友福丸 石巻市中央１丁目１５－８ http://www.tomofukumaru.co.jp/ 石巻市

R3-00363 令和3年7月7日 牛たんと仙台牛　伊勢屋 仙台市青葉区中央１丁目１－１ https://iseyanet.jp/ 仙台市青葉区

R3-00364 令和3年7月7日 炭火いちば　じゅう。太子堂店 仙台市太白区太子堂3-17 仙台市太白区

R3-00365 令和3年7月7日 うまか房 大崎市古川駅前大通4-4-21　2019ビル1F 大崎市

R3-00366 令和3年7月7日 養老乃瀧　築館店 栗原市築館伊豆1-12-48　シャルマンビル1F 栗原市

R3-00367 令和3年7月7日 露庵うめ治 仙台市青葉区中央1-6-23　鹿島ビル1F https://umeji.owst.jp 仙台市青葉区

R3-00368 令和3年7月7日 お箸タパス＆お酒　ろ・び・ん 仙台市青葉区国分町2-15-2　グランパレビル1F 仙台市青葉区

R3-00369 令和3年7月7日 うまいもん酒場　楽笑 仙台市泉区泉中央１丁目18-17　フィードビル２F https://r.gnavi.co.jp/t279400/ 仙台市泉区

R3-00370 令和3年7月7日 伊達のいろり焼き　Yamato 仙台市泉区泉中央1-16-5　泉中央一番館2階 http://www.sanwarc.co.jp/company 仙台市泉区

R3-00371 令和3年7月7日 蕎麦カフェ田伝 大崎市鳴子温泉字月山13番地2 https://sobacafedenden75.com/ 大崎市

R3-00372 令和3年7月7日 鮨　和さび 仙台市青葉区一番町2-5-15　仙台一番町MKビル3F 仙台市青葉区

R3-00373 令和3年7月7日 すたんど割烹　万す井 大崎市古川駅前大通り４丁目4-21 大崎市

R3-00374 令和3年7月7日 お粥専門店　上海邨 仙台市青葉区国分町２丁目9-16　クレネー日泉ビル１F101 仙台市青葉区

R3-00375 令和3年7月7日 牛仁一番町本店 仙台市青葉区一番町３丁目11-9　ガレリアフランドームビル2階 仙台市青葉区

R3-00376 令和3年7月7日 あちゃーる　カレーと珈琲の店 仙台市泉区高森5丁目15-7 仙台市泉区

R3-00377 令和3年7月7日 やきとり〇安 気仙沼市南町1-3-13-2F 気仙沼市

R3-00378 令和3年7月7日 青葉亭　仙台エスパル店 仙台市青葉区中央一丁目1-1　仙台ターミナルビル地下1階 https://www.dategyu.jp/ 仙台市青葉区

R3-00379 令和3年7月7日 伊達の牛たん本舗　仙台駅1階　tekute仙台店 仙台市青葉区中央一丁目1-1 https://www.dategyu.jp/ 仙台市青葉区

R3-00380 令和3年7月7日 伊達の牛たん本舗　エスパル地階 仙台市青葉区中央一丁目1-1　エスパル仙台本館地下1階 https://www.dategyu.jp/ 仙台市青葉区

R3-00381 令和3年7月7日 気仙沼あさひ鮨　仙台駅店 仙台市青葉区中央1丁目1番1号　JR東日本仙台駅３階 https://www.asahizushi.jp/ 仙台市青葉区

R3-00382 令和3年7月7日 すし三陸前 仙台市青葉区中央1-1-1　仙台駅ビル3階 http://www.sushiden.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00383 令和3年7月7日 仙台手のべうどん　和牛　BUNZA 仙台市青葉区一番町4丁目10-19　1F http://www.nikaido.co.jp 仙台市青葉区

R3-00384 令和3年7月7日 福連木 仙台市青葉区立町11-1　プレジール立町Kビル1階 仙台市青葉区

https://seeds-w.com/
http://www.tomofukumaru.co.jp/
https://iseyanet.jp/
https://umeji.owst.jp/
https://r.gnavi.co.jp/t279400/
http://www.sanwarc.co.jp/company
https://sobacafedenden75.com/
https://www.dategyu.jp/
https://www.dategyu.jp/
https://www.dategyu.jp/
https://www.asahizushi.jp/
http://www.sushiden.co.jp/
http://www.nikaido.co.jp/
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R3-00385 令和3年7月7日 AKITA　DINING　なまはげ仙台店 仙台市青葉区一番町4-5-6　江陽パルサービル6F https://namahage-sendai.com 仙台市青葉区

R3-00386 令和3年7月7日 居酒屋　おかん 仙台市青葉区中央四丁目4-2　丸寿ビルB1F 仙台市青葉区

R3-00387 令和3年7月7日 居酒屋　おかん　分店 仙台市青葉区本町1丁目5-31　シエロ仙台ビル地下1階 仙台市青葉区

R3-00388 令和3年7月7日 日本ワインバルSANS SOUCI 多賀城市町南3-3-23櫻小路飲食街 https://nihonwinebar-sanssouci.shopinfo.jp 多賀城市

R3-00389 令和3年7月7日 くつろぎ隠れ家　鮨　三彩 仙台市青葉区国分町２丁目12-25　分町ビル１F http://sushi-sansai.com 仙台市青葉区

R3-00390 令和3年7月7日 カーサ・デル・ソル 仙台市青葉区中央1-7-40　大野第一ビル5F 仙台市青葉区

R3-00391 令和3年7月7日 酒の穴　鳥心 仙台市青葉区錦町1-2-18 http://www.entatsu.co.jp/torishin/ 仙台市青葉区

R3-00392 令和3年7月7日 オールデイダイニング「シェフズ　テラス」 仙台市泉区寺岡6-2-1仙台ロイヤルパークホテル https://www.srph.co.jp/ 仙台市泉区

R3-00393 令和3年7月7日 中国料理「桂花苑」 仙台市泉区寺岡6-2-1仙台ロイヤルパークホテル https://www.srph.co.jp/ 仙台市泉区

R3-00394 令和3年7月7日 鉄板焼「七つ森」 仙台市泉区寺岡6-2-1仙台ロイヤルパークホテル https://www.srph.co.jp/ 仙台市泉区

R3-00395 令和3年7月7日 酒とおばんざい　わのわ 仙台市青葉区国分町3-4-21第２旭ビル101B 仙台市青葉区

R3-00396 令和3年7月7日 旨シ魚ト牛タン　千代芭 仙台市青葉区国分町2-6-13　相沢ビル1F 仙台市青葉区

R3-00397 令和3年7月7日 やきとり大吉　槻木店 柴田郡柴田町槻木下町2-2-20 柴田町

R3-00398 令和3年7月7日 西洋料理屋　ルガノ 白石市八幡町7-37 白石市

R3-00399 令和3年7月7日 ふじの家 仙台市泉区高森５丁目1-13 仙台市泉区

R3-00400 令和3年7月7日 台湾酒菜　香満楼 仙台市青葉区通町１丁目6の12　第２後藤ビル102 仙台市青葉区

R3-00401 令和3年7月7日 すし清次郎　イオンモール新利府南館 宮城郡利府町新中道3-1-1 http://seijiro.jp/ 利府町

R3-00402 令和3年7月7日 Love＆Cheese!!EDEN仙台 仙台市青葉区中央1-10-25　EDEN内 http://www.rincrew.co.jp/lovecheese 仙台市青葉区

R3-00403 令和3年7月12日 清水屋　南光台店 仙台市泉区南光台東一丁目２－２１ 仙台市泉区

R3-00404 令和3年7月12日 料理人えとう　３丁目店 仙台市青葉区国分町3丁目3番29号　ルナ国分町ビル1階 https://3choume.eto-sendai.com/ 仙台市青葉区

R3-00405 令和3年7月12日 料理人えとう　２丁目店 仙台市青葉区国分町２丁目１２番１８号　ＦＬ７ビル１階 https://eto-sendai.com/ 仙台市青葉区

R3-00406 令和3年7月12日 レストランパリンカ 仙台市青葉区霊屋下19-8 http://r-palinka.com/ 仙台市青葉区

R3-00407 令和3年7月12日 サンパステル 仙台市宮城野区榴岡5丁目11-1 http://www.sendai-sunplaza.com/restaurant/ 仙台市宮城野区

R3-00408 令和3年7月12日 ブルーベリーハウス気仙沼（カフェ蔵シック） 気仙沼市九条504 http://blueberryh-kesennuma.com/ 気仙沼市

R3-00409 令和3年7月12日 海鮮炭火焼　ちそう亭別館 仙台市青葉区国分町２丁目１－２０　うめはらビル１階 http://ryoutei.co.jp/ 仙台市青葉区

https://namahage-sendai.com/
https://nihonwinebar-sanssouci.shopinfo.jp/
http://sushi-sansai.com/
http://www.entatsu.co.jp/torishin/
https://www.srph.co.jp/
https://www.srph.co.jp/
https://www.srph.co.jp/
http://seijiro.jp/
http://www.rincrew.co.jp/lovecheese
https://3choume.eto-sendai.com/
https://eto-sendai.com/
http://r-palinka.com/
http://www.sendai-sunplaza.com/restaurant/
http://blueberryh-kesennuma.com/
http://ryoutei.co.jp/
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R3-00410 令和3年7月12日 いけす料理　馳走亭 仙台市青葉区国分町２丁目１０－１０　勝徳ビル http://ryoutei.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00411 令和3年7月12日 そば処　竹庵 登米市米山町桜岡大又３７ 登米市

R3-00412 令和3年7月12日 わしょく令寿 仙台市青葉区国分町2丁目10-6　虎横協和ビル１階 http://mum-gp-sendai.jp 仙台市青葉区

R3-00413 令和3年7月12日 金市朗仙台南町通店 宮城県仙台市青葉区中央3丁目6-12仙台南町通ﾋﾞﾙ３F 仙台市青葉区

R3-00414 令和3年7月12日 Di　VERDE　仙台エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1　エスパル仙台B1F 仙台市青葉区

R3-00415 令和3年7月12日 鰻の一松 仙台市宮城野区新田２丁目8-33 http://www.ichi-matsu.com 仙台市宮城野区

R3-00416 令和3年7月12日 まんぷく亭 仙台市宮城野区榴ヶ岡１丁目7-15サニービル２F 仙台市宮城野区

R3-00417 令和3年7月12日 まるぼうず　旬仙 仙台市宮城野区榴岡4-5-21　Fタウンビル4F 仙台市宮城野区

R3-00418 令和3年7月12日 割烹　滝川 石巻市中央１丁目13-13 http://www.ishinomaki-takikawa.com 石巻市

R3-00419 令和3年7月12日 割烹　竹ふじ 石巻市大街道東4丁目7-30 http://kappoutakehuji.amebaownd.com 石巻市

R3-00420 令和3年7月12日 やきとり・牛たん焼助　国分町 仙台市青葉区国分町２－１１－１１　ＰＳＣビル１Ｆ http://やきとり.com/info_new.html 仙台市青葉区

R3-00421 令和3年7月12日 ゆず庵　仙台富沢店 仙台市太白区富沢熊ノ前36（21B-4L） https://www.shabu-yuzuan.jp 仙台市太白区

R3-00424 令和3年7月12日 蕎と旬　さがゑもん 仙台市青葉区二日町11-17 http://sagaemon.jp/ 仙台市青葉区

R3-00425 令和3年7月12日 割烹　小松 石巻市千石町1-2 石巻市

R3-00426 令和3年7月12日 新写楽　仙台国分町店 仙台市青葉区国分町2-5-1　ゴロクビル三番館ビル　1階 http://www.sushiden.co.jp 仙台市青葉区

R3-00427 令和3年7月12日 写楽　仙台別館店 仙台市青葉区国分町2-10-20　丸伊プラザビル1階 http://www.sushiden.co.jp 仙台市青葉区

