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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

R3-00071 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

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
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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

R3-00079 令和3年6月21日 酒肴　さとう 仙台市青葉区国分町２丁目１２－３　第６吉岡屋ビル５F 仙台市青葉区

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 仙台市泉区

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7月26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

https://kushimasa.net/
https://shoukeikaku.jp/
https://www.pizzeria-la-gita.com/
https://www.gohoubi-restaurant-apollon.com/
https://shugoro-gyutan.com/
https://daikoku.syokuyuraku.com/
https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/touri/
https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/hayase/
https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/serenity/
https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/knight/
https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/chaleur/
https://www.hotpepper.jp/strJ000277279/
https://www.hiraboku.info/
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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
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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

R3-00224 令和3年8月19日 The　Bar　RobRoy 仙台市青葉区一番町4-1-22　FUJIビル3F 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

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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R3-00231 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

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

R3-00239 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 https://yas-kaiseki.jp 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

R3-00429 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

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

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/
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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R3-00438 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

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

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/
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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

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
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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

R3-00509 令和3年7月21日 ライブハウスケントス 仙台市青葉区国分町二丁目10-23　丸伊ビル6F 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

http://www.vajraroad.com/
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/
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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

R3-00600 令和3年7月15日 和食　桂 石巻市中央2-7-41 石巻市

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
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http://www.kanyo.co.jp/
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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

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

R3-00624 令和3年7月15日 山の猿　一番町店 仙台市青葉区一番町4丁目9-17　イワマ靴店三越前ビルB1F 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
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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

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 登米市

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

R3-00661 令和3年7月15日 駒寿し 宮城県石巻市清水町2-2-3 石巻市

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

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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R3-00668 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

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

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/
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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

R3-00695 令和3年7月19日 旬菜居酒屋　Bange 仙台市泉区泉中央1-18-17　FEAD1F 仙台市泉区

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

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8月2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 塩竈市

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

https://www.ichinobo.com/taritsuan/
http://www.ufs.co.jp/
https://osakana-ichiba.net/
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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R3-00720 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

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 塩竈市

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 塩竈市

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

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/
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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

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

http://www.sushikan.co.jp/
http://www.sushikan.co.jp/
http://www.sushikan.co.jp/
http://www.sushikan.co.jp/
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/
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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

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 塩竈市

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

R3-00784 令和3年7月21日 café＆market　くまと文鳥 仙台市青葉区八幡2-2-8　仙台グローバルビル1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

https://yui-sendai.owst.jp/
https://www.instagram.com/cafe.espo/
https://www.kurumayaramen.co.jp/shoplist/shop/10251.htm
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/
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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

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

https://www.dategyu.jp/
https://www.mugino-sato.jp/
http://www.ocha-igeta.co.jp/
http://capricon1969.amebaownd.com/
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/
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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

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

https://www.kiyomura.co.jp/
http://www.gyutan-sari.jp/
http://rnoh.web.fo2.com/
http://kemurinoabusan.com/
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/
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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

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　ゆとろぎ長町郡山店 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
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http://kesennuma-kaikoukan.com/
http://kusaka-syokuhin.com/
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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/
http://www.sushikan.co.jp/
http://www.sushikan.co.jp/
http://www.yamato55.com/
http://www.saneihonsha.co.jp/mos/index.html
http://www.ocha-igeta.co.jp/
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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

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

R3-00894 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　長町ザ・モール店 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
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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

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

R3-00925 令和3年7月29日 牛正　仙台店 仙台市青葉区一番町四丁目9番1号　かき徳ビル3階 仙台市青葉区

R3-00926 令和3年7月29日 かたい信用　やわらかい肉　肉のいとう　JR仙台駅1階店 仙台市青葉区中央1-1-1　JR仙台駅1F http://www.nikunoito.jp/ 仙台市青葉区

R3-00927 令和3年7月29日 ゆず庵　仙台六の丁目店 仙台市若林区六丁の目南町9-19 https://www.shabu-yuzuan.jp 仙台市若林区

R3-00928 令和3年7月29日 ココス登米佐沼店 登米市南方町新島前36-3 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 登米市

R3-00929 令和3年7月29日 ココス古川店 大崎市古川諏訪3-8-5 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 大崎市

R3-00930 令和3年7月29日 虎包　仙台長町店 仙台市太白区長町7-20-3 https://movia.jpn.com/shops/info/217713 仙台市太白区
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R3-00931 令和3年7月29日 ココス　南吉成店 仙台市青葉区南吉成1丁目15-1 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 仙台市青葉区

R3-00932 令和3年7月29日 ココス　利府店 宮城郡利府町加瀬字新前谷地54 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 利府町

R3-00933 令和3年7月29日 梵天食堂　中野栄店 仙台市宮城野区出花2丁目4-1　ファミリーエール1F http://bontenshokudou.com/dining/ 仙台市宮城野区

R3-00934 令和3年7月29日 プロント仙台国際空港店 名取市下増田南原無番地　仙台国際空港内 https://www.pronto.co.jp/ 名取市

R3-00935 令和3年7月29日 カワカフェ 丸森町舘矢間山田字小原瀬西12-1 https://www.facebook.com/CawaCaffe/ 丸森町

R3-00936 令和3年7月29日 季節料理　志のや 本吉郡南三陸町志津川字御前下62-4 https://select-type.com/s/shinoya 南三陸町

R3-00937 令和3年7月29日 和風れすとらん正六 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地西裏山36-104 https://r.goope.jp/sr-04-043011s0002 蔵王町

R3-00938 令和3年7月29日 中町ｶﾌｪｰ 宮城県亘理郡亘理町中町22 http://nakamachi-cafe.com/ 亘理町

R3-00939 令和3年7月29日 The1965 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目８－１　ラベルヴィビル２階 http://www.the1965.com/ 仙台市青葉区

R3-00940 令和3年7月29日 あじわい亭　道の駅おおさき店 宮城県大崎市古川千手寺町2-5-50 大崎市

R3-00941 令和3年7月29日 手延べうどん　むぎの里　仙台岩切店 宮城県仙台市宮城野区岩切1-13-15 https://www.mugino-sato.jp/ 仙台市宮城野区

R3-00942 令和3年7月29日 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 宮城県仙台市青葉区一番町3-2-17　藤崎6階 仙台市青葉区

R3-00943 令和3年7月29日 居酒屋 花もん 宮城県大崎市鳴子温泉字新屋敷132-5 大崎市

R3-00944 令和3年7月29日 炭火焼肉　サントキ 宮城県仙台市若林区若林1-12-10 仙台市若林区

R3-00945 令和3年7月29日 ﾖｰﾛｯﾊﾟ食堂wacca 宮城県仙台市太白区長町5-1-16　みつはﾋﾞﾙ2F 仙台市太白区

R3-00946 令和3年7月29日 蓑むらかた 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-8 仙台市青葉区

R3-00947 令和3年7月29日 French　Bistro　La　terre 宮城県仙台市青葉区立町23-16　1F 仙台市青葉区

R3-00948 令和3年7月29日 マロード 宮城県仙台市青葉区本町１－２－２パレスへいあん内2階 https://www.heian-sendai.co.jp/palace/caferestaurant 仙台市青葉区

R3-00949 令和3年7月29日 ｼｰﾌｰﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ＆ﾊﾞｰ　SK7　仙台東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-37　ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ1F https://sk7-sendai.owst.jp/ 仙台市宮城野区

R3-00950 令和3年7月29日 福来寿司 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘4-29-15 仙台市青葉区

R3-00952 令和3年7月29日 ホルモンセンターあかしろ 宮城県大崎市古川台町6-11　山城ﾋﾞﾙ2F 大崎市

R3-00953 令和3年7月29日 牛たん炭焼利久　サンモール一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3-27　サンモールビンゴビル1階 https://www.rikyu-gyutan.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00954 令和3年7月29日 いろはにほへと　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央3-1-2　aune仙台4F http://www.atom-corp.co.jp/index.php 仙台市青葉区

R3-00955 令和3年7月29日 寧々家　仙台吉成店 宮城県仙台市青葉区吉成台2-1-25 http://www.atom-corp.co.jp/index.php 仙台市青葉区

R3-00956 令和3年7月29日 しんしん亭 宮城県白石市堂場前45-7 https://www.toutenkaku.co.jp/page0111.html 白石市

https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html
https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html
http://bontenshokudou.com/dining/
https://www.pronto.co.jp/
https://www.facebook.com/CawaCaffe/
https://select-type.com/s/shinoya
https://r.goope.jp/sr-04-043011s0002
http://nakamachi-cafe.com/
http://www.the1965.com/
https://www.mugino-sato.jp/
https://www.heian-sendai.co.jp/palace/caferestaurant
https://sk7-sendai.owst.jp/
https://www.rikyu-gyutan.co.jp/
http://www.atom-corp.co.jp/index.php
http://www.atom-corp.co.jp/index.php
https://www.toutenkaku.co.jp/page0111.html
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R3-00957 令和3年7月29日 ラーメンショップ　加瀬店 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地40-1 利府町

R3-00958 令和3年7月29日 お茶の井ヶ田喜久水庵　南小泉本店 宮城県仙台市若林区南小泉2丁目12-5 http://www.ocha-igeta.co.jp/ 仙台市若林区

R3-00959 令和3年7月29日 洗心庵 宮城県宮城郡松島町松島字町内67 http://www.sensinan.co.jp 松島町

R3-00960 令和3年7月29日 伊達精進懐石料理　雲外 宮城県宮城郡松島町松島字町内67 http://www.sensinan.co.jp./ungai 松島町

R3-00961 令和3年7月29日 かきと海鮮料理　旬海 宮城県宮城郡松島町松島字町内51-2 http://www.sensinan.co.jp/syunkai 松島町

R3-00962 令和3年7月29日 四季　海鮮料理亭 宮城県宮城郡松島町高城字明神参2‐1 https://shikitei-matsushima.com/ 松島町

R3-00963 令和3年7月29日 レストラン四季亭 宮城県宮城郡松島町高城明神参2-1 https://shikitei-matsushima.com/ 松島町

R3-00964 令和3年7月29日 味処　花夕 宮城県仙台市青葉区中央3丁目10-8 仙台市青葉区

R3-00965 令和3年7月29日 松島浪漫亭 宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂１３－１ http://matsushima-bussankan.co.jp 松島町

R3-00966 令和3年7月29日 浜や食堂 宮城県名取市閖上中央1-6 http://yuriage.co.jp 名取市

R3-00967 令和3年8月2日 お好み焼本舗　仙台卸町店 仙台市若林区卸町1-1-6 https://www.okonomiyaki-honpo.jp 仙台市若林区

R3-00968 令和3年8月2日 ヴァサラロード　ザ・モール長町店 仙台市太白区長町7-20-3　ザ・モール長町本館3Fレストラン街 http://www.vajraroad.com 仙台市太白区

R3-00969 令和3年8月2日 ラーメンビリー東仙台本店 仙台市宮城野区東仙台4丁目6-31 http://jyonetsu.co.jp/ 仙台市宮城野区

R3-00970 令和3年8月2日 ラーメンビリープラス駅前店 仙台市青葉区中央2-6-34 http://jyonetsu.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00971 令和3年8月2日 ラーメンビリー泉学院前店 仙台市泉区天神沢1-4-15 http://jyonetsu.co.jp/ 仙台市泉区

R3-00972 令和3年8月2日 虎包　利府店 宮城郡利府町利府字新屋田前22　イオンモール内 https://movia.jpn.com/shops/info/217624 利府町

R3-00973 令和3年8月2日 中国厨房　彩苑 亘理郡亘理町字東郷157-5 亘理町

R3-00974 令和3年8月2日 カレーハウスCoCo壱番屋　石巻蛇田店 石巻市蛇田字新下沼67-1 石巻市

R3-00975 令和3年8月2日 居酒屋亀たろ 宮城県岩沼市恵み野2丁目2-3 岩沼市

R3-00976 令和3年8月2日 丸三 宮城県登米市東和町米川字町下45-1 登米市

R3-00977 令和3年8月2日 やよい軒　石巻中里店 宮城県石巻市東中里3-2-16 石巻市

R3-00979 令和3年8月2日 寿司処こうや　仙台駅店 宮城県仙台市青葉区中央１丁目1-1　仙台駅３階 仙台市青葉区

R3-00980 令和3年8月2日 牛たん炭焼利久　ドン・キホーテ仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央一丁目8-20　ドン・キホーテ仙台駅西口ビル　地下1階 https://www.rikyu-gyutan.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-00981 令和3年8月2日 やきとりセンター　古川駅前店 宮城県大崎市古川台町8-5 http://www.atom-corp.co.jp/index.php 大崎市

R3-00982 令和3年8月2日 寧々家　古川駅前店 宮城県大崎市古川駅前大通2-3-8 http://www.atom-corp.co.jp/index.php 大崎市

http://www.ocha-igeta.co.jp/
http://www.sensinan.co.jp/
http://www.sensinan.co.jp./ungai
http://www.sensinan.co.jp/syunkai
https://shikitei-matsushima.com/
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http://yuriage.co.jp/
https://www.okonomiyaki-honpo.jp/
http://www.vajraroad.com/
http://jyonetsu.co.jp/
http://jyonetsu.co.jp/
http://jyonetsu.co.jp/
https://movia.jpn.com/shops/info/217624
https://www.rikyu-gyutan.co.jp/
http://www.atom-corp.co.jp/index.php
http://www.atom-corp.co.jp/index.php
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R3-00983 令和3年8月2日 いろはにほへと　古川駅前店 宮城県大崎市古川台町7-15 http://www.atom-corp.co.jp/index.php 大崎市

R3-00984 令和3年8月2日 唐揚げいわや 仙台市青葉区木町通1-8-1　ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ106 仙台市青葉区

R3-00985 令和3年8月2日 ラーメンショップ　中野栄店 宮城県仙台市宮城野区中野字柳原11-10 仙台市宮城野区

R3-00986 令和3年8月2日 うまいもの工房　ザ・テラス 宮城県仙台市宮城野区幸町4-5-1 仙台市宮城野区

R3-00987 令和3年8月2日 かもしか茶屋 宮城県柴田郡川崎町小野根岸85 http://michinoku-park.info/south-area/kamoshikachaya/ 川崎町

R3-00988 令和3年8月2日 寿司正 宮城県大崎市古川諏訪2-13-10 大崎市

R3-00989 令和3年8月2日 らーめん　おもと 宮城県仙台市泉区南中山1-31-1 仙台市泉区

R3-00990 令和3年8月3日 ミートヒバチ本店 仙台市青葉区堤町3-1-11 http://www.hibati.jp/ 仙台市青葉区

R3-00991 令和3年8月3日 キリンビアポート仙台 仙台市宮城野区港2-2-1　キリンビール仙台工場内 http://www.sanwarc.co.jp/company 仙台市宮城野区

R3-00992 令和3年8月3日 そば　吉野屋 宮城県刈田郡七ヶ宿町滑津33 七ヶ宿町

R3-00993 令和3年8月3日 漁亭　浜や　かわまちてらす閖上店 宮城県名取市閖上中央1-6 https://yuriage.co.jp 名取市

R3-00994 令和3年8月3日 漁亭浜や　あすと長町店 宮城県仙台市太白区あすと長町1-4-30　S306 http://yuriage.co.jp 仙台市太白区

R3-00995 令和3年8月3日 和来酒家やまかご 宮城県仙台市泉区八乙女中央2-1-13　E'sビル101 仙台市泉区

R3-00996 令和3年8月3日 とんかつ新宿さぼてん　仙台エスパル店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　エスパルBF１Fレストラン街 http://shinjuku-saboten.com 仙台市青葉区

R3-00997 令和3年8月16日 いきなりステーキ　仙台店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-25 仙台市青葉区

R3-00998 令和3年8月3日 無垢とうや 宮城県仙台市青葉区国分町3-3-5　ﾘｽｽﾞﾋﾞﾙ2F 仙台市青葉区

R3-00999 令和3年8月3日 A5仙台牛焼肉&寿司食べ放題　肉十八　仙台ハピナ名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-22　サンスクエア庄司ビル2F 仙台市青葉区

R3-01000 令和3年8月3日 仙台エスパル　イタリコ 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　仙台タ－ミナルビル地下1階 http://www.newtokyo.co.jp/tempo/italico/sendai/italico_sendai.htm 仙台市青葉区

R3-01001 令和3年8月3日 珈琲　ふうぜ 宮城県仙台市青葉区中央3丁目9-13 仙台市青葉区

R3-01002 令和3年8月3日 鎌倉パスタ　仙台パルコ店 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2-3　仙台パルコ9階 http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/ 仙台市青葉区

R3-01003 令和3年8月3日 韓国家庭料理　扶餘　電力ビル店 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1-B1F 仙台市青葉区

R3-01004 令和3年8月3日 韓国家庭料理　扶餘　ロフト店 宮城県仙台市青葉区中央1-10-10-B1F 仙台市青葉区

R3-01005 令和3年8月4日 地酒と旬味　東家 仙台市青葉区中央３丁目８－５号　新仙台駅前ビル　地下１階 仙台市青葉区

R3-01006 令和3年8月4日 森のピザ工房ルヴォワール　イオンモール名取店 名取市杜せきのした5丁目3-1 https://revoir-inc.com/ 名取市

R3-01007 令和3年8月4日 おくに寿司 岩沼市中央2-5-27 岩沼市

http://www.atom-corp.co.jp/index.php
http://michinoku-park.info/south-area/kamoshikachaya/
http://www.hibati.jp/
http://www.sanwarc.co.jp/company
https://yuriage.co.jp/
http://yuriage.co.jp/
http://shinjuku-saboten.com/
http://www.newtokyo.co.jp/tempo/italico/sendai/italico_sendai.htm
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://revoir-inc.com/
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R3-01008 令和3年8月4日 天然酵母パン　オ・フルニル・デュ・ボワ 仙台市太白区鈎取本町1丁目17-21 http://www.bois-web.com 仙台市太白区

R3-01009 令和3年8月4日 すていき小次郎 仙台市青葉区立町15-3 http://kojiro.world.coocan.jp 仙台市青葉区

R3-01010 令和3年8月4日 天下一品　中央通り店 仙台市青葉区中央2-6-6 https://goodnews-21.com/ 仙台市青葉区

R3-01011 令和3年8月4日 麺・酒処　いっちょまえ 仙台市太白区東中田4-21-24 仙台市太白区

R3-01013 令和3年8月4日 たいかん亭 宮城郡松島町松島字町内98-9 https://www.taikanso.co.jp/taikantei/ 松島町

R3-01014 令和3年8月4日 グリル玉屋 宮城郡松島町松島字町内98-9 https://www.taikanso.co.jp/taikantei/ 松島町

R3-01015 令和3年8月4日 仙台朝市直結　東四ビアガーデン 宮城県仙台市青葉区中央4-3-1　東四市場ビル3階 https://to4bg.com/ 仙台市青葉区

R3-01016 令和3年8月4日 かいせんどころ　梁 宮城県本吉郡南三陸町志津川五日町201-5 南三陸町

R3-01017 令和3年8月4日 串YAKI Cozy 仙台市青葉区大町1-3-8-2F http://kushiyaki-cozy.com/ 仙台市青葉区

R3-01018 令和3年8月4日 焼肉きんぐ 名取店 宮城県名取市田高字原335-2 https://www.yakiniku-king.jp 名取市

R3-01019 令和3年8月4日 （卸）仙台食肉センター鹿島台支部 宮城県大崎市鹿島台木間塚小谷地241-1 http://www.gyutan-sari.jp/ 大崎市

R3-01020 令和3年8月4日 漁亭　浜や　ｴｽﾊﾟﾙ店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　ｴｽﾊﾟﾙ仙台店B1F https://yuriage.co.jp 仙台市青葉区

R3-01021 令和3年8月4日 ﾄﾝ・ｶﾞﾘｱｰﾉ　仙台駅前 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15　ｿﾗﾗﾌﾟﾗｻﾞ1F http://www.plus-altra.co.jp 仙台市青葉区

R3-01022 令和3年8月4日 片倉うに屋 宮城県仙台市青葉区上杉1-4-13 仙台市青葉区

R3-01023 令和3年8月4日 ゲストハウス梅鉢 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目3－14 https://umebachi2009.com/ 仙台市宮城野区

R3-01024 令和3年8月4日 あぶみや　あけぼの店 宮城県石巻市あけぼの1-7-3 https://www.instagram.com/abumiya.isinomaki/?hl=ja 石巻市

R3-01025 令和3年8月4日 あぶみ屋　中里店 宮城県石巻市南中里3丁目１２－２ https://www.instagram.com/abumiya.ishinomaki/?hl=ja 石巻市

R3-01026 令和3年8月4日 味の蔵　どんつく 宮城県大崎市古川台町3-33　2F 大崎市

R3-01027 令和3年8月4日 季節料理　お食事処　浜の家 宮城県気仙沼市東新城2-5-5 気仙沼市

R3-01028 令和3年8月4日 海仙 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字倉東57-6 http://www.kai-sen.com 亘理町

R3-01029 令和3年8月4日 天花 宮城県白石市柳町45-2 https://www.toutenkaku.co.jp/page0114.html 白石市

R3-01030 令和3年8月4日 つけ麺らぁ麺油そば六朗 宮城県仙台市青葉区中央1-7-1　第一志ら梅ビル地下1階 仙台市青葉区

R3-01031 令和3年8月4日 立呑えびすけ　仙台EDEN 宮城県仙台市青葉区中央1-10-25 仙台市青葉区

R3-01032 令和3年8月4日 海彦山彦　あけぼの店 宮城県石巻市あけぼの3-1-2 http://www.daishinrin.com/ 石巻市

R3-01033 令和3年8月4日 株式会社及川商店・丸荒 宮城県本吉郡南三陸町歌津伊里前96-1 http://www.maruara.jp 南三陸町
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R3-01034 令和3年8月4日 肉十八　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央1-7-1　第一志ら梅ビル8F 仙台市青葉区

R3-01035 令和3年8月4日 会席料理　丸勝 宮城県栗原市一迫真坂字町東181-2 栗原市

R3-01036 令和3年8月4日 呑み喰い処　和楽 宮城県塩竈市泉沢町20-19 塩竈市

R3-01037 令和3年8月4日 ふじやからあげ仙台小松島店 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目15-26　パートナーSANO101 http://fujiyakaraage.com 仙台市青葉区

R3-01038 令和3年8月4日 Grill＆Bar　gransla 宮城県柴田郡柴田町船岡中央3丁目8-1 柴田町

R3-01039 令和3年8月4日 串鳥　仙台駅東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-1 https://kushidori.com 仙台市宮城野区

R3-01040 令和3年8月4日 マクドナルド　4号線名取店 宮城県名取市飯野坂土城堀82-1 名取市

R3-01041 令和3年8月23日 GIZA GIZA 宮城県 仙台市青葉区国分町三丁目5-18 仙台市青葉区

R3-01042 令和3年8月4日 Bar  Buena  Vista 宮城県柴田郡柴田町船岡中央2-11-25 柴田町

R3-01043 令和3年8月4日 愚三昧　菜る海 宮城県仙台市青葉区大町2-14-11　ファーストステージⅠ･1F https://guzanmai-narumi.net/ 仙台市青葉区

R3-01044 令和3年8月4日 割烹米三つ 宮城県仙台市青葉区本町2-4-18-3階 仙台市青葉区

R3-01045 令和3年8月4日 buzaemon 宮城県仙台市青葉区中央１丁目８－３２　京屋ビル１階 仙台市青葉区

R3-01046 令和3年8月6日 仙台焼き鳥とワインの店　大魔王Magic 仙台市宮城野区榴岡2-3-22 臼福ビル2F 仙台市宮城野区

R3-01047 令和3年8月6日 仙台焼き鳥とワインの店　大魔王EDEN 仙台市青葉区中央1丁目10-25　EDEN仙台内　 仙台市青葉区

R3-01048 令和3年8月6日 肉和食と蕎麦　ほねぎし 仙台市青葉区中央3-7-5　仙台パルコ2　1階 http://www.fujita-seisaku.co.jp 仙台市青葉区

R3-01049 令和3年8月6日 ココス仙台松森店 仙台市泉区松森字斉兵衛58 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 仙台市泉区

R3-01050 令和3年8月6日 ココス仙台中野店 仙台市宮城野区中野1-2-20 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 仙台市宮城野区

R3-01051 令和3年8月6日 馳走処さくら亭　中野栄駅北口店 仙台市宮城野区栄4-11-20 仙台市宮城野区

R3-01052 令和3年8月6日 馳走処さくら亭　宮千代店 仙台市宮城野区宮千代2-13-13 仙台市宮城野区

R3-01053 令和3年8月6日 日本料理　瑞幸 石巻市桃浦字稗沢70番地1 https://www.zuikou2150.jp/ 石巻市

R3-01054 令和3年8月6日 ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ・ﾃｨｰﾙｰﾑｴｽﾊﾟﾙ仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　ｴｽﾊﾟﾙ仙台B1階 https://www.afternoon-tea.net 仙台市青葉区

R3-01055 令和3年8月6日 やよい軒　名取増田店 宮城県名取市増田3-9-44 名取市

R3-01057 令和3年8月6日 トレンタ　長命ケ丘店 宮城県仙台市泉区長命ケ丘2-21-1　BRANCH仙台 https://www.trenta.co.jp 仙台市泉区

R3-01058 令和3年8月6日 小松館好風亭 宮城県宮城郡松島町松島字仙随35-2 https://www.new-komatsu.co.jp/ 松島町

R3-01059 令和3年8月6日 寧々家　仙台幸町店 宮城県仙台市宮城野区大梶11-3 http://www.atom-corp.co.jp/index.php 仙台市宮城野区

http://fujiyakaraage.com/
https://kushidori.com/
https://guzanmai-narumi.net/
http://www.fujita-seisaku.co.jp/
https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html
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https://www.zuikou2150.jp/
https://www.afternoon-tea.net/
https://www.trenta.co.jp/
https://www.new-komatsu.co.jp/
http://www.atom-corp.co.jp/index.php
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R3-01060 令和3年8月6日 寧々家　多賀城店 宮城県多賀城市八幡1-3-46 http://www.atom-corp.co.jp/index.php 多賀城市

R3-01061 令和3年8月6日 寧々家　仙台大和町店 宮城県仙台市若林区大和町2-29-3 http://www.atom-corp.co.jp/index.php 仙台市若林区

R3-01062 令和3年8月6日 いろはにほへと　石巻駅前店 宮城県石巻市穀町12-25 http://www.atom-corp.co.jp/index.php 石巻市

R3-01063 令和3年8月6日 直利庵　三浦屋 宮城県登米市迫町佐沼字錦8 登米市

R3-01064 令和3年8月6日 立ちそば処杜 宮城県仙台市青葉区中央一丁目1-1　仙台駅2階 http://www.kobayashibento.com 仙台市青葉区

R3-01065 令和3年8月6日 地酒や　華の蔵 宮城県大崎市松山千石字松山２４２－３ https://ichinokura.co.jp/museum 大崎市

R3-01066 令和3年8月6日 ねいろ 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-30-15 仙台市青葉区

R3-01067 令和3年8月6日 つるや 宮城県黒川郡大和町吉岡南2-27-15 大和町

R3-01068 令和3年8月6日 麺屋酒房　喜凛 宮城県亘理郡亘理町吉田字下大畑17-7 亘理町

R3-01069 令和3年8月6日 味楽食堂 宮城県仙台市泉区将監5丁目2-1-1 仙台市泉区

R3-01070 令和3年8月6日 串鳥　仙台駅西口店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-26　ラ・サーミビル　1F https://kushidori.com 仙台市青葉区

R3-01071 令和3年8月6日 串鳥　南町通店 宮城県仙台市青葉区中央3-8-33　ピースビル南町通　2F https://kushidori.com 仙台市青葉区

R3-01072 令和3年8月6日 中国料理ダイニング熱上海 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目32-3ロイヤルヒルズ泉崎 仙台市太白区

R3-01073 令和3年8月6日 炙り屋　グリルマン 宮城県仙台市青葉区国分町2-1-13　ハイマートビル4F 仙台市青葉区

R3-01074 令和3年8月6日 nariyuki 宮城県仙台市青葉区国分町3-8-9　大西ビル202 仙台市青葉区

R3-01075 令和3年8月6日 炉ばた情緒　かっこ仙台西口名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1－8－29　BPRスクエア仙台名掛丁2F 仙台市青葉区

R3-01076 令和3年8月6日 仙台CHUBOはっぴ名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1－8－29　BPRスクエア仙台名掛丁2F 仙台市青葉区

R3-01077 令和3年8月6日 くいもの屋わん仙台西口店 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1　ヒューモスファイブB1F 仙台市青葉区

R3-01078 令和3年8月6日 くいもの屋わん仙台東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25BiVi仙台東口4F 仙台市宮城野区

R3-01079 令和3年8月6日 九州魂BiVi仙台東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡2－1－25BiVi仙台東口4F 仙台市宮城野区

R3-01080 令和3年8月6日 公立学校共済組合仙台宿泊所　ホテル白萩　レストラン丹頂 宮城県仙台市青葉区錦町2-2-19 https://www.hotel-shirahagi.com 仙台市青葉区

R3-01081 令和3年8月6日 万民酒家　中華　玄武 宮城県仙台市青葉区柏木2-1-11 https://chukagenbu.gorp.jp/ 仙台市青葉区

R3-01082 令和3年8月6日 東北地酒とうめぇもん酒BAR　むっしゅ 宮城県仙台市青葉区上杉１－７－３４鈴木ビル１Fa https://akr0502145946.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-01083 令和3年8月6日 カフェフレンド・きゃんぱす 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-3　金富士ビル2F 仙台市青葉区

R3-01084 令和3年8月6日 奥州仙台七福　牛たんの・一仙 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-3　金富士ビルB1F 仙台市青葉区

http://www.atom-corp.co.jp/index.php
http://www.atom-corp.co.jp/index.php
http://www.atom-corp.co.jp/index.php
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R3-01085 令和3年8月6日 鮨よねくら 宮城県仙台市青葉区立町14-4　プラスワンビル101 仙台市青葉区

R3-01086 令和3年8月6日 中国料理　香菜園 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-23-1F 仙台市青葉区

R3-01087 令和3年8月6日 むとう屋　仙台駅店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1仙台駅1F http://www.mutouya.jp 仙台市青葉区

R3-01088 令和3年8月10日 お好み焼本舗　仙台泉ヶ丘店 仙台市泉区泉ヶ丘1-12-14 https://www.okonomiyaki-honpo.jp 仙台市泉区

R3-01089 令和3年8月10日 海鮮居酒屋　和み家　分店 多賀城市東田中2-5-28　ビルA・1F 多賀城市

R3-01090 令和3年8月10日 牛たんけやき　仙台泉本店 仙台市泉区高森4-2-539 http://www.blooooom.jp/keyaki 仙台市泉区

R3-01091 令和3年8月10日 塩竈酒場タセイ 塩竈市海岸通り15-1　JR本塩釜駅構内 http://seijiro.jp/ 塩竈市

R3-01092 令和3年8月10日 海鮮レストランなぎさ 石巻市鮎川浜南54 石巻市

R3-01093 令和3年8月10日 女川海の膳ニューこのり 宮城県牡鹿郡女川町女川２丁目５－７ https://www.conori.jp 女川町

R3-01094 令和3年8月10日 なかみち屋 宮城県東松島市矢本字上新沼1-2 東松島市

R3-01095 令和3年8月10日 お茶の井ヶ田　喜久水庵　泉高森本店 宮城県仙台市泉区高森4-2-539 http://www.ocha-igeta.co.jp/ 仙台市泉区

R3-01096 令和3年8月10日 さかなや道場　六丁の目店 宮城県仙台市若林区荒井5-17-2 https://www.chimney.co.jp/eatery/detail.html?shop_code=1176 仙台市若林区

R3-01097 令和3年8月10日 マクドナルド　4号線白石店 宮城県白石市八幡町469 白石市

R3-01098 令和3年8月10日 お食事処　かさ松 宮城県加美郡加美町字町屋敷二番19-1 加美町

R3-01099 令和3年8月10日 中華ハウス　オオた 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原24-6 亘理町

R3-01100 令和3年8月10日 ジェラテリア　フルーツラボラトリー 宮城県塩竈市本町3-5 https://www.fruitslaboratory.com/ 塩竈市

R3-01101 令和3年8月10日 串鳥　本町店 宮城県仙台市青葉区本町1-11-14　HANIXⅡ　1F https://kushidori.com 仙台市青葉区

R3-01102 令和3年8月10日 串鳥　青葉通一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町2-5-1　大一野村ビル　1F https://kushidori.com 仙台市青葉区

R3-01104 令和3年8月10日 くいもの屋わん泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央1－18－17FEAD2F 仙台市泉区

R3-01105 令和3年8月10日 九州魂仙台西口店 宮城県仙台市青葉区中央3－1－3　aune仙台ビル5F 仙台市青葉区

R3-01106 令和3年8月10日 炉ばた 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-28YSビックビル1階 仙台市青葉区

R3-01107 令和3年8月10日 仙台　なだ万 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1　仙台国際ホテル5F https://www.nadaman.co.jp/restaurant/sendai/ 仙台市青葉区

R3-01108 令和3年8月19日 極・鮮菜  喜庭  新寺店 宮城県仙台市若林区新寺2-1-20桜井コーポ１階 仙台市若林区

R3-01109 令和3年8月10日 居酒屋　ごいち 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-47イーストセブンビル 仙台市宮城野区

R3-01110 令和3年8月10日 DUNK 宮城県仙台市青葉区国分町2-1-11　ソシアルビル8F 仙台市青葉区
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https://www.okonomiyaki-honpo.jp/
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http://seijiro.jp/
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R3-01111 令和3年8月10日 長寿韓酒房仙台店 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25　BIVI仙台駅東口4階 仙台市宮城野区

R3-01112 令和3年8月10日 やきとん558　仙台ホルモン 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25Bivi仙台駅東口4F 仙台市宮城野区

R3-01113 令和3年8月10日 秋藤 宮城県仙台市青葉区一番町3-8-20‐1F 仙台市青葉区

R3-01114 令和3年8月10日 山海づくし勝也 仙台市青葉区国分町二丁目12ー１９仙台協立第三ビル2F 仙台市青葉区

R3-01115 令和3年8月10日 海鮮と日本酒の店　三代目 宮城県仙台市青葉区国分町2-5-16　ミヤビプリモ国分町ビル1F 仙台市青葉区

R3-01116 令和3年8月11日 天然温泉　元気の湯 石巻市大街道北1-6-29 石巻市

R3-01117 令和3年8月11日 イタリアンバール primo 名取市杜せきのした1-2-12 名取市

R3-01118 令和3年8月11日 38mitsubachi kitchen 宮城県仙台市青葉区二日町2-1 キムラオフィスビル1F http://38mitsubachi.jp 仙台市青葉区

R3-01119 令和3年8月11日 Pancake&café  38mitsubachi 宮城県仙台市青葉区二日町12-25 ぐらんでぃープレステージ1F http://38mitsubachi.jp 仙台市青葉区

R3-01120 令和3年8月11日 N.Y.KITCHEN 宮城県塩竈市西町2-6 塩竈市

R3-01121 令和3年8月11日 味の金魂　東松庵 宮城県東松島市赤井字関の内4-373-2 東松島市

R3-01122 令和3年8月11日 ﾘｽﾄﾗﾝﾃ　ﾊﾟｽﾀ 宮城県仙台市泉区寺岡1-1-1 http://www.pasta-jp.com 仙台市泉区

R3-01123 令和3年8月11日 焼肉きんぐ 仙台中野栄店 宮城県仙台市宮城野区中野字出花西16-4 https://www.yakiniku-king.jp 仙台市宮城野区

R3-01124 令和3年8月11日 居酒屋　wata 宮城県仙台市若林区六丁の目東町3‐18　ｲｰｽﾄﾗｲﾌ102 仙台市若林区

R3-01125 令和3年8月11日 鎌倉パスタ　仙台マーブルロード店 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目2-24　仙台マーブルロード2F http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/ 仙台市青葉区

R3-01126 令和3年8月11日 グッディーズ　泉古内店 宮城県仙台市泉区古字坂ノ上1-23　ヨークベニマル1F 仙台市泉区

R3-01127 令和3年8月11日 ティーラウンジエフ 宮城県仙台市太白区長町5-3-23 仙台市太白区

R3-01128 令和3年8月11日 とんとんラーメン 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目3番3号　金富士ビル1階 仙台市青葉区

R3-01129 令和3年8月11日 くいもの屋わん石巻駅前店 宮城県石巻市鋳銭場3‐14　1･2F 石巻市

R3-01130 令和3年8月11日 武屋食堂　仙台中央店 宮城県仙台市青葉区中央4-7-25　ライオンズマンション中央1F 仙台市青葉区

R3-01131 令和3年8月11日 とりあえず吾平　新田東店 宮城県仙台市宮城野区新田東1-18-2 仙台市宮城野区

R3-01132 令和3年8月11日 旨唐揚げと居酒メシ「ミライザカ」仙台駅西口プレイビル店 宮城県仙台市青葉区中央4-1-3  プレイビル1F https://miraizaka.com/sendaiekinishiguchiplaybuild/?detail=340 仙台市青葉区

R3-01133 令和3年8月11日 一心 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目３ー１　定禅寺ヒルズ地下１階 仙台市青葉区