R3-00428 令和3年7月12日 伊達の牛たん本舗　本店 仙台市青葉区中央4-10-11 https://www.dategyu.jp/ 仙台市青葉区

R3-00429 令和3年7月12日 伊達の牛たん本舗　牛たん通り店 仙台市青葉区中央一丁目1-1　仙台駅ビル3階 https://www.dategyu.jp/ 仙台市青葉区

R3-00430 令和3年7月12日 くんぺる農場レストラン 登米市迫町新田字前沼149-7 http://www.izunuma.co.jp/ 登米市

R3-00431 令和3年7月12日 藤まつ寿し 塩竈市北浜1丁目9-5 塩竈市

R3-00432 令和3年7月12日 すき焼き　石川 石巻市中里1丁目9-10 https://www.ishinomaki-ishikawa.net/ 石巻市

R3-00433 令和3年7月12日 日本料理　石亭 石巻市千石町2-10（石巻グランドホテル内） http://www.grandhotel.bz 石巻市

R3-00434 令和3年7月12日 中国料理　中国飯店 石巻市千石町2-10（石巻グランドホテル内） http://www.grandhotel.bz 石巻市

R3-00435 令和3年7月12日 レストラン　ロレット 石巻市千石町2-10（石巻グランドホテル内） http://www.grandhotel.bz 石巻市

R3-00436 令和3年7月12日 自然派ワインと炭火ビストロの店　NOTE 仙台市青葉区本町二丁目17-2　ラ・セーヌビル１F 仙台市青葉区

http://ryoutei.co.jp/
http://mum-gp-sendai.jp/
http://www.ichi-matsu.com/
http://www.ishinomaki-takikawa.com/
http://kappoutakehuji.amebaownd.com/
http://やきとり.com/info_new.html
https://www.shabu-yuzuan.jp/
http://sagaemon.jp/
http://www.sushiden.co.jp/
http://www.sushiden.co.jp/
https://www.dategyu.jp/
https://www.dategyu.jp/
http://www.izunuma.co.jp/
https://www.ishinomaki-ishikawa.net/
http://www.grandhotel.bz/
http://www.grandhotel.bz/
http://www.grandhotel.bz/
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R3-00437 令和3年7月12日 パン工房　ラプラタ 遠田郡美里町牛飼字清水江104 美里町

R3-00438 令和3年7月12日 ひっつみ庵 仙台市青葉区中央1-1-1　仙台ターミナルビル地下1階 仙台市青葉区

R3-00439 令和3年7月12日 梵天丸 仙台市青葉区国分町二丁目10-23　丸伊プラザビル2F 仙台市青葉区

R3-00440 令和3年7月12日 森の芽ぶきたまご舎　ララガーデン長町店 仙台市太白区長町7丁目20-5　ララガーデン長町店 http://www.tamagoya.gr.jp/ 仙台市太白区

R3-00441 令和3年7月12日 本格炭火焼鳥屋なべさか 仙台市青葉区一番町4-3-12　第5吉岡屋ビル地下1階 仙台市青葉区

R3-00442 令和3年7月12日 カフェ＆レストラン　花蓮 登米市中田町宝江黒沼字十文字266 http://www7b.biglobe.ne.jp/~karren/ 登米市

R3-00443 令和3年7月12日 ロッテリア　仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡1-2-1　イーストンビル1F 仙台市宮城野区

R3-00444 令和3年7月12日 伊達な居酒屋赤猿 仙台市青葉区国分町2丁目3-20　佐藤ビル2階 仙台市青葉区

R3-00445 令和3年7月12日 仙臺料理ほんま 仙台市青葉区国分町2丁目9番17号 http://honnma0667400538.owst.jp 仙台市青葉区

R3-00446 令和3年7月12日 史跡の灯り　鳥善 多賀城市桜木３丁目1-10 http://www.torizen.org/ 多賀城市

R3-00447 令和3年7月12日 松島センチュリーホテル　楽楽 宮城郡松島町松島字仙随8番地 https://ssl.centuryhotel.co.jp 松島町

R3-00448 令和3年7月12日 鮨のしおがま 塩竈市港町2丁目1-15 http://www.sushinoshiogama.com/ 塩竈市

R3-00449 令和3年7月12日 市場のはなれ家　恵の織 仙台市若林区蒲町東4-2 http://sunpia-sendai.jp/onsen/ 仙台市若林区

R3-00450 令和3年7月12日 飲笑語楽 仙台市青葉区国分町2丁目5-15 仙台市青葉区

R3-00451 令和3年7月12日 鈴～Rin～ 仙台市青葉区一番町三丁目8-14　鈴喜ビル地下1階 https://www.hotpepper.jp/strJ000027951/ 仙台市青葉区

R3-00452 令和3年7月12日 ココス　石巻店 石巻市中里3-2-2 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 石巻市

R3-00453 令和3年7月13日 ピンキー 仙台市太白区鈎取本町1丁目10-40　鈎取アパート101 仙台市太白区

R3-00454 令和3年7月13日 牛仁　仙台泉店 仙台市泉区大沢3丁目9-1 https://gyujinsendaiizumi.gorp.jp/ 仙台市泉区

R3-00455 令和3年7月13日 博多もつ鍋　たじまや 仙台市泉区泉中央１－３３－７　ビオ・シャンツェ１０２ https://tajimaya-sendai.jp/ 仙台市泉区

R3-00456 令和3年7月13日 茂庭荘　旬菜寿々　けやきの杜 仙台市太白区茂庭字人来田西１４３－３ 仙台市太白区

R3-00457 令和3年7月13日 居酒屋　瀧 仙台市若林区今泉１丁目１１－２９ 仙台市若林区

R3-00458 令和3年7月13日 バー＆レストラン　ラ・ペ 仙台市青葉区一番町3丁目7-1 電力ビルB1F http://lapaix-sendai.jp/ 仙台市青葉区

R3-00459 令和3年7月13日 仙台ホルモン亭　西中田本店 仙台市太白区西中田5丁目11-10 仙台市太白区

R3-00460 令和3年7月13日 拉麺　翠鶏 柴田郡大河原町字広表52-15　ラヴィッサンモールB 大河原町

R3-00461 令和3年7月13日 大河原ばる　E-to 柴田郡大河原町字広表52-15　ラヴィッサンモールA 大河原町

http://www.tamagoya.gr.jp/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~karren/
http://honnma0667400538.owst.jp/
http://www.torizen.org/
https://ssl.centuryhotel.co.jp/
http://www.sushinoshiogama.com/
http://sunpia-sendai.jp/onsen/
https://www.hotpepper.jp/strJ000027951/
https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html
https://gyujinsendaiizumi.gorp.jp/
https://tajimaya-sendai.jp/
http://lapaix-sendai.jp/
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R3-00462 令和3年7月13日 仙臺たんや　利久　杜の市場店 仙台市若林区卸町5丁目2-6　仙台場外市場　杜の市場内 https://www.rikyu-gyutan.co.jp/ 仙台市若林区

R3-00463 令和3年7月13日 仙台牛たん福助　名取店 名取市杜せきのした5丁目3番地の1　イオンモール名取1F https://www.pierthirty.co.jp/ 名取市

R3-00464 令和3年7月13日 FUMO14番地 仙台市青葉区本町2-14-9　イトービル1F http://www.fujita-seisaku.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00465 令和3年7月13日 中華飯店ふじや 仙台市若林区河原町二丁目4-10 仙台市若林区

R3-00466 令和3年7月13日 ミートヒバチ泉タピオ店 仙台市泉区寺岡６－５－１ http://www.hibati.jp/ 仙台市泉区

R3-00467 令和3年7月13日 ガーデンレストラン　ノースポール 宮城県富谷市富谷仏所２１０番地２０ http://www.restaurant-northpole.com/ 富谷市

R3-00468 令和3年7月13日 やきとり大吉　柏木店 仙台市青葉区柏木２－１－２３ https://www.daikichi.co.jp/shop/miyagi/2914.html 仙台市青葉区

R3-00469 令和3年7月13日 中国料理　彩龍 塩竈市港町1-4-1　マリンゲート塩釜2F 塩竈市

R3-00470 令和3年7月13日 高倉町珈琲　西多賀店 仙台市太白区西多賀1-1-50 仙台市太白区

R3-00471 令和3年7月13日 がっつり肉とワインとハイボール　東口ミート酒場 仙台市宮城野区榴岡四丁目5-21　Fタウンビル2階 仙台市宮城野区

R3-00472 令和3年7月13日 奥州魚河岸酒屋　天海のろばた 仙台市青葉区中央１-6-1Ｈerb　ＳＥＮＤＡＩビル6Ｆ 仙台市青葉区

R3-00473 令和3年7月13日 ラーメン・ホルモン　オールスター 大崎市古川駅前大通4-4-18 大崎市

R3-00474 令和3年7月13日 十四代　梅治郎 仙台市青葉区中央1-6-18　山一仙台中央ビル地下1F https://umejiro.owst.jp 仙台市青葉区

R3-00475 令和3年7月13日 牛たんの豆千代 仙台宮城野区榴岡1-2-48　桜井ビル地下1F https://mamechiyo.gorp.jp 仙台市宮城野区

R3-00476 令和3年7月13日 壱銭屋善平 仙台市宮城野区名掛丁114　ソレイユエスト2F https://zenbei.owst.jp 仙台市宮城野区

R3-00477 令和3年7月13日 Café&bar fizz 名取市大手町5-4-2 名取市

R3-00478 令和3年7月13日 そば処　丸松エスパル仙台店 仙台市青葉区中央一丁目1-1仙台ターミナルビル地下1F http://www.re-marumatu.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00479 令和3年7月13日
THE MOST BAKERY ＆ COFFEE　三井アウトレット
パーク仙台港店

仙台市宮城野区中野3-7-2　三井アウトレットパーク仙台港内 http://hoshiyama.co.jp 仙台市宮城野区

R3-00480 令和3年7月13日 マクドナルド　286西多賀店 仙台市太白区西多賀5-16-8 仙台市太白区

R3-00481 令和3年7月13日 中国料理トータス 仙台市泉区南中山1-35-40　イオン仙台中山店3階 https://tortoise-sendai.jimdofree.com 仙台市泉区

R3-00482 令和3年7月13日 ステーションオイスターバー 仙台市青葉区中央1丁目1番1号　エスパル仙台東館3階 仙台市青葉区

R3-00483 令和3年7月13日 こけし庵 利府町春日新堀5 利府町

R3-00484 令和3年7月13日 仙台キッチン 仙台市宮城野区榴岡1丁目1番1号　JRイーストゲートビル2F 仙台市宮城野区

R3-00485 令和3年7月13日 ゆず庵　仙台八乙女店 仙台市泉区八乙女中央1-2-10 https://www.shabu-yuzuan.jp 仙台市泉区

R3-00487 令和3年7月13日 東北カレーとフレンチハンバーグ　ラ・ペ 仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビルB1F 仙台市青葉区

https://www.rikyu-gyutan.co.jp/
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https://www.shabu-yuzuan.jp/


認証番号 認証日 店舗名 住所 URL 市町村
（選択してください）

R3-00488 令和3年7月13日 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B1 仙台市青葉区

R3-00489 令和3年7月13日 ヴァサラロード　仙台アエル店 仙台市青葉区中央1-3-1　アエル1F http://www.vajraroad.com 仙台市青葉区