R3-01134 令和3年8月11日 キュベイトウ 宮城県仙台市青葉区中央1-7-1　第一志ら梅ビル7F 仙台市青葉区

R3-01135 令和3年8月11日 そば処丸松　国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-1 http://www.re-marumatu.co.jp/ 仙台市青葉区

http://38mitsubachi.jp/
http://38mitsubachi.jp/
http://www.pasta-jp.com/
https://www.yakiniku-king.jp/
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://miraizaka.com/sendaiekinishiguchiplaybuild/?detail=340
http://www.re-marumatu.co.jp/
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R3-01136 令和3年8月11日 dining & bar dear blow 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目3-1　泰華楼ビル　地下1階 仙台市青葉区

R3-01137 令和3年8月11日 SPUR　CAFE 宮城県仙台市泉区八乙女中央四丁目2-13　加藤ビル　1階102 仙台市泉区

R3-01138 令和3年8月11日 中華料理　同源坊 宮城県仙台市青葉区片平一丁目1-5　第2ダイワビル1F 仙台市青葉区

R3-01139 令和3年8月11日 オリジナルダイニングかまくら仙台 宮城県仙台市青葉区中央3-6-1　仙台TRビル8F http://www.rincrew.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01140 令和3年8月11日 地酒・日本料理　勘助 宮城県仙台市青葉区中央四丁目1-3 仙台市青葉区

R3-01141 令和3年8月11日 お好み焼き　たかちゃん仙台 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘1-3-5　伊東アパート103 仙台市青葉区

R3-01142 令和3年8月11日 LunaBianca 宮城県仙台市青葉区一番町11-35フローリッシュ柳町２階 仙台市青葉区

R3-01143 令和3年8月11日 柳ばし 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4-18 仙台市青葉区

R3-01144 令和3年8月12日 カラオケスナック　声美 仙台市青葉区国分町2丁目3-1　泰華ビル2F 仙台市青葉区

R3-01145 令和3年8月12日 昔ばなし 仙台市宮城野区萩野町3丁目21-6 仙台市宮城野区

R3-01146 令和3年8月12日 リバティーハウス 仙台市青葉区一番町二丁目3-38　YS文横ビル2階 仙台市青葉区

R3-01147 令和3年8月12日 一舞庵 仙台市青葉区一番町1-9-1　ウェスティンホテル仙台37階 https://www.yugyoan.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01148 令和3年8月16日 ココス仙台富谷町店 富谷市上桜木1-1-1 https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html 富谷市

R3-01149 令和3年8月16日 バネバグース仙台店 仙台市青葉区中央2-4-5　アルボーレ仙台地下1階 https://bagus-99.com/shops/bb_sendai/ 仙台市青葉区

R3-01150 令和3年8月16日 ビストロ・ミルポア 塩竈市尾嶋町18-21 塩竈市

R3-01151 令和3年8月16日 モスバーガー仙台西口店 宮城県仙台市青葉区中央3-1-3　AUNE仙台ビル1階 仙台市青葉区

R3-01152 令和3年8月16日 路傍 宮城県仙台市青葉区本町1-12-12 仙台市青葉区

R3-01153 令和3年8月16日 すみかわ 宮城県加美郡加美町宮崎字切込3-2 加美町

R3-01154 令和3年8月16日 江戸前　浜寿司 宮城県登米市迫町佐沼字末広25 登米市

R3-01155 令和3年8月16日 レストラン　ふな林 宮城県加美郡加美町味ケ袋薬菜原1-81 加美町

R3-01156 令和3年8月16日 大やす村　佐沼本店 宮城県登米市迫町佐沼字中江4-14-4 https://daiyasumura-sanuma.owst.jp/ 登米市

R3-01157 令和3年8月16日 ホテル大観荘・「グランプリ」 宮城県宮城郡松島町松島字犬田10-76 http://www.taikanso.co.jp 松島町

R3-01158 令和3年8月16日 ホテル大観荘・「ロ・ロール」 宮城県宮城郡松島町松島字犬田10-76 http://www.taikanso.co.jp 松島町

R3-01159 令和3年8月16日 ホテル大観荘・「レストラン潮騒」 宮城県宮城郡松島町松島字犬田10-76 http://www.taikanso.co.jp 松島町

R3-01160 令和3年8月16日 焼肉　牛粋 宮城県大崎市古川大宮1-1-3 大崎市

http://www.rincrew.co.jp/
https://www.yugyoan.co.jp/
https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html
https://bagus-99.com/shops/bb_sendai/
https://daiyasumura-sanuma.owst.jp/
http://www.taikanso.co.jp/
http://www.taikanso.co.jp/
http://www.taikanso.co.jp/
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R3-01161 令和3年8月16日 ホテル大観荘・「レストラン天正」 宮城県宮城郡松島町松島字犬田10-76 http://www.taikanso.co.jp 松島町

R3-01162 令和3年8月16日 yank 宮城県仙台市青葉区宮町2-2-8 https://yank824.com 仙台市青葉区

R3-01163 令和3年8月16日 つか勇食堂 宮城県登米市登米町寺池桜小路103 登米市

R3-01164 令和3年8月16日 しゃぶしゃぶ温野菜仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-2-4　オーシャンビル4Ｆ https://shabu-shabu-sendai-ichibancho.business.site/ 仙台市青葉区

R3-01165 令和3年8月16日 鮨　おがた 宮城県気仙沼市三日町3-1-23 気仙沼市

R3-01166 令和3年8月16日 居酒屋　YOSAKU　わたり店 宮城県亘理郡亘理町上茨田4-1 亘理町

R3-01167 令和3年8月16日 韓国料理　扶餘　長町店 宮城県仙台市太白区長町5‐2‐1　丸源ビル２F 仙台市太白区

R3-01168 令和3年8月16日 百万馬力　国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目5-18 仙台市青葉区

R3-01169 令和3年8月16日 お食事処　白帆 宮城県宮城郡松島町松島字浪打浜10 松島町

R3-01170 令和3年8月16日 塩竈かき小屋本店 宮城県塩竈市新浜町1-5-13 https://goko-h.com/kakigoya/ 塩竈市

R3-01171 令和3年8月16日 モスバーガー　気仙沼店 宮城県気仙沼市田中前3-8-18 気仙沼市

R3-01172 令和3年8月16日 極家 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-16 MARKビル１Ｆ https://kiwamiya.business.site/ 仙台市青葉区

R3-01173 令和3年8月16日 広島風お好み焼き　おたふく　佐沼店 宮城県登米市迫町佐沼字中江4-15-4 登米市

R3-01174 令和3年8月16日 本町和処あかり 宮城県仙台市青葉区本町2-4-16　エスベランサ本町ビル1F https://honcho-akari.owst.jp 仙台市青葉区

R3-01175 令和3年8月16日 キムカツ仙台店 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 kurax5階 http://hotpepper.jp/strJ001118528/ 仙台市青葉区

R3-01176 令和3年8月16日 HIGHBALL BAR 杜の都1923 宮城県仙台市青葉区国分町2-15-1　彩華ビル　1階 http://www.morinomiyako1923.com/ 仙台市青葉区

R3-01177 令和3年8月16日 ひざしの杜 宮城県仙台市青葉区北根2-7-1　仙台文学館2F 仙台市青葉区

R3-01178 令和3年8月16日 石窯焼イタリアン　Joe&Joe 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25Bivi仙台駅東口4F 仙台市宮城野区

R3-01179 令和3年8月16日 江戸家 宮城県仙台市太白区鹿野2-14-14グローリアス鹿野101 http://edochan.mydns.jp 仙台市太白区

R3-01180 令和3年8月16日 江戸ちゃん 宮城県仙台市太白区長町5丁目７－５ 仙台市太白区

R3-01181 令和3年8月16日 一心　加減燗 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目３ー１　定禅寺ヒルズ地下１階 仙台市青葉区

R3-01182 令和3年8月16日 ダーツハイブ仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15　ソララプラザ1F https://dartshive.com/ekimae.html 仙台市青葉区

R3-01183 令和3年8月16日 野菜と酒のうまい店　居酒屋きりん 宮城県仙台市青葉区立町1-10 仙台市青葉区

R3-01185 令和3年8月16日 ステーキハウス仙 宮城県仙台市青葉区錦町1-4-9 仙台市青葉区

R3-01186 令和3年8月16日 萬代 宮城県仙台市青葉区本町1-12-2　モンテベルデ花京院ビル1階 https://www.hotpepper.jp/strJ001169883/ 仙台市青葉区

http://www.taikanso.co.jp/
https://yank824.com/
https://shabu-shabu-sendai-ichibancho.business.site/
https://goko-h.com/kakigoya/
https://kiwamiya.business.site/
https://honcho-akari.owst.jp/
http://hotpepper.jp/strJ001118528/
http://www.morinomiyako1923.com/
http://edochan.mydns.jp/
https://dartshive.com/ekimae.html
https://www.hotpepper.jp/strJ001169883/
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R3-01187 令和3年8月16日 nine one 宮城県気仙沼市南町海岸1-14　ムカエル2F https://nine-one.jp/ 気仙沼市

R3-01188 令和3年8月16日 日本料理　晴れ成り 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-18　FL仙台ビルB1F 仙台市青葉区

R3-01189 令和3年8月16日 SOURCE 宮城県仙台市青葉区国分町2-15-21　第2吉岡屋ビル 仙台市青葉区

R3-01190 令和3年8月16日 もつ蔵　国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-15 仙台市青葉区

R3-01191 令和3年8月19日 仙台牛　炭火焼肉　和火一 仙台市青葉区花京院2-1-10 https://www.ichinobo.com/wabiichi/ 仙台市青葉区

R3-01192 令和3年8月19日 森乃館　古川店 大崎市古川穂波2-8-6 大崎市

R3-01195 令和3年8月19日 あじわい亭　大河原店 宮城県柴田郡大河原町東新町7-8 大河原町

R3-01196 令和3年8月19日 花の舞　BiVi仙台駅東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25　BiVi仙台駅東口4F https://www.chimney.co.jp/eatery/detail.html?shop_code=1043 仙台市宮城野区

R3-01197 令和3年8月19日 隠れ庵忍家　名取店 宮城県名取市手倉田字八幡37-1 https://www.horiifood.co.jp/ 名取市

R3-01198 令和3年8月19日 うたげ座 宮城県栗原市築館宮野中央1-4-10 https://www.utageza.com 栗原市

R3-01199 令和3年8月19日 美彩ダイニング湯田 宮城県多賀城市中央2－2－18 多賀城市

R3-01200 令和3年8月19日 そば処本陣 宮城県栗原市金成有壁新町24 栗原市

R3-01201 令和3年8月19日 幸楽寿し 宮城県仙台市若林区連坊小路81 仙台市若林区

R3-01202 令和3年8月19日 中国料理　万里 宮城県亘理郡亘理町荒浜字星57-7 亘理町

R3-01203 令和3年8月19日 韓国家庭料理　扶餘　 宮城県仙台市若林区新寺1-2-13 仙台市若林区

R3-01204 令和3年8月19日 千房　仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-33 仙台市青葉区

R3-01205 令和3年8月19日 焼肉まさと 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目5-1　ゴロク参番館1階 仙台市青葉区

R3-01206 令和3年8月19日 夜ノ焼魚ちょな 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-1　仙台セントラルビルB1F 仙台市青葉区

R3-01207 令和3年8月19日 旨いもの酒場　結い蔵 宮城県登米市迫町佐沼字中江5-1-5 登米市

R3-01208 令和3年8月19日 ダイニングバートライアングル 宮城県白石市柳町35番 https://www.toutenkaku.co.jp/page0113.html 白石市

R3-01209 令和3年8月19日 炭焼処　多幸 宮城県多賀城市桜木1-1-59 多賀城市

R3-01210 令和3年8月19日 La cucina italiana Piu Sempre 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-29-6 太田ハイツ宮城野101 仙台市宮城野区

R3-01211 令和3年8月19日 焼き鳥と酒　くしや 宮城県仙台市泉区八乙女中央2-1-13　Esビル102 https://izakaya-kusiya.gorp.jp/ 仙台市泉区

R3-01212 令和3年8月19日 鳥放題　仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町3-4-26 よろづ園ビル3F https://toriho-sendaiichibancyo.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-01213 令和3年8月19日 MOA 　cafe 宮城県名取市高舘吉田字野来114 名取市

https://nine-one.jp/
https://www.ichinobo.com/wabiichi/
https://www.chimney.co.jp/eatery/detail.html?shop_code=1043
https://www.horiifood.co.jp/
https://www.utageza.com/
https://www.toutenkaku.co.jp/page0113.html
https://izakaya-kusiya.gorp.jp/
https://toriho-sendaiichibancyo.owst.jp/
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R3-01214 令和3年8月19日 オーシャンファターレ 宮城県仙台市青葉区国分町2-15-2　グランパレビル1F http://www.tf-corp.co.jp 仙台市青葉区

R3-01215 令和3年8月19日 武屋食堂　泉店 宮城県仙台市泉区市名坂字町30-1 仙台市泉区

R3-01216 令和3年8月19日 武屋食堂　広瀬通り店 宮城県仙台市青葉区国分町1-6-18　王子不動産ビルB1F 仙台市青葉区

R3-01217 令和3年8月19日 武屋食堂　荒井店 宮城県仙台市若林区荒井7-39-2 仙台市若林区

R3-01218 令和3年8月19日 焼肉きんぐ　仙台泉八乙女店 宮城県仙台市泉区八乙女2-3-6 仙台市泉区

R3-01219 令和3年8月19日 相撲茶屋かちかち山 宮城県仙台市若林区志波町18-30 http://kachikachiyama.info 仙台市若林区

R3-01220 令和3年8月19日 石田家食堂 宮城県宮城郡松島町松島字仙随10 松島町

R3-01221 令和3年8月19日 仙令鮨　仙台駅店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　仙台駅ビル1階 仙台市青葉区

R3-01222 令和3年8月19日 かに政宗　泉店 宮城県仙台市泉区市名坂字原田100-2 http://www.re-marumatu.co.jp/ 仙台市泉区

R3-01223 令和3年8月19日 海鮮厨房　かに政宗 宮城県仙台市青葉区本町2-5-18 http://www.re-marumatu.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01224 令和3年8月19日 カルビ大将　仙台吉成店 宮城県仙台市青葉区吉成台2-1-30-2F https://www.atom-corp.co.jp 仙台市青葉区

R3-01225 令和3年8月19日 カルビ大将　仙台八乙女店 宮城県仙台市泉区八乙女中央2-4-5 https://www.atom-corp.co.jp 仙台市泉区

R3-01230 令和3年8月19日 葡萄の杜まるた 宮城県亘理郡山元町山寺字高地7 https://tadokoro-shokuhin.com 山元町

R3-01231 令和3年8月19日 牛角　仙台松森店 宮城県仙台市泉区松森字関場5-2 仙台市泉区

R3-01232 令和3年8月19日 めじろ 宮城県大崎市古川東町2-19 大崎市

R3-01233 令和3年8月19日 友栄会館　別館　ともゑ亭 宮城県遠田郡美里町字藤ケ崎町19 美里町

R3-01234 令和3年8月19日 錦ケ丘アーリー迎賓館　リストランテ錦ケ丘 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘9-1-1 https://www.earlysendai.com 仙台市青葉区

R3-01236 令和3年8月19日 もんじゃ焼　下町や 宮城県仙台市青葉区中央3-10-3　DS中央ビル2階 仙台市青葉区

R3-01238 令和3年8月19日 白木屋　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-26　ラ・サーミビル 5階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01239 令和3年8月19日 目利きの銀次　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央1-9-1　新東北ビル 6階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01240 令和3年8月19日 魚民　八乙女駅前店 宮城県仙台市泉区八乙女中央1-5-1　八乙女ビル 2階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市泉区

R3-01241 令和3年8月19日 だんまや水産　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央4-1-3　仙台プレイビル2階 仙台市青葉区

R3-01242 令和3年8月19日 THE  ROOF  TOP  E  GARDEN 宮城県仙台市青葉区中央4丁目1-1　EBeanS  4F 仙台市青葉区

R3-01243 令和3年8月23日 大魔王HOUSE 宮城県仙台市青葉区国分町2-5-18　コロニアルハウス1F 仙台市青葉区

R3-01244 令和3年8月23日 やきとり　五つぼ 宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目6-35 仙台市宮城野区

http://www.tf-corp.co.jp/
http://kachikachiyama.info/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.atom-corp.co.jp/
https://www.atom-corp.co.jp/
https://tadokoro-shokuhin.com/
https://www.earlysendai.com/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
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R3-01245 令和3年8月23日 やきとん　五つぼ 宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目7-7 仙台市宮城野区

R3-01246 令和3年8月23日 大魔王ジュニア（Ｊｒ．） 宮城県仙台市青葉区国分町２－１－１７　津乃田ビル１・２階 仙台市青葉区

R3-01247 令和3年8月23日 はたごや　泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央1-19-1　さくらパーキングビル1F https://hatagoya-sendai.jp 仙台市泉区

R3-01248 令和3年8月23日 グリル　ぼんてん 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-6　１F 仙台市青葉区

R3-01249 令和3年8月23日 Cafe & Dogs BOWEYES 宮城県仙台市泉区松森後田45-1 http://cafedogs.boweyes.com 仙台市泉区

R3-01250 令和3年8月23日 やきとり　鳥萬 宮城県仙台市若林区三百人町1　オカザキビル1F 仙台市若林区

R3-01251 令和3年8月23日 いきなりステーキ　仙台吉成台店 宮城県仙台市青葉区吉成台2-1-15 http://ikinaristeak.com/shopinfo/sendai-yoshinari/ 仙台市青葉区

R3-01252 令和3年8月23日 コーヒー＆スナック　宝石箱 宮城県仙台市青葉区木町通1-2-21　コーポサトー1F 仙台市青葉区

R3-01253 令和3年8月23日 炭火焼　和き 宮城県仙台市青葉区春日町11-17-1F 仙台市青葉区

R3-01255 令和3年8月23日 元町珈琲せんだい市名坂の離れ 宮城県仙台市泉区市名坂字原田302-1 仙台市泉区

R3-01256 令和3年8月23日 鎌倉パスタ　イオンモール名取店 宮城県名取市杜せきのした5丁目3-1　イオンモール名取1階 http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/ 名取市