R3-00490 令和3年7月13日 浜料理　隆生丸 仙台市青葉区昭和町5-55 仙台市青葉区

R3-00491 令和3年7月13日 ひげぱんだ 仙台市泉区大沢1-5-1 仙台市泉区

R3-00492 令和3年7月13日 マルおばちゃんのcafé 仙台市太白区鈎取本町1丁目16-57　阿部ハイツ103号室 仙台市太白区

R3-00493 令和3年7月13日 よめごや 仙台市泉区南光台南1-3-6 仙台市泉区

R3-00494 令和3年7月13日 ぱたぱた家　北仙台駅前店 仙台市青葉区昭和町5-23　サンシティ23 仙台市青葉区

R3-00495 令和3年7月13日 眞野屋レストラン 仙台市青葉区昭和町1-37 https://www.manoya.co.jp 仙台市青葉区

R3-00496 令和3年7月13日 眞野屋カフェ 仙台市青葉区昭和町1-37 https://www.manoya.co.jp 仙台市青葉区

R3-00497 令和3年7月13日 杜の都　寿司田　仙台駅ビル店 仙台市青葉区中央1-1-1　仙台エスパル　B１ http://www.sushiden.co.jp 仙台市青葉区

R3-00498 令和3年7月13日 桃水 仙台市青葉区国分町2丁目7-7　あんでるせんビル1F 仙台市青葉区

R3-00500 令和3年7月13日 東北自動車道長者原SA下り線レストラン 大崎市古川宮沢字金堀場26 大崎市

R3-00501 令和3年7月13日 味処　豆や 仙台市青葉区栗生四丁目18番地3 仙台市青葉区

R3-00502 令和3年7月13日 ホテル　仙台ガーデンパレス　レストラン　コルヌス 仙台市宮城野区榴岡四丁目1番5号 http://www.hotelgp-sendai.com 仙台市宮城野区

R3-00503 令和3年7月13日 ホテル　仙台ガーデンパレス　日本料理　楓 仙台市宮城野区榴岡四丁目1番5号 http://www.hotelgp-sendai.com 仙台市宮城野区

R3-00504 令和3年7月13日 ベルサンピアみやぎ泉　レストラン四季音 黒川郡大和町小野字前沢31-1 http://www.bellsunpia.jp/ 大和町

R3-00505 令和3年7月13日 うなぎ竹亭  中山店 仙台市泉区実沢字中山北18-138 http://www.unagi-chikutei.jp 仙台市泉区

R3-00506 令和3年7月13日 竹亭大和別邸 黒川郡大和町小野字釜ケ入63 http://www.unagi-chikutei.jp 大和町

R3-00507 令和3年7月13日 つぼ八　多賀城店 多賀城市桜木3-1-46 多賀城市

R3-00508 令和3年7月13日 自然食彩　浪漫　びわね 仙台市青葉区一番町3-8-8　一番町ステアビル１F 仙台市青葉区

R3-00510 令和3年7月13日 焼肉と牛たん　兼 仙台市青葉区中央3-1-17　本田ビル2F 仙台市青葉区

R3-00511 令和3年7月13日 立呑み処　升や 仙台市青葉区中央3-1-17　本田ビル1F 仙台市青葉区

R3-00512 令和3年7月13日 仙台ハイボールバー 仙台市青葉区中央1-7-4 仙台市青葉区

R3-00513 令和3年7月13日 わしょくと天ぷら　ぜふ 仙台市青葉区国分町2-1-20　うめはらビル2階 http://mum-gp-sendai.jp 仙台市青葉区

R3-00514 令和3年7月13日 You One 仙台市青葉区一番町2-2-8　IKIビル1F 仙台市青葉区
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https://www.manoya.co.jp/
https://www.manoya.co.jp/
http://www.sushiden.co.jp/
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R3-00515 令和3年7月13日 中国海鮮料理　北園 石巻市山下町1-19-7 石巻市

R3-00516 令和3年7月13日 居酒屋　田ぬき 仙台市宮城野区出花２丁目70-6　今泉BL102号 仙台市宮城野区

R3-00517 令和3年7月13日 回転鮨清次郎　仙台泉店 仙台市泉区大沢2-13-2 http://seijiro.jp/ 仙台市泉区

R3-00518 令和3年7月13日 ウェスティンホテル仙台　レストラン　シンフォニー 仙台市青葉区一番町1-9-1 https://www.the-westin-sendai.com/ 仙台市青葉区

R3-00519 令和3年7月13日 ウェスティンホテル仙台　ラウンジ・バー　ホライゾン 仙台市青葉区一番町1-9-1 https://www.the-westin-sendai.com/ 仙台市青葉区

R3-00520 令和3年7月13日 HAGATNA 柴田郡柴田町槻木新町1丁目3-6 柴田町

R3-00521 令和3年7月13日 多国籍　Bar　亜星庵 仙台市青葉区本町1-13-8 仙台市青葉区

R3-00522 令和3年7月13日 Sweet Spice Asano 仙台市青葉区花京院2-1-40 仙台市青葉区

R3-00523 令和3年7月13日 炭や 宮城県 石巻市立町２丁目5-40 石巻市

R3-00524 令和3年7月13日 居酒屋　くいしん坊 宮城県 石巻市立町1丁目６－８モダンプラザ２F 石巻市

R3-00525 令和3年7月13日 焼肉冷麺ヤマト石巻店 宮城県 石巻市恵み野３丁目4-3 http://www.yamato55.com/ 石巻市

R3-00526 令和3年7月13日 小料理　はなまろ 宮城県岩沼市朝日2-1-6 岩沼市

R3-00527 令和3年7月13日 大黒寿司 宮城県塩竈市北浜3丁目9-33 塩竈市

R3-00528 令和3年7月15日 レストランシェフ2長命ヶ丘店 仙台市泉区長命ヶ丘3丁目26番16号 https://www.restaurant-chef2.com/ 仙台市泉区

R3-00529 令和3年7月15日 中華とお酒のぐち 仙台市太白区長町一丁目1-6-102 仙台市太白区

R3-00530 令和3年7月15日 花の膳　大和町吉岡店 黒川郡大和町まほろば１－２－６ http://www.hananozen.com/ 大和町

R3-00531 令和3年7月15日 花の膳　宮城野萩大通り店 仙台市若林区南小泉２－１０－６ http://www.hananozen.com/ 仙台市若林区

R3-00532 令和3年7月15日 柳町銀乃 仙台市青葉区一番町一丁目11-35　フローリッシュビル1階 https://yanagimachi-ginno.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00533 令和3年7月15日 創菜旬魚はしもと 本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5 南三陸町

R3-00534 令和3年7月15日 amo la Pizza 仙台市太白区鹿野2-14-14　グローリアス鹿野102 仙台市太白区

R3-00535 令和3年7月15日 割烹　八幡家 石巻市中央2丁目8-23 石巻市

R3-00536 令和3年7月15日 にくよし 登米市迫町佐沼字梅ノ木2-2-17 http://nikuyoshi.biz 登米市

R3-00537 令和3年7月15日 仙台地物屋　炉だん 仙台市青葉区国分町2丁目10-33 http://www.syokuyuraku.com/ 仙台市青葉区

R3-00538 令和3年7月15日 居酒屋　仙きち 仙台市青葉区国分町3丁目1-15-1F http://izakaya-senkichi.owst.jp 仙台市青葉区

R3-00539 令和3年7月15日 伊達のいろり焼き　蔵の庄　一番町本店 仙台市青葉区一番町3-8-14　鈴喜アバンティビル2階 http://www.sanwarc.co.jp/company 仙台市青葉区

http://seijiro.jp/
https://www.the-westin-sendai.com/
https://www.the-westin-sendai.com/
http://www.yamato55.com/
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R3-00540 令和3年7月15日 伊達のいろり焼き　蔵の庄　総本店 仙台市青葉区中央1-8-38　AKビル4階 http://www.sanwarc.co.jp/company 仙台市青葉区

R3-00541 令和3年7月15日 いろり酒場　たら福 仙台市青葉区中央2-10-1 http://www.sanwarc.co.jp/company 仙台市青葉区

R3-00542 令和3年7月15日 たら福　文横店 仙台市青葉区一番町2-3-1 http://www.sanwarc.co.jp/company 仙台市青葉区

R3-00543 令和3年7月15日 うまいものあり　おおみ矢 仙台駅前店 仙台市青葉区中央2-2-38　フォーシーズンビル5階 http://www.sanwarc.co.jp/company 仙台市青葉区

R3-00544 令和3年7月15日 WELCOME TO THE MOON 仙台市泉区泉中央1-19-7　泉中央二番館2階 http://www.sanwarc.co.jp/company 仙台市泉区

R3-00545 令和3年7月15日 家庭料理　ソウルオモニ 仙台市青葉区中央2-10-1 http://www.sanwarc.co.jp/company 仙台市青葉区

R3-00546 令和3年7月15日 壱　十五家 仙台市泉区泉中央2-19-15-102 仙台市泉区

R3-00547 令和3年7月15日 ホテルクレセント　和(主厨房) 仙台市太白区秋保町湯元字行沢1-2 http://www.h-crescent.co.jp/ 仙台市太白区

R3-00548 令和3年7月15日 ホテルクレセント　ベルビュー 仙台市太白区秋保町湯元字行沢1-2 http://www.h-crescent.co.jp/ 仙台市太白区

R3-00549 令和3年7月15日 仙台ヒルズホテル　レストランKANON 仙台市泉区実沢中山南25-5　 https://www.pacificgolf.co.jp/sendaihills/hotel 仙台市泉区

R3-00550 令和3年7月15日 仙台ヒルズホテル　レストランKANON　ラウンジ 仙台市泉区実沢中山南25-5　 https://www.pacificgolf.co.jp/sendaihills/hotel 仙台市泉区

R3-00551 令和3年7月15日 CAFÉ　LARK　＋ 大崎市古川中里1丁目4-8 大崎市

R3-00552 令和3年7月15日 お魚いちば　おかせい　女川本店 牡鹿郡女川町女川2丁目66番地　ハマテラス内 https://www.facebook.com/＠osakanaichibaokasei 女川町

R3-00553 令和3年7月15日 秋保パン食堂　コッぺ 仙台市太白区秋保町湯元字寺田原45-8 https://foodplace.jp/coppe/ 仙台市太白区

R3-00554 令和3年7月15日 割烹　浜長 石巻市恵み野4丁目15-15 石巻市

R3-00555 令和3年7月15日 旬彩料理　鮮味 気仙沼市田中前三丁目1-24 気仙沼市

R3-00556 令和3年7月15日 初代　伝五郎 仙台市太白区鈎取本町1丁目17-20 http://1st-dengoro.jp 仙台市太白区

R3-00557 令和3年7月15日 ココス白石店 白石市大平森合字森合沖43-1 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 白石市

R3-00558 令和3年7月15日 伊達の牛たん本舗　青葉城址店 仙台市青葉区川内1番地　青葉城址内 https://www.dategyu.jp/ 仙台市青葉区

R3-00559 令和3年7月15日 伊達の牛たん本舗　東インター店 仙台市若林区六丁の目北町14-85 https://www.dategyu.jp/ 仙台市若林区

R3-00560 令和3年7月15日 夢まるごと 仙台市宮城野区港3丁目1-7　夢メッセみやぎ会議棟1F 仙台市宮城野区

R3-00561 令和3年7月15日 立ち食いそば・うどん　森田屋 仙台市青葉区広瀬町4-38　第3冬見ビル101号 仙台市青葉区

R3-00562 令和3年7月15日 寿司もり繁 大崎市古川千手寺町１丁目3-22 大崎市

R3-00563 令和3年7月15日 花蔵 仙台市青葉区中央2-11-26　ホテルドーミーイン仙台アネックスビル１F 仙台市青葉区

R3-00564 令和3年7月15日 森の芽ぶきたまご舎　杜の市場店 仙台市若林区卸町5丁目2-6 http://www.tamagoya.gr.jp/ 仙台市若林区
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R3-00565 令和3年7月15日 ロッテリア　仙台幸町イオン店 仙台市宮城野区幸町5-10-1 仙台市宮城野区

R3-00566 令和3年7月15日 焼肉　仙蔵 仙台市青葉区国分町2-1-20　うめはらビル３階 http://r.gnavi.co.jp/s5vkpd2b0000/ 仙台市青葉区

R3-00567 令和3年7月15日 旬彩 旬魚　みさき 仙台市青葉区国分町3丁目6-18　高染ビル １F 仙台市青葉区

R3-00568 令和3年7月15日 楽蔵・湊一夜仙台青葉通り店 仙台市青葉区中央3-1-20 仙台市青葉区

R3-00569 令和3年7月15日 大釜もつ煮五右衛門　古川駅前店 大崎市古川駅前大通3-1-1 http://www.horiifood.co.jp 大崎市

R3-00570 令和3年7月15日 桂寿司 仙台市若林区若林６丁目2-7 仙台市若林区

R3-00571 令和3年7月15日 うずお家 仙台市青葉区国分町2丁目7-10 仙台市青葉区

R3-00572 令和3年7月15日 千房ザ・モール仙台長町店 仙台市太白区長町7-20-3　ザ・モール仙台長町 仙台市太白区

R3-00573 令和3年7月15日 ワイン酒場　Gabulicious　仙台店 仙台市青葉区中央1-6-13　加瀬谷風通りビル http://www.sld-inc.com/gabulicious_sendai.html 仙台市青葉区

R3-00574 令和3年7月15日 分福寿司 仙台市太白区八木山本町1-36-1 仙台市太白区

R3-00575 令和3年7月15日 東龍門 仙台市青葉区国分町3-3-7　2F 仙台市青葉区

R3-00576 令和3年7月15日 駅前食堂とみ田 大崎市田尻沼部字地蔵堂1-8 大崎市

R3-00577 令和3年7月15日 珈琲まめ坊 仙台市青葉区米ケ袋1-1-12 https://www.mamebou.jp 仙台市青葉区

R3-00578 令和3年7月15日 カフェ・レストラン・マートル 仙台市若林区沖野2丁目6-13 仙台市若林区

R3-00579 令和3年7月15日 マクドナルド　泉中山店 仙台市泉区中山1-42-5 仙台市泉区

R3-00580 令和3年7月15日 りゃん亭 塩竈市旭町7-8 塩竈市

R3-00581 令和3年7月15日 和酒とごはん　じざい 仙台市青葉区中央4-9-6佐藤ビル2F https://jizai-sendai.wixsite.com/jizai 仙台市青葉区

R3-00582 令和3年7月15日 養老乃瀧塩釜店 塩竈市尾島町2-6 塩竈市

R3-00583 令和3年7月15日 kawara CAFÉ & DINING 仙台店 仙台市青葉区一番町3-11-14　丸和ビル2F http://www.sld-inc.com/kawara_sendai.html 仙台市青葉区

R3-00584 令和3年7月15日 焼肉ハウス　バリバリ一番町店 仙台市青葉区一番町四丁目5-9 仙台市青葉区

R3-00585 令和3年7月15日 株式会社南部家敷　築館店 栗原市築館伊豆4丁目6-42 栗原市

R3-00586 令和3年7月15日 株式会社南部家敷　小牛田店 遠田郡美里町北浦字川戸浦88-1 美里町

R3-00587 令和3年7月15日 手延べうどん　むぎの里　仙台長町店 宮城県仙台市太白区鹿野3-15-28 https://www.mugino-sato.jp/ 仙台市太白区

R3-00588 令和3年7月15日 居酒屋　喜楽 仙台市若林区上飯田3-6-15 仙台市若林区

R3-00589 令和3年7月15日 地酒と宮城の旨いもん処　斎太郎 仙台市青葉区国分町2丁目15-20　よごろうビル3階 仙台市青葉区

http://r.gnavi.co.jp/s5vkpd2b0000/
http://www.horiifood.co.jp/
http://www.sld-inc.com/gabulicious_sendai.html
https://www.mamebou.jp/
https://jizai-sendai.wixsite.com/jizai
http://www.sld-inc.com/kawara_sendai.html
https://www.mugino-sato.jp/
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R3-00590 令和3年7月15日 アニメソング専門カラオケバー　アニソン酒場 仙台市青葉区国分町2丁目15-20　よごろうビル2階 仙台市青葉区

R3-00591 令和3年7月15日 花の膳　六丁目店 仙台市宮城野区岡田字小広目２９－１０ http://www.hananozen.com/index.html 仙台市宮城野区

R3-00592 令和3年7月15日 花の膳　荒巻中山店 仙台市青葉区荒巻本沢２－４－５ http://www.hananozen.com/index.html 仙台市青葉区

R3-00593 令和3年7月15日 高倉町珈琲　仙台新港店 仙台市宮城野区中野1-2-28 仙台市宮城野区

R3-00594 令和3年7月15日 ホテル観洋　レストラン　シーサイド　潮騒 本吉郡南三陸町志津川字黒崎99-17 http://www.kanyo.co.jp 南三陸町

R3-00595 令和3年7月15日 海フードBBQ 本吉郡南三陸町志津川字黒崎99-17 http://www.kanyo.co.jp 南三陸町

R3-00597 令和3年7月15日 仙南シンケンファクトリー 角田市角田字流197-4 https://www.ja-miyagisennan.jp 角田市

R3-00598 令和3年7月15日 ビストロカフェアラプラージュ 亘理郡亘理町荒浜字御狩屋159-106 http://www.ala-plage.com 亘理町

R3-00599 令和3年7月15日 らーめん本竈　岩切本店 仙台市宮城野区岩切分台3-5-12 http://honkamado.net 仙台市宮城野区

R3-00601 令和3年7月15日 長沼ふるさと物産館 登米市迫町北方字天形161-84 登米市

R3-00603 令和3年7月15日 和食処　鮹 気仙沼市港町4-19 https://www.kkanyo.jp 気仙沼市

R3-00604 令和3年7月15日 和食処　海舟 気仙沼市柏崎1-1 https://www.pkanyo.jp 気仙沼市

R3-00605 令和3年7月15日 金華楼 牡鹿郡女川町女川2-16-8 http://kinkarou.com 女川町

R3-00606 令和3年7月15日 アナログガーデン 仙台市青葉区国分町２丁目1-12　瀬戸勝ビル１F 仙台市青葉区

R3-00607 令和3年7月15日 エビアン　エスパル 仙台市青葉区中央1-1-1　仙台ターミナルビル地下１階 仙台市青葉区

R3-00608 令和3年7月15日 麺屋久兵衛 宮城郡利府町神谷沢化粧坂63-2 http://jyonetsu.co.jp/ 利府町

R3-00609 令和3年7月15日 ゆっぽ亭 富谷市大清水1丁目32番地3　ゆっぽとみや大清水内 http://yuppo-tomiya.com/ 富谷市

R3-00610 令和3年7月15日 vegeto・LIKO 仙台市青葉区一番町2-6-16 仙台市青葉区

R3-00611 令和3年7月15日 レストラン　ドゥ　ラパン 岩沼市桜4-8-17 http://www.deux-lapins.com 岩沼市

R3-00612 令和3年7月15日 温湯温泉　佐藤旅館 栗原市花山字本沢温湯8-1 https://nuruyu-sato.com 栗原市

R3-00613 令和3年7月15日 伊達の牛たん本舗　宮城インター店 仙台市青葉区錦ケ丘1-3-1　仙台ショップス＆アウトレット2階 https://www.dategyu.jp/ 仙台市青葉区

R3-00614 令和3年7月15日 Book&Café こ・らっしぇ 刈田郡七ヶ宿町字諏訪原11-15 https://7kashuku.jp/book-cafe/ 七ヶ宿町

R3-00615 令和3年7月15日 元祖白石うーめん処　なかじま 白石市沢目8-23 https://www.facebook.com/4614uumen.nakajima 白石市

R3-00616 令和3年7月15日 うなぎ竹亭  本店 仙台市泉区南光台東1-53-22　うなぎ竹亭本店 http://www.unagi-chikutei.jp 仙台市泉区

R3-00617 令和3年7月15日 とんかつ　勝子 気仙沼市古町3-3-8  気仙沼駅前プラザ内１F 気仙沼市

http://www.hananozen.com/index.html
http://www.hananozen.com/index.html
http://www.kanyo.co.jp/
http://www.kanyo.co.jp/
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http://yuppo-tomiya.com/
http://www.deux-lapins.com/
https://nuruyu-sato.com/
https://www.dategyu.jp/
https://7kashuku.jp/book-cafe/
https://www.facebook.com/4614uumen.nakajima
http://www.unagi-chikutei.jp/


認証番号 認証日 店舗名 住所 URL 市町村
（選択してください）

R3-00618 令和3年7月15日 森の芽ぶきたまご舎　ファームファクトリー 柴田郡村田町大字村田字迫91-15 http://www.tamagoya.gr.jp/ 村田町

R3-00619 令和3年7月15日 森の芽ぶきたまご舎　蔵王本店 刈田郡蔵王町大字円田字弁天10-8 http://www.tamagoya.gr.jp/ 蔵王町

R3-00620 令和3年7月15日 夢屋 石巻市中央2丁目4-14 石巻市

R3-00621 令和3年7月15日 居酒屋　WAI-WAI 角田市角田字南82-16 角田市

R3-00622 令和3年7月15日 てしごと　是歩 仙台市青葉区一番町4丁目4-21 仙台市青葉区

R3-00623 令和3年7月15日 ナージェリヴレ　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 https://r.gnavi.co.jp/t083100/ 仙台市青葉区

R3-00625 令和3年7月15日 らーめん厨房　たけや 登米市迫町佐沼字中江5-6-6 登米市

R3-00626 令和3年7月15日 はまなす海洋館 気仙沼市本吉町九多丸1番地 http://www.kaiyoukan.com/ 気仙沼市

R3-00627 令和3年7月15日 うみぼうず 仙台市青葉区国分町3-1-4　ムサシヤビル2F 仙台市青葉区

R3-00628 令和3年7月15日 かぜの子チェーン　宮千代店 仙台市宮城野区宮千代二丁目13-1 http://www.kaze-noko.jp 仙台市宮城野区

R3-00629 令和3年7月15日 りんたろう 仙台市青葉区一番町1丁目8-20　スズキビル１F http://www.rintaro-sendai.com 仙台市青葉区

R3-00630 令和3年7月15日 ホテル観洋　海の市　リアスキッチン 気仙沼市魚市場前7-13　（株）気仙沼産業センター内 気仙沼市

R3-00631 令和3年7月15日 チャコール　バル　ジュ 仙台市青葉区中央1丁目8-31　名掛丁センター街内2階 仙台市青葉区

R3-00632 令和3年7月15日 焼肉の店　てなむ 仙台市若林区荒町77　ライオンズM101 http://www.tenamu.com 仙台市若林区

R3-00633 令和3年7月15日 うまい鮨勘　別館　鮨正 仙台市青葉区一番町4-3-29 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00634 令和3年7月15日 味の館　海鮮 気仙沼市田中前2-5-13 気仙沼市

R3-00635 令和3年7月15日 登良家 大崎市鳴子温泉字湯元26-3 大崎市

R3-00636 令和3年7月15日 和食処　もと木 仙台市太白区富沢1-12-33 仙台市太白区

R3-00637 令和3年7月15日 ゆきむら 仙台市青葉区本町３丁目2-1　ハーフムーンビル２F http://info@yukimuras.jp 仙台市青葉区

R3-00638 令和3年7月15日 御食事処　やまにし 気仙沼市東新城２丁目5-12 気仙沼市

R3-00639 令和3年7月15日 旬菜酒楽　かぐら 大崎市古川福沼1丁目16-10 http://syunnsaikagura.blog.fc2.com 大崎市