R3-01257 令和3年8月23日 プロント　仙台セルバテラス店 宮城県仙台市泉区泉中央1-6-3　セルバテラス2F 仙台市泉区

R3-01258 令和3年8月23日 支倉庭 宮城県柴田郡川崎町支倉塩沢9 https://www.ire-hasekura.com 川崎町

R3-01261 令和3年8月23日 武屋食堂　北目町店 宮城県仙台市青葉区北目町2-28　カーサデルプラド北目町1F 仙台市青葉区

R3-01262 令和3年8月23日 ミスタードーナツ　イオン古川ショップ 宮城県大崎市古川旭2-2-1 大崎市

R3-01263 令和3年8月23日 百万馬力　小田原店 宮城県 仙台市青葉区小田原五丁目3-20 仙台市青葉区

R3-01265 令和3年8月23日 鳥放題　仙台南町通り店 宮城県 仙台市青葉区中央3-6-10 仙台南町通りビル2F 仙台市青葉区

R3-01266 令和3年8月23日 一風堂　仙台青葉通り店 宮城県仙台市青葉区大町2-1-24　副都心ビル百番館大町 https://stores.ippudo.com/1027 仙台市青葉区

R3-01267 令和3年8月23日 宮城うまい処居酒屋　夢の途酎 宮城県仙台市宮城野区高砂1-154-2　小畑ビル1F https://yume-tochu.com 仙台市宮城野区

R3-01268 令和3年8月23日 蕎麦酒房　夢の途酎　焔 宮城県仙台市宮城野区出花2-4-10　郡山店舗103 https://homura.yume-tochu.com 仙台市宮城野区

R3-01269 令和3年8月23日 海鮮ダイニングはなの夢　ルートイン仙台泉インター店 宮城県仙台市泉区大沢2-3-9 https://r.gnavi.co.jp/t010819/ 仙台市泉区

R3-01270 令和3年8月23日 めん家　竹治郎 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25　Bivi仙台駅東口1階 仙台市宮城野区

R3-01271 令和3年8月23日 韓国食堂 宮城県多賀城市町前1-1-5 多賀城市

R3-01272 令和3年8月23日 らーめん　山頭火　南吉成店 宮城県仙台市青葉区南吉成3-16-4 仙台市青葉区

R3-01273 令和3年8月23日 てくてく　晩ごはん 宮城県宮城郡松島町磯崎字白坂32-34 松島町

https://hatagoya-sendai.jp/
http://cafedogs.boweyes.com/
http://ikinaristeak.com/shopinfo/sendai-yoshinari/
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.ire-hasekura.com/
https://stores.ippudo.com/1027
https://yume-tochu.com/
https://homura.yume-tochu.com/
https://r.gnavi.co.jp/t010819/
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R3-01274 令和3年8月23日 まごころ料理　茶々 宮城県仙台市青葉区国分町2-14-1　ライオンビル太陽館2F 仙台市青葉区

R3-01275 令和3年8月23日 TRATTORIA　Del Sole 宮城県 亘理郡亘理町字五日町３４－１ 亘理町

R3-01276 令和3年8月23日 LOOSE　カクテルバー 宮城県仙台市泉区泉中央1-18-17　FEADビル4F https://loose.ivalue.info/ 仙台市泉区

R3-01277 令和3年8月23日 鉄板ダイニング鼎 宮城県 仙台市青葉区一番町４丁目３－１１ Ｍ1ビル 1階 https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4014334/ 仙台市青葉区

R3-01278 令和3年8月23日 爆2　宮城店 宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋字谷地添155-15 亘理町

R3-01279 令和3年8月23日 ドライブイン サザエ 宮城県亘理郡亘理町吉田字南堰上2-2 亘理町

R3-01280 令和3年8月23日 アクセスらーめんショップ 宮城県栗原市若柳谷地畑浦5-1 栗原市

R3-01281 令和3年8月23日 大人たちの隠れ居酒屋　四葉 宮城県仙台市青葉区国分町2-15-20　よごろうビル2階 http://yotsuba.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-01282 令和3年8月23日 山形の店　Tavola 宮城県仙台市青葉区一番町2-6-16　シントウビル1F 仙台市青葉区

R3-01284 令和3年8月30日 天下一品　中央通り店　別館 仙台市青葉区中央2-6-6 https://goodnews-21.com/ 仙台市青葉区

R3-01285 令和3年8月30日 ホテル大観荘・「ラ・セレース」 宮城県宮城郡松島町松島字犬田10-76 http://www.taikanso.co.jp 松島町

R3-01286 令和3年8月30日 旬菜麺房　ふじや 宮城県仙台市太白区長町5-3-23 仙台市太白区

R3-01287 令和3年8月30日 HACHI'  s  Cafe＆Dining 宮城県仙台市太白区長町5丁目1-30　tekuteながまち内 http://www.maido-8.com/nagamachi/ 仙台市太白区

R3-01288 令和3年8月30日 ロックンロールミュージアム　仙台酒場 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-28　いろは横丁94戸 仙台市青葉区

R3-01290 令和3年8月30日 ステーキ宮　仙台八乙女店 宮城県仙台市泉区八乙女中央2-4-10 仙台市泉区

R3-01291 令和3年8月30日 屋台や十八番　国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町2-7-5KYパークビル１F https://yataiya18.com 仙台市青葉区

R3-01293 令和3年8月30日 夜ノ森仙台 宮城県仙台市青葉区花京院1-52朝日プラザ花京院1F 仙台市青葉区

R3-01294 令和3年8月30日 農家と漁師の台所　北海道レストラン　仙台長町店 宮城県仙台市太白区長町8-18-3 仙台市太白区

R3-01295 令和3年8月30日 エスカイヤクラブ　仙台店 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1　第一生命タワービル21F http://daiwa-j.com/ 仙台市青葉区

R3-01296 令和3年8月30日 大衆中華　ちんまや 宮城県仙台市青葉区中央3-9-16　黄龍ビル1F 仙台市青葉区

R3-01297 令和3年8月30日 麺屋58 宮城県仙台市青葉区錦町1-3-5 仙台市青葉区

R3-01298 令和3年8月30日 カルビ大将　名取大橋店 宮城県仙台市太白区郡山字原田1-1 https://www.atom-corp.co.jp 仙台市太白区

R3-01299 令和3年8月30日 おもてなしの心  喜庭  二十人町店 宮城県仙台市宮城野区二十人町304－7 仙台市宮城野区

R3-01300 令和3年8月30日 築地食堂源ちゃん泉パークタウンタピオ店 宮城県仙台市泉区寺岡6-5-1泉パークタウンタピオ2階 https://cyp-jp.com/ 仙台市泉区

R3-01301 令和3年8月30日 レストラン　フォレスタ 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-6-51 https://www.mielparque.jp/sendai/restaurant/ 仙台市宮城野区

https://loose.ivalue.info/
https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4014334/
http://yotsuba.owst.jp/
https://goodnews-21.com/
http://www.taikanso.co.jp/
http://www.maido-8.com/nagamachi/
https://yataiya18.com/
http://daiwa-j.com/
https://www.atom-corp.co.jp/
https://cyp-jp.com/
https://www.mielparque.jp/sendai/restaurant/
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R3-01302 令和3年8月30日 東北自動車道　長者原SA上り線「レストラン伊達」 宮城県大崎市古川川熊字長者原24-61 大崎市

R3-01303 令和3年8月30日 餃子の王将　仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-31 https://www.ohsho.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01304 令和3年8月30日 焼肉ジュジュ 宮城県石巻市立町1-6-8 石巻市

R3-01305 令和3年8月30日 スナック　ニューハニー 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６－３８　ユアーズビルＢ１ 仙台市青葉区

R3-01306 令和3年8月30日 il  mio  campo 宮城県富谷市成田4丁目19-3　アスール・コート101 http://www.il-mio.com/ 富谷市

R3-01307 令和3年8月30日 博多串焼き・もつ鍋　博多でべそ 宮城県仙台市青葉区中央3-6-12　仙台南町通りビル3F http://www.rincrew.co.jp/debeso/ 仙台市青葉区

R3-01308 令和3年8月30日 鰓呼吸　泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央1-17-3　遊食館ビル101 http://www.eraera.jp 仙台市泉区

R3-01309 令和3年8月30日 エビアン 宮城県仙台市青葉区一番町4-5-22 仙台市青葉区

R3-01310 令和3年8月30日 スナック　ラベンダー 宮城県東松島市矢本字寿町7-2 東松島市

R3-01311 令和3年8月30日 スナック　ラベンダーPART2 宮城県東松島市矢本字寿町7-2　2A 東松島市

R3-01312 令和3年8月30日 ぽっこ 宮城県仙台市青葉区北目町7-5　サンファンレジデンスB1 仙台市青葉区

R3-01313 令和3年8月30日 魚民　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-26　ラ・サーミビル 6階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01314 令和3年8月30日 笑笑　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央1-9-1　新東北ビル 地下1階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01315 令和3年8月30日 笑笑　仙台名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1-7-6　西原ビル　4階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01316 令和3年8月30日 月の宴　仙台東口駅前店 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-1　イーストンビル 2階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市宮城野区

R3-01317 令和3年8月30日 白木屋　仙台東口駅前店 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-1　イーストンビル 2階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市宮城野区

R3-01318 令和3年8月30日 山内農場　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央1-9-1　新東北ビル 6階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01319 令和3年8月30日 キタノイチバ　古川駅前店 宮城県大崎市古川駅前大通2-3-30　名鉄サンプラザ古川 1階 https://www.monteroza.co.jp/ 大崎市

R3-01320 令和3年8月30日 maison  de  charcuterie  Lumie're 宮城県仙台市青葉区国分町3-9-1　庄司ビル102 仙台市青葉区

R3-01321 令和3年8月30日 宮城ゴチ酒場　銀結び 宮城県仙台市青葉区国分町2-13-28 ニュー若竹ビル2階 仙台市青葉区

R3-01322 令和3年8月30日 スナック　ぎんれい 宮城県亘理郡亘理町道田西11-16 亘理町

R3-01323 令和3年8月30日 きたさん食堂 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目4-5　クライスビルB1F http://kitasanshokudo.com 仙台市青葉区

R3-01324 令和3年8月30日 仙臺居酒屋おはな 宮城県仙台市青葉区中央2-5-1　三文字屋ビル　地下一階 https://r.gnavi.co.jp/t026505/ 仙台市青葉区

R3-01325 令和3年8月30日 マクドナルド　中田ヤマザワ店 宮城県仙台市太白区中田町字千刈田19-1 仙台市太白区

R3-01326 令和3年8月30日 Brasserie Lloyd 宮城県仙台市青葉区大町2-5-10　御譜代町ビル1F https://brasserielloyd.therestaurant.jp/ 仙台市青葉区

https://www.ohsho.co.jp/
http://www.il-mio.com/
http://www.rincrew.co.jp/debeso/
http://www.eraera.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
http://kitasanshokudo.com/
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https://brasserielloyd.therestaurant.jp/
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R3-01327 令和3年8月30日 そば処　樹の里 宮城県刈田郡蔵王町矢附字川原畑23-1 http://kinosato.zao-shizenmura.jp 蔵王町

R3-01328 令和3年8月30日 陶芸の里　ゆ～らんど 宮城県加美郡加美町宮崎字切込2-70 加美町

R3-01329 令和3年8月31日 上海厨房　中倉店 仙台市若林区中倉3丁目17-46 仙台市若林区

R3-01330 令和3年8月31日 Deli Cafe 芽ぶき 仙台市青葉区二日町14-11　ABビル1F https://www.facebook.com/DELICAFE.MEBUKI.FUTSUKAMACHI 仙台市青葉区

R3-01331 令和3年8月31日 Italian Kitchen VANSAN イオンモール新利府　南館店
宮城郡利府町新中道三丁目1番地1　イオンモール新利府　南館
1F

http://bravas-ltd.com/vansan/vansan-rifu/ 利府町

R3-01332 令和3年8月31日 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ　ｲｵﾝﾓｰﾙ名取店 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 名取市

R3-01333 令和3年8月31日 牛たん八 宮城県仙台市若林区荒井1丁目2-3　コンフォース荒井 仙台市若林区

R3-01334 令和3年8月31日 函太郎　仙台市名坂店 宮城県仙台市泉区市名坂清水端201-7 http://www.gatten.co.jp/brand/?name=hakodate 仙台市泉区

R3-01335 令和3年8月31日 祭り居酒屋　みこし 宮城県仙台市青葉区国分町2-15-10　JPビル4F 仙台市青葉区

R3-01336 令和3年8月31日 千鳥 宮城県栗原市若柳川南南大通8-5 栗原市

R3-01337 令和3年8月31日 杜の館　桜ヶ丘公園本店 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘7丁目14-1 http://morinoyakata.jp/ 仙台市青葉区

R3-01338 令和3年8月31日 vege＆theater　cafe　unefleuve 宮城県仙台市太白区越路1-3　アルファ愛宕橋壱番館202号 仙台市太白区

R3-01340 令和3年8月31日 産直広場あぐりっと　稲Cafe 宮城県角田市毛萱字舘下11-4 角田市

R3-01341 令和3年8月31日 グラディオ 宮城県仙台市青葉区国分町2-11-11　PSCビル1F http://www.tf-corp.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01342 令和3年8月31日 懐石料理　東洋館 宮城県仙台市太白区向山1-1-16 https://toyokan.jp/ 仙台市太白区

R3-01343 令和3年8月31日 カルビ大将　古川駅前店 宮城県大崎市古川駅前大通3-3-22 http://www.atom-corp.co.jp 大崎市

R3-01344 令和3年8月31日 カルビ大将　多賀城店 宮城県多賀城市八幡1-3-46 https://www.atom-corp.co.jp 多賀城市

R3-01345 令和3年8月31日 サロン ド カフェ アン 宮城県名取市相互台一丁目10-1 名取市

R3-01346 令和3年8月31日 BuenaVista　オープンテラス店 宮城県柴田郡柴田町船岡中央3-415 柴田町

R3-01347 令和3年8月31日 四季彩たき 宮城県栗原市高清水善光寺9 https://sikisaitaki.com 栗原市

R3-01348 令和3年8月31日 エポカ21　鈴蘭 宮城県栗原市志波姫新熊谷279-2 http://epoca21.co.jp/ 栗原市

R3-01349 令和3年8月31日 魚民　多賀城店 宮城県多賀城市八幡1-2-35　アクロスプラザ多賀城1階 https://www.monteroza.co.jp/ 多賀城市

R3-01350 令和3年8月31日 魚民　長町西口駅前店 宮城県仙台市太白区長町5-2-6　森民ビル 1階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市太白区

R3-01351 令和3年8月31日 魚民　塩釜駅前店 宮城県塩竈市東玉川町3-24　1階 https://www.monteroza.co.jp/ 塩竈市

R3-01352 令和3年8月31日 魚民　古川駅前店 宮城県大崎市古川駅前大通2-2-37　森ビル 1階 https://www.monteroza.co.jp/ 大崎市

http://kinosato.zao-shizenmura.jp/
https://www.facebook.com/DELICAFE.MEBUKI.FUTSUKAMACHI
http://bravas-ltd.com/vansan/vansan-rifu/
http://www.gatten.co.jp/brand/?name=hakodate
http://morinoyakata.jp/
http://www.tf-corp.co.jp/
https://toyokan.jp/
http://www.atom-corp.co.jp/
https://www.atom-corp.co.jp/
http://sikisaitaki.starfree.jp/
http://epoca21.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
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R3-01353 令和3年8月31日 魚民　本塩釜駅前店 宮城県塩竈市海岸通4-13　駅前ビル　1階 https://www.monteroza.co.jp/ 塩竈市

R3-01354 令和3年8月31日 魚民　佐沼店 宮城県登米市迫町佐沼字中江2-2-11　１階 https://www.monteroza.co.jp/ 登米市

R3-01355 令和3年8月31日 魚民　気仙沼店 宮城県気仙沼市田中前1-6-11　横田屋本店ビル　1階 https://www.monteroza.co.jp/ 気仙沼市

R3-01356 令和3年8月31日 魚民　名取店 宮城県名取市飯野坂土城堀82-1　セッツウイングス 1階 https://www.monteroza.co.jp/ 名取市

R3-01357 令和3年8月31日 白木屋　名取店 宮城県名取市飯野坂土城堀57-1　セッツウイングス 1階 https://www.monteroza.co.jp/ 名取市

R3-01358 令和3年8月31日 福福屋　古川駅前店 宮城県大崎市古川駅前大通2-2-27　1階 https://www.monteroza.co.jp/ 大崎市

R3-01359 令和3年8月31日 目利きの銀次　長町南駅前店 宮城県仙台市太白区長町南3-3-43　長町南たちばなビル 1階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市太白区

R3-01360 令和3年8月31日 タリーズコーヒー　仙台泉プレミアム・アウトレット店 宮城県仙台市泉区寺岡6-1-1　仙台泉プレミアム・アウトレット内 https://www.tullys.co.jp/ 仙台市泉区

R3-01361 令和3年8月31日 山内農場　石巻駅前店 宮城県石巻市鋳銭場33-29　　22.モンテローザ石巻ビル 1階2階 https://www.monteroza.co.jp/ 石巻市

R3-01362 令和3年8月31日 山内農場　長町西口駅前店 宮城県仙台市太白区長町5-2-6　森民ビル １階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市太白区

R3-01363 令和3年8月31日 料理　菅原 宮城県東松島市矢本字河戸261-2 http://r-sugawara.com 東松島市

R3-01365 令和3年8月31日 石巻酒場わたみんち 宮城県石巻市穀町12-25　大もり屋ビル1F https://watamishopsearch.jp/detail/?id=688 石巻市

R3-01366 令和3年8月31日 リストランテ　UEMON 宮城県大崎市古川七日町8-35 http://uemon.jp 大崎市

R3-01367 令和3年8月31日 焼鳥　いちのい 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-3　kiビル1階 仙台市青葉区

R3-01368 令和3年8月31日 焼鳥・干物　Mt.Ash 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-52　朝日プラザ花京院B1F 仙台市青葉区

R3-01369 令和3年8月31日 薫りと和酒　紬 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-3　kiビル2階 仙台市青葉区

R3-01370 令和3年8月31日 銀座そば所　よし田 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　エスパル仙台B1 仙台市青葉区

R3-01371 令和3年8月31日 マール 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目17-5　ビルドスマイルⅡ　B1F 仙台市泉区

R3-01372 令和3年8月31日 養老乃瀧　本町一丁目店 宮城県仙台市青葉区本町1-12-2 仙台市青葉区

R3-01373 令和3年8月31日 居酒屋　楽 宮城県多賀城市下馬2丁目5-31 多賀城市

R3-01374 令和3年8月31日 魚民　石巻駅前店 宮城県石巻市穀町12-20　阿部ビル 1階、2階 https://www.monteroza.co.jp/ 石巻市

R3-01375 令和3年9月2日 折衷Barシヅクトウヤ 仙台市青葉区一番町4-4-5　八百善ビル地下 http://www.shizukuto-ya.com 仙台市青葉区