R3-00640 令和3年7月15日 串カツ酒場なにわ屋本舗 大崎市古川駅前大通2丁目2-33 https://naniwaya-honpo.com/ 大崎市

R3-00641 令和3年7月15日 カフェレストラン　ボナンザ 宮城郡利府町神谷沢字化粧坂77-7 利府町

R3-00642 令和3年7月15日 森乃館　仙台東店 仙台市宮城野区中野1-2-1 仙台市宮城野区

R3-00643 令和3年7月15日 月うさぎ 仙台市青葉区国分町3-2-5　09ビル4F 仙台市青葉区

http://www.tamagoya.gr.jp/
http://www.tamagoya.gr.jp/
https://r.gnavi.co.jp/t083100/
http://www.kaiyoukan.com/
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R3-00644 令和3年7月15日 焼肉冷麺ヤマト仙台泉店 宮城県 仙台市泉区大沢２丁目13-1 http://www.yamato55.com/ 仙台市泉区

R3-00645 令和3年7月15日 焼肉冷麺ヤマト多賀城店 多賀城市町前２丁目7-32 http://www.yamato55.com/ 多賀城市

R3-00646 令和3年7月15日 BACARO風見鶏 宮城県 仙台市青葉区一番町1-8-32 T&Rビル1F https://kaza3dori.net/ 仙台市青葉区

R3-00647 令和3年7月15日 別館　すが井 仙台市青葉区中央一丁目7-6　西原ビル5階 仙台市青葉区

R3-00648 令和3年7月15日 株式会社南部家敷　利府店 宮城郡利府町利府字八幡崎100-1 利府町

R3-00649 令和3年7月15日 株式会社南部家敷　古川インター店 大崎市古川字本鹿島163 大崎市

R3-00651 令和3年7月15日 和み処　男山 塩竈市本町10-26 https://siogama-otokoyama.com/ 塩竈市

R3-00652 令和3年7月15日 鮨　和こう 仙台市青葉区国分町2-12-5　凱旋門ビル1F http://sushi-wakou.com 仙台市青葉区

R3-00653 令和3年7月15日 湘南　茅ケ崎　道　国分町店 仙台市青葉区国分町2-7-5　KYパークビル2F 仙台市青葉区

R3-00654 令和3年7月15日 桝家 遠田郡美里町字藤ヶ崎町164-1 美里町

R3-00655 令和3年7月15日 株式会社南部家敷　加賀野店 登米市中田町石森加賀野3丁目3-10 中田町

R3-00656 令和3年7月15日 株式会社南部家敷　加美町店 加美郡加美町赤塚283 加美町

R3-00657 令和3年7月15日 うま囲　仙台駅前西口名掛丁店 仙台市青葉区中央1-8-38　AKビル9F http://horiifood-brand.com/umai/shop/sendainakakechouten/ 仙台市青葉区

R3-00658 令和3年7月15日 居酒屋五エ門　佐沼店 登米市迫町佐沼下田中町44-2 登米市

R3-00659 令和3年7月15日 居酒屋五エ門　中田店 登米市中田町石森字駒牽84-7 登米市

R3-00660 令和3年7月15日 いざかや丸尚 登米市迫町佐沼中江4-14-1 登米市

R3-00662 令和3年7月15日 隠れ庵　忍家　石巻店 宮城県石巻市恵み野1-4-4 https://www.horiifood.co.jp/ 石巻市

R3-00663 令和3年7月15日 北京大飯店 宮城県石巻市大街道南5-4-59 http://pekin5151.com/ 石巻市

R3-00664 令和3年7月15日 岳山珈琲 宮城県仙台市泉区福岡字岳山7-101 https://gakuzancoffee.com 仙台市泉区

R3-00665 令和3年7月15日 三代目　竹鶏　川平店 宮城県 仙台市青葉区川平3丁目41－３ https://taketorikawadaira.owst.jp 仙台市青葉区

R3-00666 令和3年7月15日 はなれ 宮城県仙台市青葉区中央1-8-26　ﾗ･ｻｰﾐﾋﾞﾙ2F http://brands.tbi-group.co.jp/hanare/miyagi/9474739 仙台市青葉区

R3-00667 令和3年7月19日 ALAM 仙台市若林区六丁の目南町２－４７　１F http://alam-café.com/ 仙台市若林区

R3-00668 令和3年7月19日 ChineseDining 和醸良酒　隆の恵 仙台市青葉区五橋２丁目１０－２４ 仙台市青葉区

R3-00669 令和3年7月19日 仙台　ゆう治 仙台市青葉区国分町２－２－１１－２Ｆ 仙台市青葉区

R3-00670 令和3年7月19日 ISHINOMAKI　まるしん 石巻市広渕字馬場屋敷109番地6 石巻市

http://www.yamato55.com/
http://www.yamato55.com/
https://kaza3dori.net/
https://siogama-otokoyama.com/
http://sushi-wakou.com/
http://horiifood-brand.com/umai/shop/sendainakakechouten/
https://www.horiifood.co.jp/
http://pekin5151.com/
https://gakuzancoffee.com/
https://taketorikawadaira.owst.jp/
http://brands.tbi-group.co.jp/hanare/miyagi/9474739
http://alam-café.com/
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R3-00671 令和3年7月19日 レストランJolie 仙台市青葉区花京院１－２－１２ https://www.sendai.jalcity.co.jp/restaurant-bar/jolie/ 仙台市青葉区

R3-00672 令和3年7月19日 集合郎　はなれ 仙台市青葉区中央２－４－１１　水晶堂ビルＢ１ https://shugoro-gyutan.com/shop/hanare 仙台市青葉区

R3-00673 令和3年7月19日 カフェギャラリーアイ 気仙沼市弁天町1丁目4-7 http://ikkeikaku.co.jp/ 気仙沼市

R3-00674 令和3年7月19日 三代目　竹鶏 仙台市宮城野区新田2-12-48 https://akr9134592658.owst.jp/ 仙台市宮城野区

R3-00675 令和3年7月19日 nacree 仙台市青葉区一番町3丁目1-1　藤崎ファーストタワー館4F http://nacree.jp/ 仙台市青葉区

R3-00676 令和3年7月19日 レストラン　ザ・ガーデン 岩沼市北長谷字切通1-1　東京第一ホテル岩沼リゾート内 https://www.tdh-iwanuma-r.com 岩沼市

R3-00677 令和3年7月19日 江陽グランドホテル　レストランロンシャン 仙台市青葉区本町2-3-1 https://www.koyogh.jp/ 仙台市青葉区

R3-00678 令和3年7月19日 弁慶鮨 本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5 さんさん商店街E-1 南三陸町

R3-00679 令和3年7月19日 有限会社和食味処　宮寿司 刈田郡蔵王町宮字一本松西68-5 蔵王町

R3-00680 令和3年7月19日 そば酒房　喜蕎 仙台市太白区泉崎1丁目14-3　フロラシオン長町南101 仙台市太白区

R3-00681 令和3年7月19日 八剣伝　JR　北山駅前店 仙台市青葉区菊田町1-16　佐藤商店1階 仙台市青葉区

R3-00682 令和3年7月19日 トラットリア　アゼリア 石巻市千石町2-10（石巻グランドホテル内） http://www.grandhotel.bz 石巻市

R3-00683 令和3年7月19日 峠の湯　追分温泉 石巻市北上町女川字大峯１番地 石巻市

R3-00684 令和3年7月19日 しゃぶ将軍　田なべ　多賀城店 多賀城市駅前2-6-11 多賀城市

R3-00685 令和3年7月19日 中国料理　翠林 仙台市青葉区中央4-6-1　５F http://www.tobu-skh.co.jp 仙台市青葉区

R3-00686 令和3年7月19日 レストラン　ロジェドール 仙台市青葉区中央4-6-1　５F http://www.tobu-skh.co.jp 仙台市青葉区

R3-00687 令和3年7月19日 メインバー　ロイヤルアスコット 仙台市青葉区中央4-6-1　1F http://www.tobu-skh.co.jp 仙台市青葉区

R3-00688 令和3年7月19日 コーヒーハウス 仙台市青葉区中央4-6-1　1F http://www.tobu-skh.co.jp 仙台市青葉区

R3-00689 令和3年7月19日 そば亭山彼方 名取市田高神明163 https://cybele.co.jp 名取市

R3-00690 令和3年7月19日 シベールズカフェ　南中山店 仙台市泉区南中山５丁目５−４７ https://cybele.co.jp 仙台市泉区

R3-00691 令和3年7月19日 シベールズカフェ　名取店 名取市田高神明163 https://cybele.co.jp 名取市

R3-00693 令和3年7月19日 ボンヌ・プラス 仙台市青葉区一番町4丁目3-11　2M4・3ビル1F 仙台市青葉区

R3-00694 令和3年7月19日 かきとあなご　松島　田里津庵 宮城郡利府町赤沼字井戸尻132-2 https://www.ichinobo.com/taritsuan/ 利府町

R3-00696 令和3年7月19日 上島珈琲店　イオンモール名取店 名取市杜のせきのした5-3-1　イオンモール名取１F http://www.ufs.co.jp 名取市

R3-00697 令和3年7月19日 港町レストラン鮮 気仙沼市港町2-13 https://osakana-ichiba.net/ 気仙沼市

https://www.sendai.jalcity.co.jp/restaurant-bar/jolie/
https://shugoro-gyutan.com/shop/hanare
http://ikkeikaku.co.jp/
https://akr9134592658.owst.jp/
http://nacree.jp/
https://www.tdh-iwanuma-r.com/
https://www.koyogh.jp/
http://www.grandhotel.bz/
http://www.tobu-skh.co.jp/
http://www.tobu-skh.co.jp/
http://www.tobu-skh.co.jp/
http://www.tobu-skh.co.jp/
https://cybele.co.jp/
https://cybele.co.jp/
https://cybele.co.jp/
https://www.ichinobo.com/taritsuan/
http://www.ufs.co.jp/
https://osakana-ichiba.net/
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R3-00698 令和3年7月19日 ホテル観洋　海の市　いちば寿司 気仙沼市魚市場前7-13　（株）気仙沼産業センター内 気仙沼市

R3-00699 令和3年7月19日 居酒屋集合郎　分店　上杉店 仙台市青葉区上杉1丁目8-17　上杉21ビル地下1階 仙台市青葉区

R3-00700 令和3年7月19日 UGUISU仙台茶寮 仙台市青葉区一番町４丁目2-2ダイワロイネットホテル１F 仙台市青葉区

R3-00701 令和3年7月19日 海鮮料理　絆 宮城県 仙台市青葉区国分町2丁目１-１-19フジビル７F http://kaisenkizuna.da-te.jp/ 仙台市青葉区

R3-00702 令和3年7月19日 株式会社南部家敷　石巻店 石巻市丸井戸1丁目58-5 石巻市

R3-00704 令和3年7月19日 焼肉　冷麺　明月苑　大和町店 宮城県仙台市若林区大和町5‐2‐15 https://t948102.gorp.jp/ 仙台市若林区

R3-00705 令和3年7月19日 やよい軒　仙台六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目西町2-1 仙台市若林区

R3-00706 令和3年7月19日 味づくし　安倶楽や 宮城県仙台市青葉区国分町2-1-10　阿部ﾌｫｰﾄﾋﾞﾙ3F 仙台市青葉区

R3-00707 令和3年7月19日 どん亭 宮城県仙台市青葉区大町2‐14‐14 https://dontei.net 仙台市青葉区

R3-00708 令和3年7月19日 炭火焼肉　桂 宮城県柴田郡柴田町船岡中央2-1-5 柴田町

R3-00709 令和3年7月19日 村田や 宮城県柴田郡柴田町槻木上町2-3-1 http://www.sennan-murataya.com 柴田町

R3-00710 令和3年7月19日 くるまやラーメン岩沼バイパス店 宮城県岩沼市相の原1-47-1 www.kurumayaramen.co.jp 岩沼市

R3-00711 令和3年7月19日 居酒屋　五圓や 宮城県仙台市宮城野区苦竹1-7-25　ｳｴｽﾄﾊﾟﾚｽﾏﾝｼｮﾝ1F 仙台市宮城野区

R3-00712 令和3年7月19日 ｶﾌｪﾓｰﾂｧﾙﾄ　ﾊﾟﾊﾟｹﾞｰﾉ 宮城県仙台市青葉区川内元支倉34-1 仙台市青葉区

R3-00713 令和3年7月19日 お茶の井ヶ田　喜久水庵東仙台本店 宮城県仙台市宮城野区小鶴3-8-8 http://www.ocha-igeta.co.jp/ 仙台市宮城野区