R3-01376 令和3年9月2日 韓丼　利府店 宮城郡利府町飯土井長者前90-4 利府町

R3-01377 令和3年9月2日 中華料理　かずき 角田市角田字大町11-3 角田市

R3-01378 令和3年9月2日 焼肉きんぐ 石巻店 宮城県石巻市恵み野1-2-6 https://www.yakiniku-king.jp 石巻市
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https://www.monteroza.co.jp/
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R3-01379 令和3年9月2日 マクドナルド　4号線岩沼店 宮城県名取市堀内字北竹85-5 名取市

R3-01380 令和3年9月2日 村さ来　長町店 宮城県仙台市太白区長町3-3-10 仙台市太白区

R3-01381 令和3年9月2日 ゆるりと菜　村さ来　名取駅前店 宮城県名取市増田2-4-46-1 名取市

R3-01382 令和3年9月2日 ぱたぱた家　仙台長町店 宮城県仙台市太白区長町3-7-9 仙台市太白区

R3-01383 令和3年9月2日 ミスタードーナツ　イオンタウン佐沼ショップ 宮城県登米市南方町新島前46-1 登米市

R3-01384 令和3年9月2日 博多もつ鍋　だるまんまる 宮城県仙台市青葉区昭和町5-55 仙台市青葉区

R3-01385 令和3年9月2日 牛角　岩沼店 宮城県岩沼市たけくま2-5-6 岩沼市

R3-01386 令和3年9月2日 まるまつ愛子店 宮城県仙台市青葉区栗生7-1-5 http://www.re-marumatu.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01387 令和3年9月2日 本格手打そば処　せいじん庵 宮城県大崎市岩出山上野目字中川原52-35 大崎市

R3-01388 令和3年9月2日 寿松庵　空港店 宮城県名取市下増田南原仙台空港ターミナルビル3F　304 http://www.re-marumatu.co.jp/ 名取市

R3-01389 令和3年9月2日 味のまるまつ　茂庭店 宮城県仙台市太白区茂庭1-2 http://www.re-marumatu.co.jp/ 仙台市太白区

R3-01390 令和3年9月2日 レ・コパン　ドゥ　カンパーニュ 宮城県仙台市青葉区作並字川崎17-1 仙台市青葉区

R3-01391 令和3年9月2日 Brasserie　Tatsuyaa 宮城県仙台市青葉区春日町7-19　ベルトラックス春日町102 仙台市青葉区

R3-01392 令和3年9月2日 魚民　富沢東口駅前店 宮城県仙台市太白区大野田5-38-9 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市太白区

R3-01393 令和3年9月2日 ミライザカ　仙台名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-38-B1F 仙台市青葉区

R3-01394 令和3年9月2日 だんまや水産　定禅寺通店 宮城県仙台市青葉区一番町4-10-14（定禅寺ビル2階） 仙台市青葉区

R3-01395 令和3年9月2日 割烹　開山 宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目67-2 http://hitosara.com/0006038803/ 仙台市宮城野区

R3-01396 令和3年9月2日 旬彩亭　秀 宮城県大崎市古川東町2-1 大崎市

R3-01397 令和3年9月2日 寿松庵本店 宮城県富谷市成田9-2-9 http://www.re-marumatu.co.jp/ 富谷市

R3-01398 令和3年9月2日 たかやま酒場 宮城県仙台市青葉区一番町1-11-20　SUGADUNビル一番町2階 仙台市青葉区

R3-01399 令和3年9月2日 地元海鮮食堂　天海松島離宮 宮城県宮城郡松島町松島字波打浜 松島町

R3-01400 令和3年9月2日 もつ鍋　宴の一 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目7-20　ヒラマビル2階 柴田町

R3-01401 令和3年9月2日 Pizzeria　ペンギン村 宮城県白石市小下倉字関下1-1 白石市

R3-01402 令和3年9月2日 Restaurant TSUJI 宮城県仙台市青葉区国分町2-8-34　小関ビル1階 http://www.restauranttsuji.com 仙台市青葉区

R3-01403 令和3年9月2日 先代　きよゑ食堂 宮城県仙台市青葉区中央1丁目10-25　EDEN QR区画 仙台市青葉区

http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
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R3-01404 令和3年9月2日 だんまや水産　リオーネ古川店 宮城県大崎市古川台町9-20（リオーネふるかわ1F） 大崎市

R3-01405 令和3年9月2日 薄利多賣半兵ヱ　仙台泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目18-17　FEADビル2F 仙台市泉区

R3-01406 令和3年9月3日 松島佐勘　松庵（れすとらん海音） 宮城郡松島町手樽字梅木１番地 松島町

R3-01407 令和3年9月3日 旬菜食健　ひな野　長町店 仙台市太白区大野田1-1-13 仙台市太白区

R3-01408 令和3年10月7日 景勝館　スイーツファクトリーアンドカフェぐらん 加美郡加美町字味ヶ袋薬莱原1-76 加美町

R3-01409 令和3年9月3日 お寿司と旬彩料理　たちばな 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-25  たちばなビル5F http://www.tachibana-sushi.com 仙台市青葉区

R3-01410 令和3年9月3日 仁王寿司 宮城県塩竈市藤倉3-3-2 塩竈市

R3-01411 令和3年9月3日 スープストックトーキョー　S-PAL本館店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　 S-PAL本館B1F https://www.soup-stock-tokyo.com/ 仙台市青葉区

R3-01412 令和3年9月3日 そば処　おさだ 宮城県岩沼市下野郷字新拓210 岩沼市

R3-01413 令和3年9月3日 和食感イエローファクトリー 宮城県富谷市鷹乃杜2-1-25 富谷市

R3-01414 令和3年10月7日 そば処丸松　空港店 宮城県名取市下増田南原仙台空港ターミナルビル3F　307 http://www.re-marumatu.co.jp/ 名取市

R3-01415 令和3年9月3日 エポカ21　観光物産軽食コーナー 宮城県栗原市志波姫新熊谷279-2 http://epoca21.co.jp/ 栗原市

R3-01416 令和3年9月3日 愉多工房 宮城県大崎市岩出山上野目字下橋本３７－３ 大崎市

R3-01417 令和3年9月3日 和風レストラン田園　亘理店 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字上147 https://www.denen-miyagi.com/ 亘理町

R3-01418 令和3年9月3日 和風レストラン田園　山元店 宮城県亘理郡山元町小平字須崎1 https://www.denen-miyagi.com/ 山元町

R3-01419 令和3年9月3日 鮭cafe&bar 銀結び 宮城県仙台市青葉区国分町2-13-28ニュー若竹ビル1階 仙台市青葉区

R3-01420 令和3年9月3日 三陸魚貝地酒伊達路 宮城県仙台市青葉区中央2-4-8　木村屋ビル1階 仙台市青葉区

R3-01421 令和3年9月3日 「トム」 宮城県塩竈市港町2丁目1-6 塩竈市

R3-01422 令和3年9月3日 芋蔵仙台店 宮城県仙台市青葉区中央1-6-1　Harb SENDAI 7F https://www.hotpepper.jp/strJ000696908/ 仙台市青葉区

R3-01423 令和3年9月3日 まるまつ成田店 宮城県富谷市成田3-32-1 http://www.re-marumatu.co.jp/ 富谷市

R3-01424 令和3年9月3日 とり鮮 宮城県仙台市太白区長町3-9-6 仙台市太白区

R3-01425 令和3年9月3日 なんやかんや 宮城県仙台市太白区あすと長町1-4-30 仙台市太白区

R3-01426 令和3年9月3日 mamemaru+ 宮城県富谷市杜乃橋2丁目1-8 https://www.mamemaru.jp 富谷市

R3-01427 令和3年9月3日 スープカレーごほんゆび 宮城県仙台市青葉区小田原6-1-33 https://www.instagram.com/gohonyubi55/?hl=ja 仙台市青葉区

R3-01428 令和3年9月3日 すえひろ 宮城県亘理郡亘理町吉田字大谷地72-651 亘理町

http://www.tachibana-sushi.com/
https://www.soup-stock-tokyo.com/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://epoca21.co.jp/
https://www.denen-miyagi.com/
https://www.denen-miyagi.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ000696908/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.mamemaru.jp/
https://www.instagram.com/gohonyubi55/?hl=ja
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R3-01429 令和3年9月3日 泉パークタウンゴルフ倶楽部 宮城県仙台市泉区明通1丁目1-1 http://ipgc.jp/ 仙台市泉区

R3-01430 令和3年9月3日 和食　人結 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-9　DK一番町ビル1階 http://sendai-enn.com 仙台市青葉区

R3-01432 令和3年9月3日 牛角多賀城店 宮城県多賀城市町前1-4-2 多賀城市

R3-01433 令和3年9月6日 モスバーガー仙台泉中央店 仙台市泉区泉中央2-14-9 http://www.saneihonsha.co.jp/mos/index.html 仙台市泉区

R3-01434 令和3年9月6日 松屋　仙台中央店 宮城県仙台市青葉区中央3-6-3 仙台市青葉区

R3-01435 令和3年9月6日 松のや　仙台中央店 宮城県仙台市青葉区中央3-6-3　2F 仙台市青葉区

R3-01436 令和3年9月6日
食べ飲み放題　焼肉ダイニング　ちからや　仙台駅前
店（旧ミートボーイ）

宮城県仙台市青葉区中央1－8－25　マジェスティックビル４F https://www.hotpepper.jp/strJ001110362/ 仙台市青葉区

R3-01437 令和3年9月6日 ビージェー・キッチン 宮城県栗原市志波姫新熊谷279-2 http://epoca21.co.jp/ 栗原市

R3-01438 令和3年9月6日 居酒家宮 宮城県角田市角田字栄町57 角田市

R3-01439 令和3年9月6日 飲み喰い処　玄孫 宮城県仙台市青葉区本町2丁目8番1号 https://www.sendai-oyaji.jp/yasyago/ 仙台市青葉区

R3-01440 令和3年9月6日 寿司処　一心 宮城県気仙沼市南が丘一丁目2-15 気仙沼市

R3-01441 令和3年9月6日 パスタ＆カフェ　Felice 宮城県仙台市青葉区福沢町8-5 仙台市青葉区

R3-01442 令和3年9月6日 にょろ助　仙台国分町 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-10 https://kiwa-group.co.jp/nyorosuke_sendai/ 仙台市青葉区

R3-01443 令和3年9月6日 割烹天ぷら三太郎 宮城県仙台市青葉区立町1-20 仙台市青葉区

R3-01444 令和3年9月6日 第二笑口会議処 宮城県気仙沼市三日町一丁目2番16号 気仙沼市

R3-01445 令和3年9月6日 飲み喰い処　壽哲廸 宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番18号 https://sendai-oyaji.jp/oyaji/ 仙台市青葉区

R3-01446 令和3年9月6日 ｃｏｎａ 宮城県仙台市青葉区宮町3丁目7-42　丸喜ビル101 仙台市青葉区

R3-01447 令和3年9月9日 大魔王GOLD 仙台市青葉区中央１－７－６　西原ビル５階 仙台市青葉区

R3-01449 令和3年9月9日 梵天食堂　南吉成店 仙台市青葉区南吉成2丁目17-18 http://syokudo_minamiyoshinari@yahoo.co.jp 仙台市青葉区

R3-01450 令和3年9月9日 マクドナルド　大河原店 宮城県柴田郡大河原町新東27-14 大河原町

R3-01451 令和3年9月9日 仙臺大黒寿司 宮城県仙台市青葉区木町通2-1-15-1F 仙台市青葉区

R3-01452 令和3年9月9日 東京うどん 宮城県亘理郡亘理町字中町東208-1 亘理町

R3-01453 令和3年9月9日 千の庭仙台西口店 宮城県仙台市青葉区中央3－6－1仙台TRビル8F 仙台市青葉区

R3-01454 令和3年9月9日 酒房　いづもんどこ 宮城県亘理郡亘理町荒浜字築港通り6-34 亘理町

R3-01455 令和3年9月9日 ダイニング&BAR　ZⅡ 宮城県塩竈市貞山通1-6-24 塩竈市

http://ipgc.jp/
http://sendai-enn.com/
http://www.saneihonsha.co.jp/mos/index.html
https://www.hotpepper.jp/strJ001110362/
http://epoca21.co.jp/
https://www.sendai-oyaji.jp/yasyago/
https://kiwa-group.co.jp/nyorosuke_sendai/
https://sendai-oyaji.jp/oyaji/
http://syokudo_minamiyoshinari@yahoo.co.jp
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R3-01456 令和3年9月9日 三林精肉店 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-41 仙台市青葉区

R3-01457 令和3年9月9日 和食飛賀屋イオンモール新利府南館店 宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1イオンモール新利府南館1階 https://cyp-jp.com/ 利府町

R3-01458 令和3年9月9日 若草寿司 宮城県名取市閖上中央1-6 名取市

R3-01459 令和3年9月9日 ホルモン炎 宮城県柴田郡柴田町船岡中央2-11-24 柴田町

R3-01461 令和3年9月9日 旅館　青葉荘 宮城県大崎市古川十日町8－13 大崎市

R3-01462 令和3年9月9日 串焼楽酒MOJA　県庁前店 宮城県仙台市青葉区上杉1-4-3　三井グローバル県庁前ビル1F 仙台市青葉区

R3-01463 令和3年9月9日 やきとり大吉貝ヶ森店 宮城県仙台市青葉区貝ケ森1-7-13 仙台市青葉区

R3-01464 令和3年9月9日 三枡三蔵　仙台駅前本店 宮城県仙台市青葉区中央1-9-1 新東北ビル9F https://www.hotpepper.jp/strJ000972381/ 仙台市青葉区

R3-01465 令和3年9月9日 Regina 宮城県仙台市青葉区国分町2-1-1　19フジビル1F http://pizzalabo.net 仙台市青葉区

R3-01466 令和3年9月9日 新伝馬町　三七三 宮城県仙台市青葉区中央2丁目7-30　角川ビル1階 http://minamisendai.owst.jp 仙台市青葉区

R3-01467 令和3年9月9日 創菜欧風料理　ルポタジェ 宮城県仙台市青葉区栗生1-23-13 http://lepochef.com/\nhttps://www.facebook.com/lepotager.z2 仙台市青葉区

R3-01468 令和3年9月9日 三宝亭岩沼店 宮城県岩沼市たけくま1-7-12 岩沼市

R3-01469 令和3年9月9日 韓国焼肉　デジマル 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目4-1 https://www.hotpepper.jp/strJ000991294/food/ 仙台市宮城野区

R3-01470 令和3年9月9日 そば茶房　牧之原 宮城県刈田郡七ヶ宿町字瀬見原104 七ヶ宿町

R3-01471 令和3年9月9日 鳥ごや本店 宮城県仙台市青葉区米ケ袋1-5-14 仙台市青葉区

R3-01472 令和3年9月9日 四六時中　イオンタウン仙台泉大沢店
宮城県仙台市泉区大沢1-5-1　イオンタウン仙台泉大沢ショッピ
ングセンター1F

http://www.aeoneaheart.co.jp 仙台市泉区

R3-01473 令和3年9月9日 四六時中　イオン仙台中山店 宮城県仙台市泉区南中山1-35-40　イオン仙台中山3F http://www.aeoneaheart.co.jp 仙台市泉区

R3-01474 令和3年9月9日 やきとり大吉苦竹店 宮城県仙台市宮城野区苦竹1-2-60 仙台市宮城野区

R3-01475 令和3年9月9日 どんぶり亭まつもと 宮城県亘理郡亘理町字新町36-7 亘理町

R3-01476 令和3年9月9日 餃子STANDカワグチ 宮城県仙台市青葉区中央1-10-25 仙台市青葉区

R3-01477 令和3年9月10日 （味処）さくら亭 大崎市古川桜ノ目字遠田江渕23-2 大崎市

R3-01478 令和3年9月10日 磯丸水産　一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目5-20　松葉屋ビル1・2階 仙台市青葉区

R3-01479 令和3年9月10日 佐々木屋 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼53 登米市

R3-01480 令和3年9月10日 葵葉　七北田店 宮城県仙台市泉区七北田字大沢柏33-1　大沢柏貸店舗B-2 仙台市泉区

R3-01481 令和3年9月10日 ん　bistro 宮城県仙台市青葉区中央3-10-3 仙台市青葉区

https://cyp-jp.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ000972381/
http://pizzalabo.net/
http://minamisendai.owst.jp/
http://lepochef.com/nhttps:/www.facebook.com/lepotager.z2
https://www.hotpepper.jp/strJ000991294/food/
http://www.aeoneaheart.co.jp/
http://www.aeoneaheart.co.jp/
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R3-01482 令和3年9月10日 きわみ家 宮城県大崎市古川東町3-12　イーストサイドタウンA https://guts-barbecue-restaurant-232.business.site/ 大崎市

R3-01483 令和3年9月10日 キッチンmogu 宮城県大崎市古川台町9-1　桂B https://www.instagram.com/Kitchenmogu 大崎市

R3-01484 令和3年9月10日 こちら丸特漁業部仙台駅前AKビル店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-38　AKビル7F http://0109g.com/marutoku/kochira/index.html#tempo01 仙台市青葉区

R3-01485 令和3年9月10日 こちら丸特漁業部仙台駅東口店
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-37　ダイワロイネットホテル仙台
2F

http://0109g.com/marutoku/kochira/index.html#tempo03 仙台市宮城野区

R3-01486 令和3年9月10日 焼肉おはる　天皇寺店 宮城県黒川郡大和町吉岡字天皇寺103 大和町

R3-01488 令和3年9月10日 旬房　街道青葉 宮城県仙台市青葉区中央２丁目4-7　エンドウスポーツビル　2F https://r.gnavi.co.jp/t026506/ 仙台市青葉区

R3-01489 令和3年9月10日 一 宮城県仙台市青葉区中央3丁目10-24 http://www.dsgroup.co.jp/sendaiginza-no-meatman/index.html 仙台市青葉区

R3-01490 令和3年9月10日 かくれや 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目9-6　ナイタービル2階 仙台市青葉区

R3-01492 令和3年9月10日 橋本蒲鉾店 宮城県塩竈市港町2-3-18 塩竈市

R3-01493 令和3年9月10日 新富寿司 仙台市青葉区東勝山二丁目7-27 仙台市青葉区

R3-01495 令和3年9月13日 食宴和 宮城県仙台市太白区西中田5-21-31 仙台市太白区

R3-01496 令和3年9月13日 レストラン城山（道の駅　村田内） 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内41 村田町

R3-01497 令和3年9月13日 にぎりの徳兵衛仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央3-1-24　壮銀ビル2F 仙台市青葉区

R3-01498 令和3年9月13日 四季の彩り　一乃庵. 宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡10　葛岡斎場2F 仙台市青葉区

R3-01499 令和3年9月13日 Chawan　仙台パルコ店 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3　仙台パルコ本館9F https://www.skylark.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01500 令和3年9月13日 しゃぶ葉　泉バイパス店 宮城県仙台市泉区市名坂楢町125 https://www.skylark.co.jp/ 仙台市泉区