R3-00714 令和3年7月19日 喜久水庵　南吉成本店 仙台市青葉区南吉成2-17-1 http://www.ocha-igeta.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00715 令和3年7月19日 江戸前 ふじ寿司 宮城県仙台市泉区根白石字車屋敷28-5 仙台市泉区

R3-00716 令和3年7月20日 岩手屋 東松島市矢本字栄町36 東松島市

R3-00717 令和3年7月20日 酒の餃子 塩竈市東玉川町6-5 塩竃市

R3-00718 令和3年7月20日 串カツ田中　国分町通店 仙台市青葉区国分町２丁目９－３７　レインボーステーションビル１階 仙台市青葉区

R3-00719 令和3年7月20日 Ｊ－ＬＯＵＮＧＥ 仙台市青葉区花京院１－２－１２ 仙台市青葉区

R3-00720 令和3年7月20日 いわま亭 仙台市青葉区八幡３丁目１８－１９ 仙台市青葉区

R3-00721 令和3年7月20日 牛正　石巻店 石巻市南中里三丁目5番28号 石巻市

R3-00722 令和3年7月20日 伊達のくら仙台東口店 仙台市宮城野区榴岡2丁目3-16　1F 仙台市宮城野区

R3-00723 令和3年7月20日 魚べい　アクロスプラザ富沢西店 仙台市太白区富田字京ノ北72-1（53B-51L） 仙台市太白区

http://kaisenkizuna.da-te.jp/
https://t948102.gorp.jp/
https://dontei.net/
http://www.sennan-murataya.com/
http://www.kurumayaramen.co.jp/
http://www.ocha-igeta.co.jp/
http://www.ocha-igeta.co.jp/
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R3-00724 令和3年7月20日 ステーキ宮　仙台中田店 仙台市太白区中田町字北44番地 仙台市太白区

R3-00725 令和3年7月20日 たまご工房 塩竈市新浜町1-20-74 塩竃市

R3-00726 令和3年7月20日 富喜寿司 石巻市鋳銭場8-6 石巻市

R3-00727 令和3年7月20日 おでんと炭焼き　むすび 仙台市泉区泉中央１丁目17-3　遊食館１階 http://g.co./kgs/JE71vd 仙台市泉区

R3-00728 令和3年7月20日 農家イタリアン米屋十米衛 仙台市若林区清水小路1-6 http://www.igarashi-shoukai.com/komeya/home.html 仙台市若林区

R3-00729 令和3年7月20日 オモニクリスロード店 仙台市青葉区中央2-6-7　太田屋ビル2階 http://www.sanwarc.co.jp/company 仙台市青葉区

R3-00730 令和3年7月20日 ゆず庵　名取店 名取市増田3-10-43　 https://www.shabu-yuzuan.jp 名取市

R3-00731 令和3年7月20日 黒毛和牛一頭切り伊達哉 仙台市宮城野区榴岡４丁目5-21　Fタウンビル７F 仙台市宮城野区

R3-00733 令和3年7月20日 味亭　すけろく 角田市角田字泉町42-1 http://kokoda-sukeroku.com/ 角田市

R3-00734 令和3年7月20日 仙台海蔵 仙台市青葉区国分町2-1-22 http://www.sendai-umizo.com 仙台市青葉区

R3-00735 令和3年7月20日 ラーメンビリーR45多賀城店 多賀城市町前1丁目4-3 http://jyonetsu.co.jp/ 多賀城市

R3-00736 令和3年7月20日 梵天食堂　六丁の目店 仙台市若林区大和町5丁目24-15　 http://shokudo_rokuchonometen@yahoo.co.jp 仙台市若林区

R3-00737 令和3年7月20日 梵天食堂　名取店 名取市手倉田字諏訪532-1　ラスティーコート1F http://shokudo_natori@yahoo.co.jp 名取市

R3-00738 令和3年7月20日 DIVERDE八幡店 仙台市青葉区八幡3-1-50　レキシントンプラザ内１F 仙台市青葉区

R3-00739 令和3年7月20日 つぼ八　古川店 大崎市古川旭3-8-33 大崎市

R3-00740 令和3年7月20日 森の芽ぶきたまご舎　愛島本店 名取市愛島笠島字上平88-3 http://www.tamagoya.gr.jp/ 名取市

R3-00741 令和3年7月20日 ときわ亭　角田店 角田市角田字扇町9-11 角田市

R3-00742 令和3年7月20日 ときわ亭　矢本店 東松島市矢本字北浦485-9 東松島市

R3-00743 令和3年7月20日 居酒屋　塩釜甚句 塩竈市白萩町2-22 塩竃市

R3-00744 令和3年7月20日 叙々苑　仙台パルコ店 仙台市青葉区中央1-2-3　仙台パルコ本館9階 https://www.jojoen.co.jp/shop/jojoen/sendai-parco/ 仙台市青葉区

R3-00745 令和3年7月20日 うまい鮨勘　一番町支店 仙台市青葉区一番町4-5-6 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00746 令和3年7月20日 うまい鮨勘　総本店 仙台市青葉区国分町2-1-15 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00747 令和3年7月20日 北海三陸炭火焼　まるかん 仙台市青葉区国分町2-2-8 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00748 令和3年7月20日 うまい鮨勘　名掛丁支店 仙台市青葉区中央1-7-7 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00749 令和3年7月20日 うまい鮨勘　仙台東口支店 仙台市宮城野区榴岡2-1-25 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市宮城野区

http://g.co./kgs/JE71vd
http://www.igarashi-shoukai.com/komeya/home.html
http://www.sanwarc.co.jp/company
https://www.shabu-yuzuan.jp/
http://kokoda-sukeroku.com/
http://www.sendai-umizo.com/
http://jyonetsu.co.jp/
http://shokudo_rokuchonometen@yahoo.co.jp
http://shokudo_natori@yahoo.co.jp
http://www.tamagoya.gr.jp/
https://www.jojoen.co.jp/shop/jojoen/sendai-parco/
http://www.sushikan.co.jp/
http://www.sushikan.co.jp/
http://www.sushikan.co.jp/
http://www.sushikan.co.jp/
http://www.sushikan.co.jp/
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R3-00750 令和3年7月20日 食楽　しお彩 本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5 南三陸町

R3-00751 令和3年7月20日 DINING BAR HALU 気仙沼市古町3丁目1番5号 気仙沼市

R3-00752 令和3年7月20日 星さん家のハンバーグ 宮城県 名取市愛の杜１－３－１３ http://hoshihouse.blog.fc2.com/ 名取市

R3-00753 令和3年7月20日 やぐら仙台駅前店 宮城県 仙台市青葉区中央3丁目6-12　仙台南町通りビル4F 仙台市青葉区

R3-00754 令和3年7月20日 養老乃瀧　気仙沼田中前店 宮城県気仙沼市田中前3-6-6 気仙沼市

R3-00755 令和3年7月20日 江陽グランドホテル　中国飯店　龍天江 宮城県仙台市青葉区本町2-3-1 江陽グランドホテル13F http://www.koyogh.jp 仙台市青葉区

R3-00757 令和3年7月20日 ﾚｽﾄﾗﾝ　わか菜 宮城県亘理郡山元町山寺字樋前31 山元町

R3-00758 令和3年7月20日 レストランぱらだいす 宮城県東松島市矢本字河戸24 東松島市

R3-00759 令和3年7月20日 焼肉　冷麺　明月苑　上杉店 宮城県仙台市青葉区上杉1-4-25 https://t948102.gorp.jp/ 仙台市青葉区

R3-00760 令和3年7月20日 やよい軒　古川穂波店 宮城県大崎市古川穂波3-1-10 大崎市

R3-00761 令和3年7月20日 気仙沼　ゆう寿司 宮城県気仙沼市本郷11-5 気仙沼市

R3-00763 令和3年7月20日 四季の居酒屋　松風 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-8 仙台市青葉区

R3-00764 令和3年7月20日 廻鮮丸 宮城県 石巻市あけぼの1丁目6-3 石巻市

R3-00765 令和3年7月20日 猛烈食堂　また来て屋 宮城県 石巻市門脇字元浦屋敷15-1 石巻市

R3-00766 令和3年7月20日 仕出し・会席料理　かみ村 宮城県宮城郡七ヶ浜町湊浜字砂山25-4 http://www.kami-mura.com/ 七ヶ浜町

R3-00767 令和3年7月20日 ご馳走ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ満てん 宮城県栗原市築館薬師4-10-16 栗原市

R3-00768 令和3年7月20日 魚割烹　笹喜 宮城県大崎市岩出山池月字下宮町62-8 大崎市

R3-00769 令和3年7月20日 居酒屋 葵 宮城県登米市迫町佐沼字中江4-14-2 登米市

R3-00770 令和3年7月20日 焼肉泰山国分町本店 宮城県 仙台市青葉区国分町２丁目３－２０佐藤ビル一階 https://www.taizan-sendai.com 仙台市青葉区

R3-00771 令和3年7月20日 焼肉泰山定禅寺通り店 宮城県 仙台市青葉区国分町３丁目２－５　ゼロキュービル３階 http://www.taizan-sendai.com 仙台市青葉区

R3-00772 令和3年7月20日 洋食浅草軒エスパル仙台店 宮城県 仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台B1 https://www.n-rs.co.jp 仙台市青葉区

R3-00773 令和3年7月20日 優結 宮城県仙台市青葉区中央3-1-22　EQUNIA青葉通りﾋﾞﾙB1F https://yui-sendai.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-00774 令和3年7月20日 cafe　エスポアール 宮城県 気仙沼市笹が陣3-30気仙沼図書館1階フリースペース内 https://www.instagram.com/cafe.espo/ 気仙沼市

R3-00775 令和3年7月20日 味道　一平 宮城県石巻市立町2-1-9 石巻市

R3-00776 令和3年7月20日 くるまやラーメン築館店 宮城県 栗原市築館薬師4-10-8 https://www.kurumayaramen.co.jp/shoplist/shop/10251.htm 栗原市

http://hoshihouse.blog.fc2.com/
http://www.koyogh.jp/
https://t948102.gorp.jp/
http://www.kami-mura.com/
https://www.taizan-sendai.com/
http://www.taizan-sendai.com/
https://www.n-rs.co.jp/
https://yui-sendai.owst.jp/
https://www.instagram.com/cafe.espo/
https://www.kurumayaramen.co.jp/shoplist/shop/10251.htm
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R3-00777 令和3年7月20日 さかなや道場　古川大通店 宮城県大崎市古川駅前大通3-4-43 https://www.chimney.co.jp/eatery/detail.html?shop_code=1083 大崎市

R3-00778 令和3年7月20日 居酒屋　まき 宮城県塩竈市尾島町24-11 塩竃市

R3-00779 令和3年7月20日 はいから食堂ご馳走や 宮城県 石巻市あけぼの2丁目3-5 石巻市

R3-00780 令和3年7月20日 トレンタ　柏木店 宮城県仙台市青葉区柏木1-1-51　水野ﾋﾞﾙ1F https://www.trenta.co.jp 仙台市青葉区

R3-00781 令和3年7月20日 トレンタ　富沢店 宮城県仙台市太白区大野田5-30-6　ｲｵﾝﾀｳﾝ仙台富沢 https://www.trenta.co.jp 仙台市太白区