R3-01501 令和3年9月13日 BYRON'S CAFE 宮城県仙台市青葉区春日町８－１４ 仙台市青葉区

R3-01502 令和3年9月13日 杭州園 宮城県仙台市青葉区国分町2-9-10　南條ビル1階 仙台市青葉区

R3-01503 令和3年9月13日
JRフルーツパーク仙台あらはま「LES POMMES（レ・ポ
ム）」

宮城県仙台市若林区荒浜新2丁目１７－１ http://stbl-fruit-farm.jp/arahama/ 仙台市若林区

R3-01504 令和3年9月13日 仙台和楽　ゆず 宮城県仙台市青葉区国分町3-9-2　第5佐々木屋ビル3F 仙台市青葉区

R3-01506 令和3年9月13日 Ploom Shop 仙台店 宮城県仙台市青葉区一番町3-11-9　ガレリアブランドーム1F https://ploom.clubjt.jp/members/shop/ 仙台市青葉区

R3-01507 令和3年9月13日 本場中国料理　朱華飯店 宮城県仙台市宮城野区小田原1丁目4-35 http://shukahanten.com/ 仙台市宮城野区

R3-01508 令和3年9月13日 温州菜館 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-32　シマヅビル1F 仙台市青葉区

R3-01509 令和3年9月13日 居酒屋　梅田川 宮城県仙台市宮城野区福田町3丁目3-5 仙台市宮城野区

R3-01510 令和3年9月13日 ワインハウスブウション 宮城県仙台市宮城野区元寺小路302-14 http://www.bouchon.jp/ 仙台市宮城野区

https://guts-barbecue-restaurant-232.business.site/
https://www.instagram.com/Kitchenmogu
http://0109g.com/marutoku/kochira/index.html#tempo01
http://0109g.com/marutoku/kochira/index.html#tempo03
https://r.gnavi.co.jp/t026506/
http://www.dsgroup.co.jp/sendaiginza-no-meatman/index.html
https://www.skylark.co.jp/
https://www.skylark.co.jp/
http://stbl-fruit-farm.jp/arahama/
https://ploom.clubjt.jp/members/shop/
http://shukahanten.com/
http://www.bouchon.jp/
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R3-01511 令和3年9月13日 味工房　いっせい 宮城県大崎市古川浦町7-13 大崎市

R3-01512 令和3年9月14日 天下一品　明石台店 富谷市明石台6-1 https://goodnews-21.com/ 富谷市

R3-01513 令和3年9月14日 天下一品・仙台バイパス店 仙台市太白区郡山字新橋南８番地 https://goodnews-21.com/ 仙台市太白区

R3-01514 令和3年9月14日 SOBA CAFÉ 孫三 仙台市泉区長命ヶ丘二丁目21-1　W-1040 仙台市泉区

R3-01515 令和3年9月14日 愛と勇気と炎の拉麺屋たいらん 仙台市泉区泉中央3-9-3 http://www.tairan.co.jp 仙台市泉区

R3-01516 令和3年9月14日 立町　つくし 宮城県仙台市青葉区立町17-14　ｺｰﾎﾟ沼倉1F http://www.wine-ate.com 仙台市青葉区

R3-01517 令和3年9月14日 三代目網本　魚鮮水産　名取杜せきのした店 宮城県名取市杜せきのした2-2-17 https://www.chimney.co.jp/eatery/detail.html?shop_code=1104 名取市

R3-01519 令和3年9月15日 三千花 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-20　都ﾋﾞﾙ2階 仙台市青葉区

R3-01520 令和3年9月15日 ｱｻﾋｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ　森のﾊﾟﾙｸ 宮城県仙台市青葉区一番町3-4-1　藤崎一番町館ﾋﾞﾙ　地下1階 http://r.gnavi.co.jp/t025901/ 仙台市青葉区

R3-01521 令和3年9月15日 クアアイナ仙台パルコ2店 宮城県仙台市青葉区中央3-7-5 https://www.kua-aina.com/shop/1917.html 仙台市青葉区

R3-01522 令和3年9月15日 八鶏飯蔵　極　駅前店 宮城県石巻市鋳銭場3-13　SASADENBILL1階 http://www.daishinrin.com/ 石巻市

R3-01523 令和3年9月15日 海彦山彦　立町店 宮城県石巻市立町1-2-5 http://www.daishinrin.com/ 石巻市

R3-01524 令和3年9月15日 八鶏飯蔵　あけぼの店 宮城県石巻市あけぼの2-4-7 http://www.daishinrin.com/ 石巻市

R3-01525 令和3年9月15日 備長扇屋　立町店 宮城県石巻市立町2-4-37 http://www.daishinrin.com/ 石巻市

R3-01526 令和3年9月15日 呑み処　あさひ 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目13-28　ニュー若竹ビル1階 仙台市青葉区

R3-01527 令和3年9月15日 赤から古川店 宮城県大崎市古川駅東4丁目1-34 大崎市

R3-01528 令和3年9月15日 山の猿　富谷店 宮城県富谷市上桜木2-3-17 富谷市

R3-01530 令和3年9月15日 寿し処　まぐろ茶屋 宮城県宮城郡松島町松島字町内47 松島町

R3-01531 令和3年9月15日 食彩工房　仙人屋 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-3　残間・米屋ビル4F 仙台市青葉区

R3-01532 令和3年9月15日 魚民　仙台国分町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-33　トレンドビル 地下1階 https://www.monteroza.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01533 令和3年9月15日 宮城の酒処　鶏きち 宮城県仙台市青葉区国分町2-7-8　本櫓ビル　1階 仙台市青葉区

R3-01534 令和3年9月15日 壱〇弐 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-4　三桝ビル1F http://102-ichimaruni.com/ 仙台市青葉区

R3-01535 令和3年9月15日 一軒め酒場　仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目4-1 https://www.yoronotaki.co.jp/search/detail.html?CN=8672 仙台市青葉区

R3-01536 令和3年9月15日 Impact 宮城県仙台市青葉区国分町1-6-15　オクダビルB1F http://impactgolf.jp 仙台市青葉区

R3-01537 令和3年9月15日 Brasserie  Patrie 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4-7　2F http://brasserie-patrie1969.owst.jp 仙台市青葉区
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R3-01538 令和3年9月15日 魚が肴 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目3-5　都ビル1階 http://www.dsgroup.co.jp 仙台市青葉区

R3-01539 令和3年9月15日 地酒処巣窟 宮城県仙台市青葉区中央二丁目6-34　ニコービル2F 仙台市青葉区

R3-01540 令和3年9月15日 和風　寿 宮城県大崎市古川東町2-29 大崎市

R3-01541 令和3年9月15日 味処　吉祥 宮城県登米市迫町佐沼字中江5-1-1 登米市

R3-01542 令和3年9月15日 鳥きっちん　眞心 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目7-53 http://torikitchenmanagokoro.owst.jp 仙台市太白区

R3-01543 令和3年9月15日 養老乃瀧　泉店 宮城県仙台市泉区泉中央1-14-3 仙台市泉区

R3-01544 令和3年9月15日 ナルミ・キッチン 宮城県柴田郡柴田町船岡新栄三丁目43-21 柴田町

R3-01545 令和3年9月15日 FOREST KITCHEN with Outdoor Living
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　ホテルメトロポリタン仙台イー
スト3階

https://www.forestkitchen-outdoor.com 仙台市青葉区

R3-01547 令和3年9月17日 AL GREY 仙台市青葉区一番町４－３－１１　２M4・３ビル３階 仙台市青葉区

R3-01548 令和3年9月17日 和風すなっく　桐 仙台市若林区南小泉4-1-13 仙台市若林区

R3-01549 令和3年9月17日 すが井　本店 仙台市青葉区中央一丁目8-22　サンスクエア庄司ビル地下1階 仙台市青葉区

R3-01550 令和3年9月17日 株式会社南部家敷　富谷店 富谷市三ノ関太子堂上15-20 富谷市

R3-01551 令和3年9月17日 ロイヤルインドレスラン岩沼店 宮城県岩沼市桜5-5-39 http://royalindiarestaurant.jp 岩沼市

R3-01552 令和3年9月17日 薩摩黒家 宮城県仙台市青葉区国分町１－６－１５　オクダビル２階 https://satsumakuroya.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-01553 令和3年9月17日 家福 宮城県仙台市青葉区本町1-14-16 仙台市青葉区

R3-01554 令和3年9月17日 香王 宮城県仙台市青葉区春日町2-22　大沼ハイツ1F 仙台市青葉区

R3-01555 令和3年9月17日 ゆかり酒場 宮城県仙台市青葉区花京院2-2-20　ANJU花京院106 仙台市青葉区

R3-01556 令和3年9月17日 五臓六腑 宮城県仙台市若林区河原町2-13-2 仙台市若林区

R3-01557 令和3年9月17日 長町　いさな 宮城県仙台市太白区長町5-4-14 仙台市太白区

R3-01558 令和3年9月17日 一閃閣 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-10 仙台市青葉区

R3-01559 令和3年9月17日 しゃぶ葉　仙台木町通店 宮城県仙台市青葉区木町通2-6-65 https://www.skylark.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01560 令和3年9月17日 Bar　Zero 宮城県仙台市青葉区国分町2-13-27　ニュー若竹ビル1F 仙台市青葉区

R3-01561 令和3年9月17日 BAR&Dining　9 1/2＋Terrace 宮城県仙台市青葉区国分町2-6-21　国分町ビルS4F https://9-1-2-terrace.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-01562 令和3年9月17日 時代や 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目5-24　ヨコヤマビル　１階 http://withm-jidaiya.sakura.ne.jp 仙台市青葉区

R3-01563 令和3年9月17日 Hawaiian Kitchen Corner Rainbow 宮城県仙台市青葉区小田原6-3-1　631ビル1階104 仙台市青葉区
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R3-01564 令和3年9月17日 焼肉おはる　泉天神沢店 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目1-32 仙台市泉区

R3-01565 令和3年9月17日 焼肉おはる　仙台長町店 宮城県仙台市太白区大野田2-7-31 仙台市太白区

R3-01566 令和3年9月17日 bar moon walk 虎屋横丁店 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目4-3　あむーるビル1F http://barmoonwalk.jp 仙台市青葉区

R3-01567 令和3年9月17日 らーめん　ふぅふぅ亭 宮城県仙台市青葉区栗生5-16-3 仙台市青葉区

R3-01568 令和3年9月17日 三宝亭仙台泉店 宮城県仙台市泉区市名坂字柳清水101-13 仙台市泉区

R3-01569 令和3年9月17日 和ダイニング　Again 宮城県大崎市古川七日町3-10-5　食の蔵醸室 大崎市

R3-01570 令和3年10月6日 HUMMING  MEAL  MARKET  COFFEE ＆ BAR 宮城県仙台市青葉区中央1丁目1-1　エスパル仙台東館2F https://hummingmealmarket.jp/ 仙台市青葉区

R3-01571 令和3年9月17日 和's Dining かくれ家 宮城県大崎市古川台町4-2　石ヶ森ビル 大崎市

R3-01572 令和3年9月17日 大正浪漫 宮城県大崎市鳴子温泉字新屋敷126 大崎市

R3-01573 令和3年9月17日 おばんざい　しづ川 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-8　仙台協立第五ビル一階 仙台市青葉区

R3-01574 令和3年9月17日 中国料理　無問題 宮城県名取市愛島笠島101 名取市

R3-01575 令和3年9月17日 キャナリィロウ富谷店 宮城県富谷市大清水2丁目22-1 富谷市

R3-01576 令和3年9月17日 旨い食処あごら 宮城県東松島市矢本字上新沼19-1 東松島市

R3-01577 令和3年9月17日 Cafe GRACE 宮城県仙台市太白区長町6丁目6-8　シャトー長町1F 仙台市太白区

R3-01578 令和3年9月17日 ホルモン・焼肉　ガっ！！ちゃん　落合駅前店 宮城県仙台市青葉区落合1-18-10　クラフトワン1F http://www.gacchan.net/ 仙台市青葉区

R3-01579 令和3年9月17日 PIZZERIA BUENOS 宮城県仙台市若林区荒町72 https://www.instagram.com/pizzeria_buenos_sendai/?hl=ja 仙台市若林区

R3-01580 令和3年9月17日 酒場Re：LIFE 宮城県柴田郡柴田町槻木上町1丁目1-1 柴田町

R3-01581 令和3年9月17日 菊一商店 宮城県亘理郡亘理町荒浜築港通り6-34 亘理町

R3-01582 令和3年9月17日 BAR SHELTER 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目17-5　ビルドスマイルⅡ1階 仙台市泉区

R3-01583 令和3年9月17日 市名坂ホルモン 宮城県仙台市泉区市名坂字石止82-1 仙台市泉区

R3-01584 令和3年9月17日 AKIM 宮城県大崎市古川駅前大通2-2-31　ハヤサカビル1F http://r.goope.jp/crib-akim 大崎市

R3-01585 令和3年9月17日 餃子番長炎のもつ家Ｄ° 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目5-21　Ｆタウンビル 1階 https://www.hotpepper.jp/strJ001251029/ 仙台市宮城野区

R3-01587 令和3年9月17日 マトン牧場 宮城県気仙沼市田中前4丁目9-2 気仙沼市

R3-01588 令和3年9月17日 炭火焼肉　七福 宮城県仙台市太白区柳生5丁目1-9 仙台市太白区

R3-01589 令和3年9月17日 南町　餃子番長炎のもつ家　甚助
宮城県仙台市青葉区中央3丁目5-14　セントラルパークビル　1
階

https://www.hotpepper.jp/strJ000989864/ 仙台市青葉区
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R3-01592 令和3年9月17日 CHIANTI－BUONO 宮城県仙台市青葉区一番町3-8-4　大雅ビル二階 http://molto-buono.com\n 仙台市青葉区

R3-01593 令和3年9月22日 ルーベン 仙台市青葉区国分町二丁目12-4　セブンビレッジビル5F 仙台市青葉区

R3-01594 令和3年9月22日 森のピザ工房ルヴォワール 宮城県柴田郡川崎町前川字松葉森山6-5 https://revoir-inc.com/ 川崎町

R3-01595 令和3年9月22日 中華飯店だるま亭 仙台市青葉区上愛子字街道77-1 仙台市青葉区

R3-01596 令和3年9月22日 ときわ亭　愛子駅前店 仙台市青葉区下愛子字町24-10 仙台市青葉区

R3-01597 令和3年9月22日 Live　Space　＆　Bar　Cafe　B.B. 宮城県仙台市泉区泉中央1-37-9　Layla　B1F http://www.cafe-bb.com 仙台市泉区

R3-01598 令和3年9月22日 ミスタードーナツ　仙台古城ショップ 宮城県仙台市若林区古城3-8-30 仙台市若林区

R3-01599 令和3年9月22日 餃子の王将　仙台六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目東町1-15 https://www.ohsho.co.jp/ 仙台市若林区

R3-01600 令和3年9月22日 餃子の王将　4号仙台中田店 宮城県仙台市太白区中田町字後河原37-4 https://www.ohsho.co.jp 仙台市太白区

R3-01601 令和3年9月22日 むさしの森珈琲　仙台富沢店 宮城県仙台市太白区富沢字川前浦29-1 https://www.skylark.co.jp/ 仙台市太白区

R3-01602 令和3年9月22日 ビストロキッチン鼎 宮城県仙台市青葉区栗生4-18-3沢田コーポⅢ101 仙台市青葉区

R3-01603 令和3年9月22日 Bar princess 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目1ー11　ソシアルビル6階605室 仙台市青葉区

R3-01604 令和3年9月22日 北の味覚処　北の一 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目4-11   川政ビル地下 http://www.kita1.com 仙台市青葉区

R3-01605 令和3年9月22日 青森居酒屋　宵宮がほんず 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目13-26　MRS国分町ビル1F http://www.gahonz.com/ 仙台市青葉区

R3-01606 令和3年9月22日 星空下のミートマン 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目11-15　仙台フォーラス　屋上 https://t114302.gorp.jp/ 仙台市青葉区

R3-01607 令和3年9月22日 喫茶ビジュゥ 宮城県仙台市青葉区木町通2-1-33　伊澤竹に雀ビル1F http://bijou.babyblue.jp/ 仙台市青葉区

R3-01608 令和3年9月22日 わた福 宮城県伊具郡丸森町字町西38 丸森町

R3-01609 令和3年9月22日 串焼きやきとん　とんがらし 宮城県仙台市青葉区二日町14-11　ABビル2F http://tongarashi0141.com 仙台市青葉区

R3-01610 令和3年9月22日 やきとりどころ貴家 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目36-13　八百和ビル103 仙台市宮城野区

R3-01611 令和3年9月22日 酉や喜兵衛　仙台店 宮城県仙台市青葉区国分町2-7-5　国分町KYパークビル1階 仙台市青葉区

R3-01612 令和3年9月22日 葡萄酒小屋 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-28　壱弐参横丁内110戸間 https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4014071/ 仙台市青葉区

R3-01613 令和3年9月22日 Cafe＆Bar Pochi 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-1　セントラルビルB1 仙台市青葉区

R3-01614 令和3年9月22日 やきとり大吉多賀城店 宮城県多賀城市下馬2-4-30 小川ビル一階 https://www.daikichi.co.jp 多賀城市

R3-01615 令和3年9月22日 酒処　しな川 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目19-7　泉中央二番館1階 仙台市泉区

R3-01616 令和3年9月22日 お菜晩酌　志ほ 宮城県仙台市青葉区中央三丁目10番5号　2階 http://www.osaibanshaku-shiho.net/ 仙台市青葉区

http://molto-buono.com/n
https://revoir-inc.com/
http://www.cafe-bb.com/
https://www.ohsho.co.jp/
https://www.ohsho.co.jp/
https://www.skylark.co.jp/
http://www.kita1.com/
http://www.gahonz.com/
https://t114302.gorp.jp/
http://bijou.babyblue.jp/
http://tongarashi0141.com/
https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4014071/
https://www.daikichi.co.jp/
http://www.osaibanshaku-shiho.net/
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R3-01618 令和3年9月22日 中国美点菜　彩華 宮城県仙台市青葉区国分町2-15-1　2F-3F https://www.saika1925.com/ 仙台市青葉区

R3-01619 令和3年9月22日 滝庭の関　駒庄 宮城県加美郡加美町字鹿原山下3 加美町

R3-01620 令和3年9月22日 あくび 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-37 仙台市青葉区

R3-01621 令和3年9月22日 牛たん平吉　仙台 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-10 https://kiwa-group.co.jp/gyutanheikichihonten_sendai/ 仙台市青葉区

R3-01622 令和3年9月22日 焼肉ホルモン　すご六 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-1-46　グラバード102 仙台市宮城野区