R3-00782 令和3年7月20日 串焼き　げん 仙台市青葉区一番町4-5-3　神永ﾋﾞﾙ2F http://takeru-k.github.io/qualia/ 仙台市青葉区

R3-00783 令和3年7月20日 サウンズバー　シェルター 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目9-35　センカンプラザ4階 仙台市青葉区

R3-00785 令和3年7月21日 ウメ子の家　仙台駅前店 仙台市青葉区中央1-7-4 仙台市青葉区

R3-00786 令和3年7月21日 そば山彼方 柴田郡川崎町支倉字滝ノ原45-1 https://cybele.co.jp 川崎町

R3-00787 令和3年7月21日 かぜの子チェーン　上杉店 仙台市青葉区上杉5丁目1-1-110 http://www.kaze-noko.jp 仙台市青葉区

R3-00788 令和3年7月21日 マクドナルド　48号愛子ヨークタウン店 仙台市青葉区上愛子新宮前20-1 仙台市青葉区

R3-00789 令和3年7月21日 原会館 加美郡加美町字町屋敷二番8番地1 http://www.harakaikan.com/ 加美町

R3-00790 令和3年7月21日 張広東飯店　桜園 仙台市青葉区一番町1丁目6-23　1F 仙台市青葉区

R3-00791 令和3年7月21日 うまい鮨勘　ゆとろぎ多賀城店 多賀城市栄2-3-34 http://www.sushikan.co.jp/ 多賀城市

R3-00792 令和3年7月21日 うなぎ割烹　清川 登米市登米町寺池中町66番地 登米市

R3-00793 令和3年7月21日 Bourbon in BRUTE 仙台市青葉区一番町4-3-9　第三藤原屋ビルB1F 仙台市青葉区

R3-00794 令和3年7月21日 そばダイニング　結月庵仙台駅エスパル店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 仙台ターミナルビル地下１F 仙台市青葉区

R3-00795 令和3年7月21日 すし　ゆきむら 仙台市青葉区国分町２丁目１２－４セブンビレッジビル１階 仙台市青葉区

R3-00796 令和3年7月21日 かきや no Kakiya 宮城県仙台市青葉区立町26-16　早坂ビル1階 https://kakiyanokakiya.gorp.jp/ 仙台市青葉区

R3-00798 令和3年7月21日 やよい軒　仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-33　トレンドビル1F 仙台市青葉区

R3-00800 令和3年7月21日 (株)仙台三越　三越フードガーデン　青葉亭 宮城県仙台市青葉区一番町4-11-1　定禅寺通り館　地下1Ｆ https://www.dategyu.jp/ 仙台市青葉区

R3-00801 令和3年7月21日 手延べうどん　むぎの里　古川店 宮城県大崎市古川幸町1-47-1 https://www.mugino-sato.jp/ 大崎市

R3-00802 令和3年7月21日 お茶の井ヶ田　仙台中央本店 宮城県仙台市青葉区中央2-5-9　庄文堂ﾋﾞﾙ1階南 http://www.ocha-igeta.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00803 令和3年7月21日 ﾘﾄﾙﾊｳｽ 宮城県柴田郡柴田町西船迫1-3-34 柴田町

R3-00804 令和3年7月26日 カプリコン 気仙沼市南町2丁目4-22・アイファーロ202号 http://capricon1969.amebaownd.com 気仙沼市

https://www.chimney.co.jp/eatery/detail.html?shop_code=1083
https://www.trenta.co.jp/
https://www.trenta.co.jp/
http://takeru-k.github.io/qualia/
https://cybele.co.jp/
http://www.kaze-noko.jp/
http://www.harakaikan.com/
http://www.sushikan.co.jp/
https://kakiyanokakiya.gorp.jp/
https://www.dategyu.jp/
https://www.mugino-sato.jp/
http://www.ocha-igeta.co.jp/
http://capricon1969.amebaownd.com/
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R3-00805 令和3年7月26日 炭火焼肉　勇　仙台泉店 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目22-3 仙台市泉区

R3-00806 令和3年7月26日 HANABUSA 仙台市青葉区国分町二丁目14-25　山国ビル2F 仙台市青葉区

R3-00807 令和3年7月26日 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 仙台市泉区

R3-00808 令和3年7月26日 ココス仙台長町店 仙台市太白区長町7-10-1 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 仙台市太白区

R3-00809 令和3年7月26日 ココス仙台八木山店 仙台市太白区八木山本町1-13-10 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 仙台市太白区

R3-00810 令和3年7月26日 やきとり家　竜鳳 仙台市泉区泉中央2丁目17-3　フリード泉中央105 http://www.ryuho.co.jp/shop.php?shop=izu&menu=b&take=b 仙台市泉区

R3-00811 令和3年7月26日 馳走処さくら亭　中野栄店 仙台市宮城野区出花1-3-4 仙台市宮城野区

R3-00812 令和3年7月26日 馳走処さくら亭　六丁の目店 仙台市若林区六丁の目南町1-18-101 仙台市若林区

R3-00813 令和3年7月26日 菊寿し 仙台市青葉区みやぎ台4-20-13 仙台市青葉区

R3-00814 令和3年7月26日 旬魚和彩　万咲 登米市迫町佐沼字中江３丁目5-9 登米市

R3-00815 令和3年7月26日 道の駅　大谷海岸 気仙沼市本吉町三島９番地 気仙沼市

R3-00816 令和3年7月26日 一之蔵/DANRO　仙台駅前店 宮城県 仙台市青葉区中央3丁目6-12　仙台南町通りビル4F 仙台市青葉区

R3-00817 令和3年7月26日 庄文亭 宮城県 仙台市太白区富沢３丁目１４－２５ https://shobuntei.com 仙台市太白区

R3-00818 令和3年7月26日 ファミリーレストラン美よし家 宮城県 角田市角田字田町116 角田市

R3-00819 令和3年7月26日 もつ擴 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-9　第三藤原ﾋﾞﾙ1F 仙台市青葉区

R3-00820 令和3年7月26日 SALVATORE CUOMO & BAR　仙台 宮城県仙台市青葉区中央3-7-5　仙台ﾊﾟﾙｺ2　1F http://www.salvatore.jp/restaurant/sendai/ 仙台市青葉区

R3-00821 令和3年7月26日 玉澤総本店　ｴｽﾊﾟﾙ店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 仙台市青葉区

R3-00822 令和3年7月26日 てんぷら　天松 宮城県 仙台市青葉区一番町４丁目４番３号　あむーる２ビル　２階 仙台市青葉区

R3-00823 令和3年7月26日 フランス食堂オ・コションブルー 宮城県仙台市青葉区一番町4-5-26 仙台市青葉区

R3-00824 令和3年7月26日 四季食菜安田 宮城県仙台市青葉区国分町3-3-1　定禅寺ﾋﾙｽﾞﾋﾞﾙB1 仙台市青葉区

R3-00825 令和3年7月26日 すしざんまい仙台一番町店 宮城県 仙台市青葉区一番町4丁目ー5－7シエロ一番町4丁目ビル1階 https://www.kiyomura.co.jp 仙台市青葉区

R3-00826 令和3年7月26日 丼専門店　海たろう 宮城県 本吉郡南三陸町志津川五日町201-5 http://www.gyutan-sari.jp/ 南三陸町

R3-00827 令和3年7月26日 十割そば　焼肉　琉の花 宮城県岩沼市小川字荘司1-1 http://rnoh.web.fo2.com 岩沼市

R3-00828 令和3年7月26日 ケムリノアブサン 多賀城市八幡4-2-21 http://kemurinoabusan.com 多賀城市

R3-00829 令和3年7月27日 食事処　むつごろう 多賀城市八幡3-16-26 多賀城市

https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html
https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html
http://www.ryuho.co.jp/shop.php?shop=izu&menu=b&take=b
https://shobuntei.com/
http://www.salvatore.jp/restaurant/sendai/
https://www.kiyomura.co.jp/
http://www.gyutan-sari.jp/
http://rnoh.web.fo2.com/
http://kemurinoabusan.com/
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R3-00830 令和3年7月27日 茶屋勘右衛門　By KIYOKAWAYA 宮城郡松島町松島字浪打浜18　松島離宮1階 松島町

R3-00831 令和3年7月27日 和風　大ひょう 宮城県 柴田郡大河原町新南44-4 大河原町

R3-00832 令和3年7月27日 焼肉おはる愛子店 宮城県仙台市青葉区栗生7-12-1 仙台市青葉区

R3-00833 令和3年7月27日 仙台餃子　風泉 宮城県 仙台市若林区沖野3丁目19-35-104 http://sendai-sakura.net/gyouza 仙台市若林区

R3-00834 令和3年7月27日 粉もんや　金ぞぅ 宮城県 仙台市青葉区三条町12-6 https://okonomiyaki-restaurant-1326.business.site/ 仙台市青葉区

R3-00835 令和3年7月27日 うどん屋　伝七 宮城県亘理郡亘理町吉田字下大畑19-4 亘理町

R3-00837 令和3年7月27日 嘉肴萬菜〇いけ 宮城県仙台市青葉区本町2-16-15　ノルミヤ本町ビルB1F https://r.gnavi.co.jp/npvzg13t0000/ 仙台市青葉区

R3-00838 令和3年7月27日 玉澤総本店　一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-9-1 仙台市青葉区

R3-00839 令和3年7月27日 玉澤総本店　晴れの菓店 宮城県仙台市青葉区中央2-3-19 仙台市青葉区

R3-00840 令和3年7月27日 HACHI 仙台店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 JR仙台駅3F https://www.maido-8.com/hachisendaieki/ 仙台市青葉区

R3-00841 令和3年7月27日 四季彩別邸 宮城県 仙台市青葉区中央区3丁目1-3 aune仙台6F 仙台市青葉区

R3-00842 令和3年7月27日 ビストロ・ヴァンダンジュ 宮城県 登米市迫町佐沼字内町63-4 登米市

R3-00843 令和3年7月27日 PUBLIC. COFFEE & BAR 宮城県 仙台市太白区長町３丁目７－３ https://publiccoffeesendai.wixsite.com/mysite 仙台市太白区

R3-00844 令和3年7月27日 Spirits 宮城県 仙台市青葉区国分町2丁目2-22ＥＸプラザ3Ｆ http://www.spirits-j.com/ 仙台市青葉区

R3-00845 令和3年7月28日 仙台焼肉ホルモン独眼牛　仙台本店 仙台市宮城野区榴岡2-3-16　2F https://dokugangyu.owst.jp/ 仙台市宮城野区

R3-00846 令和3年7月28日 ANAホリディ・イン仙台　レストランChef's Table 仙台市若林区新寺1-4-1 仙台市若林区

R3-00847 令和3年7月28日 仙台焼鳥とワインの店　大魔王 仙台市青葉区中央1-8-29　JYビル1F 仙台市青葉区

R3-00848 令和3年7月28日 Euro-29 仙台市青葉区国分町二丁目2-22　EXプラザビル1F 仙台市青葉区

R3-00849 令和3年7月28日 鶏居酒屋ちらんや 仙台市青葉区一番町3丁目7番20号 仙台市青葉区

R3-00850 令和3年7月28日 レストハウス　かんけつ荘 大崎市鳴子温泉鬼首字吹上12 大崎市

R3-00851 令和3年7月28日 鮨処えんどう　 気仙沼市本吉町津谷新明戸200 https://sushi-endo.com/ 気仙沼市

R3-00852 令和3年7月28日 花の舞　北仙台駅前店 仙台市青葉区昭和町6-1 仙台市青葉区

R3-00853 令和3年7月28日 旅館　海光館 気仙沼市松崎高谷17-5 http://kesennuma-kaikoukan.com/ 気仙沼市

R3-00854 令和3年7月28日 有限会社日下食品 白石市清水小路48 http://kusaka-syokuhin.com 白石市

R3-00855 令和3年7月28日 やすらぎの味処　ゆっぽ亭 白石市太平森合字森合沖86　やすらぎの湯ゆっぽ内 http://yuppo.co.jp 白石市

http://sendai-sakura.net/gyouza
https://okonomiyaki-restaurant-1326.business.site/
https://r.gnavi.co.jp/npvzg13t0000/
https://www.maido-8.com/hachisendaieki/
https://publiccoffeesendai.wixsite.com/mysite
http://www.spirits-j.com/
https://dokugangyu.owst.jp/
https://sushi-endo.com/
http://kesennuma-kaikoukan.com/
http://kusaka-syokuhin.com/
http://yuppo.co.jp/
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R3-00856 令和3年7月28日 無尽蔵　せんだい家 仙台市青葉区中央1-1-1　仙台駅ビル１F 仙台市青葉区