R3-01623 令和3年9月22日 酒、主、手、周平 宮城県仙台市青葉区五橋1-6-11 http://www.shu-hei.com/ 仙台市青葉区

R3-01624 令和3年9月22日 VIVA! 周平101
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-4-5　平和住宅車口第2ビル1階
（旧フロンティア原ビル）

http://www.shu-hei.com/ 仙台市宮城野区

R3-01625 令和3年9月22日 五橋のチキン野郎！周平 宮城県仙台市青葉区五橋1-6-8　遠藤ビル1F http://www.shu-hei.com/ 仙台市青葉区

R3-01626 令和3年9月22日 加賀の屋 宮城県仙台市青葉区国分町3-2-5　ゼロキュービル4階 仙台市青葉区

R3-01627 令和3年9月22日 うどん酒場七右衛門エスパル店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　エスパル仙台B1F http://h-bird.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01628 令和3年9月22日 牛たん炭火焼　仁 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-22　EXプラザビル　B1F 仙台市青葉区

R3-01629 令和3年9月22日 喜多方ラーメン大安食堂　仙台卸町店 宮城県仙台市若林区卸町2-1-4 仙台市若林区

R3-01630 令和3年9月22日 焼肉・冷麺　大同苑　泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目19-7　泉中央二番館ビル 仙台市泉区

R3-01631 令和3年9月22日 牛タンみそカツICHIRYU 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目8-2八百重ビル2F 仙台市青葉区

R3-01632 令和3年9月22日 居酒屋二代目 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-28 いろは横丁内 仙台市青葉区

R3-01633 令和3年9月22日 泉国際ゴルフ倶楽部レストラン 宮城県仙台市泉区根白石字花輪山1 仙台市泉区

R3-01634 令和3年9月22日 はの字 仙台市青葉区中央３－１０－５ 仙台市青葉区

R3-01635 令和3年9月22日 荒寿司 仙台市青葉区国分町２－５－３　ゴロク壱番館１F 仙台市青葉区

R3-01636 令和3年9月24日 café&bar Azul 仙台市若林区中倉3丁目18-10　コーポラス中倉1F 仙台市若林区

R3-01637 令和3年9月24日 松屋　仙台大和町店 宮城県仙台市若林区大和町3-2-11 仙台市若林区

R3-01638 令和3年9月24日 松屋　仙台八乙女店 宮城県仙台市泉区上谷刈1-1-5 仙台市泉区

R3-01639 令和3年9月24日 松屋　仙台定禅寺通り店 宮城県仙台市青葉区国分町3-3-5　リスズビル1F 仙台市青葉区

R3-01640 令和3年9月24日 松屋　仙台鹿島店 宮城県仙台市泉区市名坂字鹿島11 仙台市泉区

R3-01641 令和3年9月24日 松屋　仙台南町通り店 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-7 仙台市青葉区

R3-01642 令和3年9月24日 松屋　仙台五橋店 宮城県仙台市若林区清水小路5-6　エステート五橋 仙台市若林区

https://www.saika1925.com/
https://kiwa-group.co.jp/gyutanheikichihonten_sendai/
http://www.shu-hei.com/
http://www.shu-hei.com/
http://www.shu-hei.com/
http://h-bird.co.jp/
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R3-01643 令和3年9月24日 松のや　仙台扇町店 宮城県仙台市宮城野区扇町5-5-1 仙台市宮城野区

R3-01644 令和3年9月24日 松屋　仙台中野栄店 宮城県仙台市宮城野区中野字只屋敷45-1 仙台市宮城野区

R3-01645 令和3年9月24日 平井スパゲティ 宮城県仙台市青葉区中央2-1-27　ever-i中央ビル2F https://mozart-company.com/hirai/ 仙台市青葉区

R3-01646 令和3年9月24日 パンプルムゥス　仙台店 宮城県仙台市青葉区中央1-7-18　日吉第一ビル3F
https://akashia-mitsubachi-youhoujou.com/pamplemousse-
sendai/info/

仙台市青葉区

R3-01647 令和3年9月24日 おかげ家　仙台本店 宮城県仙台市青葉区中央2丁目6-6　多楽茶屋ビルB1F 仙台市青葉区

R3-01648 令和3年9月24日 OKAGEYA　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央2丁目6-6　多楽茶屋ビルB1F 仙台市青葉区

R3-01649 令和3年9月24日 伊達藩長屋酒場 宮城県仙台市青葉区1丁目4-2-4 オーシャンビル1F https://marutomisuisan.jpn.com/nagaya-datehan/ 仙台市青葉区

R3-01650 令和3年9月24日 もつ焼専門　駅前酒場丸昌 宮城県仙台市青葉区中央1-8-5-2　よろづや駅前ビル１階 https://taiheizan-farm.jpn.com/marusho/ 仙台市青葉区

R3-01651 令和3年9月24日 ろばたや石巻 宮城県石巻市鋳銭場3-12 https://marutomisuisan.jpn.com/robata-ishinomaki/ 石巻市

R3-01652 令和3年9月24日 一蘭　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央2丁目1-16 仙台市青葉区

R3-01653 令和3年9月24日 薄利多賣半兵ヱ　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央1-7-18　日吉第一ビルB1F http://www.hanbey.com/ 仙台市青葉区

R3-01654 令和3年9月24日 薄利多賣半兵ヱ　仙台国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町2-7-1　OH3番館ビルB1F http://www.hanbey.com/ 仙台市青葉区

R3-01655 令和3年9月24日 代々木ミルクホール仙台分店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-2　よろづや駅前ビル2F https://tokyo-modernclub.com/milkhall/ 仙台市青葉区

R3-01656 令和3年9月24日 青山文庫 宮城県仙台市青葉区中央2-1-27　ever-iビル5F https://green-coffee-farm.com/aoyamabunko/ 仙台市青葉区

R3-01657 令和3年9月24日 日本料理　みず本 宮城県仙台市青葉区大町2-5-12　第三上村ビル1階 http://www.mizu-moto.com 仙台市青葉区

R3-01659 令和3年9月24日 天繁イーストワン店
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目1番5号 ドミトリー仙台一番町
1階

仙台市青葉区

R3-01660 令和3年9月24日 鮨　結委 宮城県仙台市青葉区中央3-9-18  蕉風ビル1階 仙台市青葉区

R3-01661 令和3年9月24日 ダンボピッツァファクトリー　仙台店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 S-PAL東館1階 https://dumbo-sendai.gorp.jp/ 仙台市青葉区

R3-01662 令和3年9月24日 炭焼き牛たん　おやま 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目7-20 http://www.gyuutan.net 仙台市青葉区

R3-01663 令和3年9月24日 和風レストランまるまつ　西多賀店 宮城県仙台市太白区泉崎2-23-28 http://re-marumatu.co.jp 仙台市太白区

R3-01664 令和3年10月6日 満州園　多賀城店 宮城県多賀城市八幡4丁目7-66 多賀城市

R3-01665 令和3年9月24日 まるまつ　白石店 宮城県白石市福岡長袋字高畑1 http://www.re-marumatu.co.jp 白石市

R3-01666 令和3年9月27日 和醸良酒◯たけ 宮城県仙台市青葉区大町2-4-1 グランドソレイユ大町1階 http://www.sake-marutake.com/ 仙台市青葉区

R3-01667 令和3年9月27日 デリフランス長町店 仙台市太白区長町7丁目２０－５　ララガーデン長町1階 仙台市太白区

R3-01668 令和3年9月27日 298nky 仙台市青葉区国分町2-9-32　ちどりやビル1F 仙台市青葉区

https://mozart-company.com/hirai/
https://akashia-mitsubachi-youhoujou.com/pamplemousse-sendai/info/
https://akashia-mitsubachi-youhoujou.com/pamplemousse-sendai/info/
https://marutomisuisan.jpn.com/nagaya-datehan/
https://taiheizan-farm.jpn.com/marusho/
https://marutomisuisan.jpn.com/robata-ishinomaki/
http://www.hanbey.com/
http://www.hanbey.com/
https://tokyo-modernclub.com/milkhall/
https://green-coffee-farm.com/aoyamabunko/
http://www.mizu-moto.com/
https://dumbo-sendai.gorp.jp/
http://www.gyuutan.net/
http://re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.sake-marutake.com/
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R3-01669 令和3年9月27日 北かつまぐろ屋　海の市店 宮城県気仙沼市魚市場前7-13　気仙沼海の市1F http://www.maguroya-honten.com/ 気仙沼市

R3-01671 令和3年9月27日 仙一ホルモン 宮城県仙台市青葉区国分町2-9-10　南條ビル1F 仙台市青葉区

R3-01672 令和3年9月27日 ロースト　ステージ 宮城県名取市閖上東3丁目5-1 名取市

R3-01673 令和3年9月27日 炭火焼　海幸 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目14-8　松月ビル1F 仙台市青葉区

R3-01674 令和3年9月27日 旬菜居酒屋　魚々ろ 宮城県仙台市青葉区一番町4-2-4　オーシャンビル2階 仙台市青葉区

R3-01676 令和3年9月27日 やきとり大吉弓ノ町店 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町東3-7 仙台市宮城野区

R3-01677 令和3年9月27日 居楽酒屋　吉や 宮城県白石市堂場前83-1 白石市

R3-01678 令和3年9月27日 よす
宮城県仙台市青葉区国分町2-12-19仙台協立第三国分町ビル
B1F

https://nabeyosu.jimdofree.com/ 仙台市青葉区

R3-01679 令和3年9月27日 蔵王料理　のうらく伸 宮城県刈田郡蔵王町宮字二屋敷129番1 蔵王町

R3-01681 令和3年9月27日 活魚料理乃いそ藤 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目9-10 仙台市青葉区

R3-01682 令和3年9月27日 中国北京料理　飛天 仙台市青葉区一番町３丁目１－１８　３階 https://www.hiten-sendai.com 仙台市青葉区

R3-01684 令和3年9月27日 新富寿司 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4-12 http://sintomi.sato@m6.dion.ne.jp 仙台市青葉区

R3-01685 令和3年9月27日 力寿司　本店 宮城県仙台市宮城野区二十人町300-19 仙台市宮城野区

R3-01686 令和3年9月28日 くるまやラーメン仙台原町店 宮城県仙台市宮城野区原町3-5-33 https://www.kurumayaramen.co.jp/shoplist/shop/10259.htm 仙台市宮城野区

R3-01687 令和3年9月28日 とんかつ新宿さぼてん　名取イオンモール店 宮城県名取市杜せきのした5-3-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ名取1F http://shinjuku-saboten.com 名取市

R3-01688 令和3年9月28日 Sea  Food  Restauraut  Hihumi 宮城県名取市閖上東3丁目5-1 名取市

R3-01689 令和3年9月28日 食事処　千屋 宮城県名取市閖上東3丁目5-1　メイプル館内 名取市

R3-01690 令和3年9月28日 新鮮餃子王 宮城県名取市閖上東3丁目5-1　メイプル館内 名取市

R3-01691 令和3年9月28日 漁亭　浜や　閖上メイプル館店 宮城県名取市閖上東3丁目5-1 名取市

R3-01695 令和3年9月28日 Mary's RUM 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6-15　金丸ビル1F http://www.hb-company.com/marysrum/ 仙台市青葉区

R3-01696 令和3年9月28日 こちら丸特漁業部　本店 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-15　ピースビル国分町B1F http://0109g.com/marutoku/kochira/index.html#tempo04 仙台市青葉区

R3-01697 令和3年9月28日 こちら丸特漁業部　すし別館 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-7　MORIX翠ビル1F http://0109g.com/marutoku/sushibekkan/ 仙台市青葉区

R3-01698 令和3年9月28日 NOTTI VAGO 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目6-12 https://nottivago.com/ 仙台市青葉区

R3-01699 令和3年9月28日 味噌政宗 宮城県仙台市青葉区大手町6-11　コーポ今野1F 仙台市青葉区

R3-01700 令和3年9月28日 五丁目酒場 宮城県仙台市若林区大和町5-4-20　八島ビル１F 仙台市若林区

http://www.maguroya-honten.com/
https://nabeyosu.jimdofree.com/
https://www.hiten-sendai.com/
http://sintomi.sato@m6.dion.ne.jp
https://www.kurumayaramen.co.jp/shoplist/shop/10259.htm
http://shinjuku-saboten.com/
http://www.hb-company.com/marysrum/
http://0109g.com/marutoku/kochira/index.html#tempo04
http://0109g.com/marutoku/sushibekkan/
https://nottivago.com/
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R3-01701 令和3年9月28日 纏 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目17-18-102 仙台市青葉区

R3-01702 令和3年9月28日 仙臺　アビルヴァン　和牛 宮城県仙台市青葉区本町3-6-3 仙台市青葉区

R3-01703 令和3年9月28日 仙令鮨　泉セルバテラス店 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目6-3　セルバテラス1階 仙台市泉区

R3-01704 令和3年9月28日 油そば専門店　はてな 多賀城市八幡２丁目１７－３４ https://aburasoba-hatena.co.jp/ 多賀城市

R3-01705 令和3年9月28日 餃子食堂マルケン　仙台泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目2-1　Lucent21 仙台市泉区

R3-01706 令和3年9月30日 ラウンドダイニング 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-7　大内ビルB1F 仙台市青葉区

R3-01707 令和3年9月30日
ラウンドワン仙台苦竹店 ２階フードカウンター（飲食ス
ペース）

宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目7-10 仙台市宮城野区

R3-01708 令和3年9月30日 旬彩　陽　hinata 宮城県石巻市山下町二丁目2-49 石巻市

R3-01709 令和3年9月30日 味噌工房　麺助　美里店 宮城県遠田郡美里町大柳字高出8-3 美里町

R3-01710 令和3年9月30日 串もん家 宮城県石巻市立町2-4-41 石巻市

R3-01713 令和3年9月30日 居酒屋どんぐり 宮城県石巻市立町２－５－４４ 石巻市

R3-01714 令和3年9月30日 太白寿し 宮城県仙台市太白区茂庭字新組27-1 仙台市太白区

R3-01717 令和3年9月30日 牛角古川店 宮城県大崎市古川駅東1-5-18 大崎市

R3-01718 令和3年9月30日 李さんのキムチ 宮城県仙台市青葉区昭和町5-56 仙台市青葉区

R3-01719 令和3年9月30日 茶寮　景松庵 宮城県石巻市泉町3-1-12 石巻市

R3-01720 令和3年9月30日 鶏一番星 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目9-10　南條ビル2Ｆ https://toriichibanboshi.owst.jp 仙台市青葉区

R3-01721 令和3年9月30日 空とぶぞう 宮城県名取市増田字柳田529-1 名取市

R3-01722 令和3年9月30日 居酒屋　呑楽 宮城県亘理郡亘理町字道田西1-4 亘理町

R3-01723 令和3年9月30日 炭のえん　やきとり屋 宮城県石巻市中里2-9-7 石巻市

R3-01724 令和3年9月30日 炭火焼鳥とほくほく釜飯　とり福 宮城県石巻市大街道西1-8-10 石巻市

R3-01725 令和3年9月30日 葡萄酒小屋chinoise 仙台市青葉区一番町2丁目3-28　壱弐参横丁内8戸間 仙台市青葉区

R3-01726 令和3年9月30日 avenir 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目７－２８柏木メディカルビル１階 仙台市青葉区

R3-01727 令和3年9月30日 まこと寿し 宮城県岩沼市桜5丁目６－２３ http://www.ichi-mi-ya.co.jp 岩沼市

R3-01728 令和3年9月30日 やきとり鶏寛 宮城県仙台市青葉区本町2丁目6-16 http://tori-kan.jp 仙台市青葉区

R3-01729 令和3年9月30日 焼肉・冷麺　大同苑 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目2-20 http://dido-en.jp 仙台市青葉区

https://aburasoba-hatena.co.jp/
https://toriichibanboshi.owst.jp/
http://www.ichi-mi-ya.co.jp/
http://tori-kan.jp/
http://dido-en.jp/
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R3-01730 令和3年9月30日 和風レストランまるまつ　柳生店 宮城県仙台市太白区柳生2-1-1 http://re-marumatu.co.jp 仙台市太白区

R3-01731 令和3年9月30日 和風レストランまるまつ　大河原店 宮城県柴田郡大河原町新南57-3 http://re-marumatu.co.jp 大河原町

R3-01732 令和3年9月30日 そば処　やぶ金 宮城県仙台市青葉区本町1丁目4-6　セントラルハイツ102 仙台市青葉区

R3-01733 令和3年9月30日 まるまつ　角田店 宮城県角田市角田字緑町1-6 他 http://www.re-marumatu.co.jp 角田市

R3-01734 令和3年9月30日 満州園 宮城県仙台市青葉区木町通2-1-15 サマンビル1階 仙台市青葉区

R3-01735 令和3年9月30日 晴れの日 宮城県仙台市青葉区中央1-8-25 マジェスティビル3階 http://dsgroup.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01736 令和3年9月30日 ワイン・寿司・天ぷら　魚が肴 宮城県仙台市青葉区中央3丁目7-5 仙台パルコ2　1階 https://www.dsgroup.co.jp 仙台市青葉区

R3-01737 令和3年9月30日 炙屋十兵衛　エスパル店 宮城県仙台市青葉区中央1丁目1-1 エスパル仙台B1 仙台市青葉区

R3-01738 令和3年10月4日 カラオケ喫茶フランク 仙台市宮城野区栄1-13-15 http://frankito0805.wixsite.com/frank 仙台市宮城野区

R3-01739 令和3年10月4日 ボンソワール 仙台市青葉区宮町2丁目3-14　佐藤ビル2階 仙台市青葉区

R3-01740 令和3年10月4日 味処　くいしん坊 宮城県多賀城市中央2丁目10-11 http://www.kuishinbou-1976.com/ 多賀城市

R3-01741 令和3年10月4日 韓hanSALAN(ハンサラン) 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目1-11　ソシアルビル4F https://www.hotpepper.jp/strJ000743103/ 仙台市青葉区

R3-01742 令和3年10月4日 ニューヨークキッチン　エスパル仙台店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 http://www.create-restaurants.co.jp 仙台市青葉区

R3-01744 令和3年10月4日 和酒　ささ屋 宮城県仙台市青葉区国分町2-7-7 仙台市青葉区

R3-01746 令和3年10月4日 塩竈　すし哲　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B1F http://www.shiogama-sushitetsu.com/index.htm 仙台市青葉区

R3-01747 令和3年10月4日 ガスト古川店 宮城県大崎市古川駅前大通4丁目3番地12 http://www.skylark.co.jp/ 大崎市

R3-01748 令和3年10月4日 ガスト多賀城店 宮城県多賀城市伝上山1-14-23 http://www.skylark.co.jp/ 多賀城市

R3-01750 令和3年10月4日 大衆酒場　稲虎² 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-7　ファーストワンビル　1F 仙台市青葉区