R3-00857 令和3年7月28日 かぜの子チェーン　中田店 仙台市太白区中田五丁目1-3 http://www.kaze-noko.jp 仙台市太白区

R3-00858 令和3年7月28日 上島珈琲店　仙台一番町店 仙台市青葉区一番町3丁目6-1　一番町平和ビル1・2階 http://www.ufs.co.jp 仙台市青葉区

R3-00860 令和3年7月28日 うまい鮨勘　ゆとろぎ長町店 仙台市太白区郡山字新橋北6-1 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市太白区

R3-00861 令和3年7月28日 うまい鮨勘　ゆとろぎ泉店 仙台市泉区高玉町3-3 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市泉区

R3-00862 令和3年7月28日 うまい鮨勘　国見ケ丘支店 仙台市青葉区国見ケ丘2-1-2 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00863 令和3年7月28日 うまい鮨勘　石巻支店 石巻市恵み野3-4-2 http://www.sushikan.co.jp/ 石巻市

R3-00864 令和3年7月28日 うまい鮨勘　佐沼店 登米市迫町佐沼字新飯島西6 http://www.sushikan.co.jp/ 登米市

R3-00865 令和3年7月28日 うまい鮨勘　宮城野原支店 仙台市宮城野区西宮城野7-1 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市宮城野区

R3-00866 令和3年7月28日 うまい鮨勘　長町ザ・モール支店 仙台市太白区長町7-20-15 http://www.sushikan.co.jp/ 仙台市太白区

R3-00867 令和3年7月28日 だてまち　海里 仙台市青葉区国分町2-10-21　邦栄ビル１F 仙台市青葉区

R3-00868 令和3年7月28日 和と炭とヤキトリなみなみ 仙台市青葉区国分町2-5-7　Ys51ビル１F 仙台市青葉区

R3-00869 令和3年7月28日 おしか半島 仙台市青葉区国分町2丁目10-21 仙台市青葉区

R3-00870 令和3年7月28日 自然　食彩　浪漫　おしか 仙台市青葉区国分町3-6-1　仙台パークビルB1 仙台市青葉区

R3-00871 令和3年7月28日 牡鹿半島　駅前店 仙台市青葉区中央1-8-38　AKビル8F 仙台市青葉区

R3-00872 令和3年7月28日 牡鹿半島　 仙台市青葉区中央4-3-1　東四市場1F 仙台市青葉区

R3-00873 令和3年7月28日 焼肉冷麺ヤマト仙台西多賀店 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目4-12 http://www.yamato55.com/ 仙台市太白区

R3-00874 令和3年7月28日 モスバーガー仙台中山店 仙台市青葉区中山吉成1-4-41 http://www.saneihonsha.co.jp/mos/index.html 仙台市青葉区

R3-00875 令和3年7月28日 お茶の井ヶ田喜久水庵 南仙台本店 仙台市太白区柳生二丁目6-3 http://www.ocha-igeta.co.jp/ 仙台市太白区

R3-00876 令和3年7月28日 モスバーガー　フォレオせんだい　宮の杜店 仙台市宮城野区東仙台4-14-8 仙台市宮城野区

R3-00877 令和3年7月28日 魚べい　仙台泉店 仙台市泉区大沢3-9-1 http://www.genkisusi.co.jp 仙台市泉区

R3-00878 令和3年7月28日 魚べい　クロスモール仙台荒井店 仙台市若林区なないろの里3-1-18 http://www.genkisusi.co.jp 仙台市若林区

R3-00879 令和3年7月28日 魚べい　古川店 大崎市古川旭2-3-17 http://www.genkisusi.co.jp 大崎市

R3-00880 令和3年7月28日 魚べい　仙台鶴ケ谷店 仙台市宮城野区鶴ケ谷2-1-15 http://www.genkisusi.co.jp 仙台市宮城野区

R3-00881 令和3年7月28日 38mitsubachi 仙台市青葉区中央3-7-12 1F http://38mitsubachi.jp 仙台市青葉区
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R3-00882 令和3年7月28日 文ちゃんうどん 仙台市青葉区一番町2丁目3番30号 仙台市青葉区

R3-00883 令和3年7月28日 HUB　仙台名掛丁店 仙台市青葉区中央1-7-6　西原ﾋﾞﾙ1F https://www.pub-hub.com/index.php/shop/detail/85 仙台市青葉区

R3-00884 令和3年7月28日 HUB仙台一番町四丁目店 仙台市青葉区一番町4-4-33　トレンドビル１F https://www.pub-hub.com/index.php/shop/detail/89 仙台市青葉区

R3-00885 令和3年7月28日 ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ・ﾃｨｰﾙｰﾑｴｽﾊﾟﾙⅡ仙台 仙台市青葉区中央1-1-1　ｴｽﾊﾟﾙⅡ仙台2階 https://www.afternoon-tea.net 仙台市青葉区

R3-00886 令和3年7月28日 SPORTS&DARTS CAFE YOUSHA 仙台市泉区高玉町8-10　2F　201 仙台市泉区

R3-00887 令和3年7月28日 奥松島LANEHOTEL 宮城県東松島市野蒜ケ丘3-29-1 https://okumatsushima.lanehotel.jp/ 東松島市

R3-00888 令和3年7月28日 蕎麦酒房きらく 宮城県仙台市青葉区本町1-13-8 ｼｬﾝﾃｨ大谷105 仙台市青葉区

R3-00889 令和3年7月28日 紅茶と洋酒の店リンクス 宮城県仙台市青葉区中央3-2-16　第2MKビル地下1階 仙台市青葉区

R3-00890 令和3年7月28日 焼肉きんぐ 仙台南小泉店 宮城県仙台市若林区南小泉4-11-20 https://www.yakiniku-king.jp 仙台市若林区

R3-00891 令和3年7月28日 お食事・仕出し「松竹」 宮城県石巻市中央２丁目7－２３ http://www.shochiku.strikingly.com 石巻市

R3-00892 令和3年7月28日 肉山　仙台 宮城県仙台市青葉区中央2丁目6-22森屋ビルSF https://www.dawndishproject.com/nikuyama-sendai 仙台市青葉区

R3-00893 令和3年7月28日 串焼楽酒MOJA長町店 宮城県仙台市太白区長町５丁目２－６モリタミビル1階 https://www.hotpepper.jp/strJ001019861/ 仙台市太白区

R3-00894 令和3年7月28日 CROSS B PLUS 宮城県仙台市青葉区大町1-1-30 新仙台ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1階 https://cross-b-plus.com 仙台市青葉区

R3-00896 令和3年7月28日 武屋食堂卸町店 宮城県仙台市若林区卸町2-10-9 仙台市若林区

R3-00897 令和3年7月28日 （卸）仙台食肉センター中野栄支部 宮城県仙台市宮城野区出花1-141-1 http://www.gyutan-sari.jp/ 仙台市宮城野区

R3-00898 令和3年7月28日 Graal 宮城県仙台市青葉区中央1-8-22サンスクエア庄司ビルB1F https://graal-gj.com/ 仙台市青葉区

R3-00899 令和3年7月28日 喜久水庵　多賀城本店 宮城県多賀城市町前2-6-10 http://www.ocha-igeta.co.jp/ 多賀城市

R3-00900 令和3年7月28日 汐さいの宿　ちどり館 宮城県東松島市宮戸字横山11-1 東松島市

R3-00901 令和3年7月28日 食事処　こばると 宮城県東松島市赤井字新川前16-3 東松島市

R3-00902 令和3年7月28日 とんかつ新宿さぼてん 宮城県仙台市太白区長町7-20-3　ザ・モール仙台長町３Ｆ http://shinjuku-saboten.com 仙台市太白区

R3-00903 令和3年7月28日 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ浦島 宮城県栗原市築館字下宮野町下18 http://www.hotel-gp-urashima.com 栗原市

R3-00904 令和3年7月28日 四六時中　ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府北館店 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22　ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府北館1F https://www.aeoneaheart.co.jp 利府町

R3-00905 令和3年7月28日 酒処　五泉 宮城県仙台市青葉区立町6-19　立町ﾋﾞﾙ102 仙台市青葉区

R3-00907 令和3年7月28日 中華ダイニング　きよ田 宮城県仙台市若林区大和町5-12-25　新恵ビル101 仙台市若林区

R3-00908 令和3年7月28日 モスバーガー仙台定禅寺通り店 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目4－5　クライスビル1階 http://mos.jp 仙台市青葉区
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R3-00909 令和3年7月28日 すみびやきにく　はじめや 宮城県仙台市太白区西中田7丁目12-11 仙台市太白区

R3-00910 令和3年7月28日 arco 仙台市宮城野区榴岡2-2-25　名掛丁ﾊﾟﾙｽ梅津ﾋﾞﾙB1F http://www.lush-table.com 仙台市宮城野区

R3-00911 令和3年7月28日 隠れ庵　忍家　Bivi仙台駅東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25Bivi仙台駅東口4F http://www.horiifood.co.jp 仙台市宮城野区

R3-00912 令和3年7月28日 TANOJI DELI＆SWEETS 宮城県仙台市泉区南中山1－35－61 仙台市泉区

R3-00913 令和3年7月28日 とんかつ新宿さぼてん　中山イオン店 宮城県仙台市泉区南中山1-35-40　ｲｵﾝ3F http://shinjuku-saboten.com 仙台市泉区

R3-00914 令和3年7月28日 とんかつ新宿さぼてん　仙台セルバテラス店 宮城県仙台市泉区泉中央1-6-3 ｾﾙﾊﾞﾃﾗｽ1F http://shinjuku-saboten.com 仙台市泉区

R3-00915 令和3年7月28日 とんかつ新宿さぼてん　古川駅ビル店 宮城県大崎市古川駅前大通1-7-35 ﾋﾟﾎﾞｯﾄ1F http://shinjuku-saboten.com 大崎市

R3-00916 令和3年7月28日 東天閣 宮城県白石市柳町29 https://www.toutenkaku.co.jp/ 白石市

R3-00917 令和3年7月28日 塩竈市場食堂只野 宮城県塩竈市新浜町1－20－74 塩竈市

R3-00918 令和3年7月28日 土風炉　仙台東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-2-12　1F http://tofuro-sendaihigashi.owst.jp/ 仙台市宮城野区

R3-00919 令和3年7月28日 マクドナルド　山田鈎取ヨークタウン店 宮城県仙台市太白区山田字田中前180 仙台市太白区

R3-00920 令和3年7月28日 肉仙 宮城県仙台市青葉区中央1-7-1　志ら梅ビル7F 仙台市青葉区

R3-00921 令和3年7月28日 仏蘭西亭石幡 宮城県仙台市青葉区大町２丁目11-1山川ビル１階 仙台市青葉区

R3-00923 令和3年7月28日 ステーキ宮　南小泉店 仙台市若林区南小泉2-12-1 仙台市若林区

R3-00924 令和3年7月28日 ロイヤルホスト　仙台国見ヶ丘店 仙台市青葉区国見ヶ丘2-1-18 仙台市青葉区
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