R3-01751 令和3年10月4日 炉地　BAR　八兵衛 宮城県仙台市青葉区中央3-1-14　中央古久根ビル　1F 仙台市青葉区

R3-01753 令和3年10月4日 旬彩小料理だん 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目5-19 東一市場45 仙台市青葉区

R3-01756 令和3年10月4日 Euro-29SPIRAL 宮城県仙台市青葉区中央1-8-8 千代梅ビル1階 仙台市青葉区

R3-01757 令和3年10月4日 寿司処こうや国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目1-14 第2藤原屋ビル1階 仙台市青葉区

R3-01758 令和3年10月4日 焼肉じゃじゃまる 宮城県仙台市泉区上谷刈3丁目5-1 仙台市泉区

R3-01759 令和3年10月4日 牛タン焼専門店　司　虎横店 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-6 虎横ビル2F,3F https://www.gyutan-tsukasa.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01760 令和3年10月4日 八剣伝　北仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区青葉町2-3 グラニットビル1階 仙台市青葉区

http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://dsgroup.co.jp/
https://www.dsgroup.co.jp/
http://frankito0805.wixsite.com/frank
http://www.kuishinbou-1976.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ000743103/
http://www.create-restaurants.co.jp/
http://www.shiogama-sushitetsu.com/index.htm
http://www.skylark.co.jp/
http://www.skylark.co.jp/
https://www.gyutan-tsukasa.co.jp/
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R3-01761 令和3年10月4日 Timone 宮城県仙台市青葉区国分町1-6-1-B1Fルナパーク一番町ビル 仙台市青葉区

R3-01762 令和3年10月4日 宇迦
宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6-1ルナパーク1番町ビル　３
階

仙台市青葉区

R3-01764 令和3年10月4日 居酒屋　さらいえ 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目17-5　ビルドスマイルⅡ　202 https://www.facebook.com/IzakayaSaraie 仙台市泉区

R3-01765 令和3年10月4日 やきとり大吉　愛宕橋店 仙台市若林区土樋227　長盛堂ビル1階 https://www.daikichi.co.jp 仙台市若林区

R3-01766 令和3年10月4日 日本料理天野 宮城県仙台市青葉区立町25-27　第二桃李園ビル102 http://amano-sendai.com/ 仙台市青葉区

R3-01767 令和3年10月4日 わしょく屋えん 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目22-1-102 仙台市泉区

R3-01768 令和3年10月4日 THE TROOPER’S BAR 宮城県仙台市青葉区一番町ニ丁目3-30 いろは横丁 仙台市青葉区

R3-01770 令和3年10月4日 nonna é
仙台市青葉区本町１丁目６－２５　ライオンズマンション本町第２
１０４

仙台市青葉区

R3-01771 令和3年10月4日 焼肉酒家　弁慶 宮城県仙台市青葉区本町1丁目12-12　GMビル地下飲食街 仙台市青葉区

R3-01772 令和3年10月4日 福乃鳥 宮城県仙台市若林区連坊1-12-30 https://www.instagram.com/fukuno_tori/?hl=ja 仙台市若林区

R3-01773 令和3年10月4日 とりあえず吾平石巻湊店 宮城県石巻市湊字一里塚24-1 https://ys-holdings.co.jp/gohei/ 石巻市

R3-01774 令和3年10月4日 とりあえず吾平　石巻蛇田店 宮城県石巻市恵み野2-6-1 https://ys-holdings.co.jp/gohei/ 石巻市

R3-01775 令和3年10月4日 香　koo　定禅寺通り店 宮城県仙台市青葉区国分町3-2-3 仙台市青葉区

R3-01776 令和3年10月4日 大かまど飯寅福 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１番１号　エスパル仙台東館3F 仙台市青葉区

R3-01777 令和3年10月4日 BIKINI　TAPA+　エスパル仙台店 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１番１号　エスパル仙台東館2階 仙台市青葉区

R3-01778 令和3年10月4日 Broad Grow 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-47 イーストセブンビル3階 仙台市宮城野区

R3-01779 令和3年10月4日 和風レストランまるまつ　幸町店 宮城県仙台市宮城野区幸町5-1-9 http://re-marumatu.co.jp 仙台市宮城野区

R3-01780 令和3年10月4日 和風レストランまるまつ　古川店
宮城県大崎市古川沢田字筒場浦15　ロックショッピングタウン古
川

http://re-marumatu.co.jp 大崎市

R3-01781 令和3年10月4日 和風レストランまるまつ　岩沼店 宮城県岩沼市藤浪2丁目3 http://re-marumatu.co.jp 岩沼市

R3-01782 令和3年10月4日 和風レストランまるまつ　亘理店 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100 http://re-marumatu.co.jp 亘理町

R3-01783 令和3年10月4日 串揚げ居酒屋　串まさ 宮城県仙台市宮城野区岩切字洞ノ口東1　有楽館　102 仙台市宮城野区

R3-01784 令和3年10月4日 和風レストランまるまつ　中野店 宮城県仙台市宮城野区中野字田中140-1 http://re-marumatu.co.jp 仙台市宮城野区

R3-01785 令和3年10月4日 和風レストランまるまつ　佐沼店 宮城県登米市迫町佐沼字江合3-1-6 http://re-marumatu.co.jp 登米市

R3-01786 令和3年10月4日 和風レストランまるまつ　古川駅前店 宮城県大崎市古川駅前大通5-2-40 http://re-marumatu.co.jp 大崎市

R3-01787 令和3年10月4日 和風レストランまるまつ　中新田店 宮城県加美郡加美町矢越282-1 http://re-marumatu.co.jp 加美町

https://www.facebook.com/IzakayaSaraie
https://www.daikichi.co.jp/
http://amano-sendai.com/
https://www.instagram.com/fukuno_tori/?hl=ja
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http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.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）

R3-01788 令和3年10月4日 和風レストランまるまつ　築館店 宮城県栗原市築館宮野中央1-5-6 http://re-marumatu.co.jp 栗原市

R3-01789 令和3年10月4日 韓菜肉房ハンアリ 宮城県仙台市太白区あすと長町1-4-30 仙台市太白区

R3-01790 令和3年10月4日 まぐろ屋やまもと 宮城県仙台市青葉区一番町4-5-16 https://tunayamamoto.thebase.in/ 仙台市青葉区

R3-01791 令和3年10月4日 台湾中国料理　燕来香
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-30 ニューライフマンション花京
院B1F

仙台市青葉区

R3-01792 令和3年10月4日 まるまつ　苦竹店 宮城県仙台市宮城野区南目館20-30 http://www.re-marumatu.co.jp 仙台市宮城野区

R3-01793 令和3年10月4日 宮城の海の幸　山の幸　板前料理　晴れの日 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目3-5 都ビル2階 https://www.dsgroup.co.jp 仙台市青葉区

R3-01794 令和3年10月4日 まるまつ　若柳店 宮城県栗原市若柳字川南堤通13-1 http://www.re-marumatu.co.jp 栗原市

R3-01795 令和3年10月4日 まるまつ　六丁の目店 宮城県仙台市若林区伊在字屋敷4-5 http://www.re-marumatu.co.jp 仙台市若林区

R3-01796 令和3年10月4日 まるまつ　荒井店 宮城県仙台市若林区荒井字広瀬東61-1 http://www.re-marumatu.co.jp 仙台市若林区

R3-01797 令和3年10月4日 レストランバー　サライ 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目3-1 菅原酒店ビル6階 https://www.dsgroup.co.jp 仙台市青葉区

R3-01798 令和3年10月4日 ワインのアテとスペアリブ　Rib’ｓ 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目3-1 菅原ビル地下1階 https://www.dsgroup.co.jp 仙台市青葉区

R3-01799 令和3年10月4日 まるまつ　小牛田店 宮城県大崎市美里町八反103 http://www.re-marumatu.co.jp 大崎市

R3-01800 令和3年10月4日 まるまつ　新田東店 宮城県仙台市宮城野区新田東5-13-21 http://www.re-marumatu.co.jp 仙台市宮城野区

R3-01801 令和3年10月4日 食堂かふぇ空飛ぶ猫 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目1-33 伊澤竹に雀ビル214 仙台市青葉区

R3-01802 令和3年10月4日 天ぷら居酒屋　季のび 宮城県仙台市若林区五橋3-6-23五橋ビル101 https://hitosara.com/0006127897/ 仙台市若林区

R3-01803 令和3年10月4日 ぽんた 宮城県仙台市青葉区大町２－１３－２４大町オフィスビル1F 仙台市青葉区

R3-01805 令和3年10月4日 いな穂 宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-32 名掛丁センター街東1階 仙台市青葉区

R3-01806 令和3年10月4日 チョコレートな関係 宮城県仙台市青葉区国分町１丁目６－３　古拙ビル１階 https://chocolatenakankei.jp/ 仙台市青葉区

R3-01807 令和3年10月4日 グランスール
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-28 壱弐参横丁内142戸間1
階

仙台市青葉区

R3-01809 令和3年10月4日 イルクオーレ 宮城県仙台市青葉区一番町1-15-7 https://ilcuore.exblog.jp/ 仙台市青葉区

R3-01810 令和3年10月4日 芳正～酒ト肴～ 宮城県仙台市青葉区堤町3丁目1-61　横山ビル1階 https://yoshimasa.gorp.jp/ 仙台市青葉区

R3-01811 令和3年10月4日 焼肉レストラン来来　国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目11-2 仙台市青葉区

R3-01812 令和3年10月4日 酒飯場　ででででん 宮城県仙台市若林区東七番丁17 エックスビル1階 http://www.1000-dai.com/# 仙台市若林区

R3-01813 令和3年10月4日 Au　Belier 宮城県仙台市青葉区一番町1-6-11 http://www.au-belier.jp/ 仙台市青葉区

R3-01816 令和3年10月4日 とんかつ　夕やけ 宮城県柴田郡柴田町西船迫2-10 柴田町

http://re-marumatu.co.jp/
https://tunayamamoto.thebase.in/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.dsgroup.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.dsgroup.co.jp/
https://www.dsgroup.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://hitosara.com/0006127897/
https://chocolatenakankei.jp/
https://ilcuore.exblog.jp/
https://yoshimasa.gorp.jp/
http://www.1000-dai.com/
http://www.au-belier.jp/
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R3-01817 令和3年10月4日 丼の芝楽 宮城県気仙沼市上田中2-10-4 https://donshiba.wixsite.com/mysite 気仙沼市

R3-01818 令和3年10月4日 シルヴィ 宮城県仙台市宮城野区苦竹1-4-10　4F 仙台市宮城野区

R3-01819 令和3年10月4日 ライムライト2 宮城県仙台市宮城野区平成2-6-52　光ビル201 仙台市宮城野区

R3-01820 令和3年10月4日 リビング　hiro 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目13-28　ニュー若竹ビル１階 仙台市青葉区

R3-01821 令和3年10月4日 から好し　仙台志波町店 宮城県仙台市若林区志波町2-25 http://www.skylark.co.jp/ 仙台市若林区

R3-01823 令和3年10月4日 グランダイニングオオサカ 宮城県黒川郡大和町吉岡字上町74 大和町

R3-01824 令和3年10月4日 うしHAJIME 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目8-20　今徳ビル2F 仙台市青葉区

R3-01828 令和3年10月4日 こちら丸特漁業部　仙台駅前名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1-7-4　宮城商事ビルB1F http://0109g.com/marutoku/kochira/index.html#tempo13 仙台市青葉区

R3-01829 令和3年10月4日 周平201
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-4-5　平和住宅車口第2ビル2階
（旧フロンティア原ビル）

http://www.shu-hei.com/ 仙台市宮城野区

R3-01830 令和3年10月6日 スナック　Koala 仙台市青葉区中山７丁目１２－２３　中山店舗３号 仙台市青葉区

R3-01831 令和3年10月6日 びすとろ　ぼんてん 仙台市青葉区本町2-14-1 仙台市青葉区

R3-01833 令和3年10月6日 ガスト石巻店 宮城県石巻市中里2丁目1-11 http://www.skylark.co.jp/ 石巻市

R3-01834 令和3年10月6日 ガスト仙南大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新東22-8 https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4020511/ 大河原町

R3-01835 令和3年10月6日 博多かわ屋仙台店 宮城県仙台市青葉区中央2-11-13　ユーメントビル1階 https://budougura.jp/ 仙台市青葉区

R3-01836 令和3年10月6日 葡萄蔵 宮城県仙台市青葉区一番町2-5-12 仙台市青葉区

R3-01837 令和3年10月6日 味噌工房　麺助　佐沼店 宮城県登米市迫町佐沼字中江5丁目9-13 登米市

R3-01838 令和3年10月6日 大安食堂　トラストシティー店 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1　仙台トラストタワー2F 仙台市青葉区

R3-01839 令和3年10月6日 ふいるど 宮城県仙台市青葉区大町2-5-25  1F 仙台市青葉区

R3-01840 令和3年10月6日 寿屋寿庵 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1　電力ビル地下一階 仙台市青葉区

R3-01841 令和3年10月6日 MAVERICK 仙台市青葉区国分町2-9-5 一番街 2階 仙台市青葉区

R3-01842 令和3年10月6日 大衆居酒屋　オーパ！ 宮城県岩沼市館下2丁目1-23 岩沼市

R3-01843 令和3年10月6日 八剣伝　宮町 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目1-67 仙台市青葉区

R3-01844 令和3年10月6日 大衆酒場　中吉 仙台市青葉区一番町４丁目５－１７　戸間２４ 仙台市青葉区

R3-01845 令和3年10月6日 居酒屋おとら 宮城県仙台市太白区西多賀1-23-29 仙台市太白区

R3-01846 令和3年10月6日 大吉　南光台店 宮城県仙台市泉区南光台南2-1-3 仙台市泉区

https://donshiba.wixsite.com/mysite
http://www.skylark.co.jp/
http://0109g.com/marutoku/kochira/index.html#tempo13
http://www.shu-hei.com/
http://www.skylark.co.jp/
https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4020511/
https://budougura.jp/
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R3-01847 令和3年10月6日 フランス風家庭料理　シェモア 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目8ー17 上杉21ビル地下1階 仙台市青葉区

R3-01848 令和3年10月6日 Cesko屋 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-9 DKビル6F 仙台市青葉区

R3-01849 令和3年10月6日 鮮味　しゃり仙 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6-14 プランドビル一番町2F 仙台市青葉区

R3-01851 令和3年10月6日 ＶＩＮＯ 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目1-8 カーパークビル2階 仙台市青葉区

R3-01852 令和3年10月6日 レストラン二葉亭 宮城県大崎市古川駅南3丁目3-2 大崎市

R3-01853 令和3年10月6日 くいもんや  伝 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-23   レモンシャトービル201 仙台市青葉区

R3-01855 令和3年10月6日 焼肉伊達 宮城県仙台市青葉区中央3丁目8番5号 新仙台駅前ビルB1 仙台市青葉区

R3-01856 令和3年10月6日 養老乃瀧　苦竹店 宮城県仙台市宮城野区苦竹1-7-25-1F 仙台市宮城野区

R3-01857 令和3年10月6日 ブラザー軒 宮城県仙台市青葉区一番町4－2－20 https://craftsman-sendai.com/ 仙台市青葉区

R3-01858 令和3年10月6日 CRAFTSMAN 宮城県仙台市青葉区中央2-2-38 フォーシーズンビル1F 仙台市青葉区

R3-01859 令和3年10月6日 ウインドウ　ペン 宮城県仙台市青葉区一番町4-2-20 仙台市青葉区

R3-01860 令和3年10月6日 ESCORT9 宮城県仙台市青葉区中央3丁目8-5 新仙台駅前ビル地下1階 natori@yamanakaya.jp 仙台市青葉区

R3-01862 令和3年10月6日 楽食健美　ーKUROMORIー 宮城県仙台市太白区向山2-2-24 http://tsunagi.owst.jp/ 仙台市太白区

R3-01864 令和3年10月6日 総本家やまこう 宮城県仙台市青葉区国分町2-5-3　ゴロク壱番館2Ｆ 仙台市青葉区

R3-01865 令和3年10月6日 中華棒棒 宮城県仙台市青葉区落合1丁目17-35 仙台市青葉区

R3-01866 令和3年10月6日 MILLESIMES 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目8-1 18ビル502 仙台市青葉区

R3-01867 令和3年10月6日 仙台ホルモン・焼肉　ときわ亭　上杉店 宮城県仙台市青葉区上杉3-3-9 http://www.nishisendai.jp/ 仙台市青葉区

R3-01868 令和3年10月6日 西仙台カントリークラブ 宮城県仙台市青葉区芋沢字横向山33 https://ja-jp.facebook.com/koume.sendai/ 仙台市青葉区

R3-01869 令和3年10月6日 こうめ 宮城県仙台市青葉区立町26-17 仙台市青葉区

R3-01870 令和3年10月6日 松り 宮城県仙台市若林区五橋3-6-23 五橋ビル102 https://www.hotpepper.jp/strJ001133948/ 仙台市若林区

R3-01871 令和3年10月6日 韓国料理MUBA 宮城県仙台市青葉区五橋2-8-17 2階 仙台市青葉区

R3-01873 令和3年10月6日 シェ ゴメ 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-11 仙台市青葉区

R3-01874 令和3年10月6日 友寿司 宮城県仙台市青葉区宮町3-5-19 https://mahiroya.com 仙台市青葉区

R3-01875 令和3年10月6日 もつ処　まひろ家 宮城県仙台市青葉区柏木2-1-55 エルミタージュ仙台1F 仙台市青葉区

R3-01876 令和3年10月6日 洋食酒場バルセロ 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目3-5 リスズビル地下1 仙台市青葉区

https://craftsman-sendai.com/
mailto:natori@yamanakaya.jp
http://tsunagi.owst.jp/
http://www.nishisendai.jp/
https://ja-jp.facebook.com/koume.sendai/
https://www.hotpepper.jp/strJ001133948/
https://mahiroya.com/
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R3-01877 令和3年10月6日 魚菜や和 宮城県仙台市青葉区栗生4-13-11 仙台市青葉区

R3-01878 令和3年10月6日 八剣伝　八乙女駅前店 宮城県仙台市泉区八乙女中央1丁目3-14 仙台市泉区

R3-01879 令和3年10月6日 ステーキガスト　東仙台店 宮城県仙台市宮城野区燕沢1-28-21 仙台市宮城野区

R3-01880 令和3年10月7日 すなっく　いずみ 仙台市泉区七北田字東裏24　斉藤飲食店ビル1F101 仙台市泉区

R3-01881 令和3年10月7日 スナック　ガスライト 登米市迫町佐沼字中江4-8-8　涼ビル3F 登米市

R3-01882 令和3年10月7日 MOJA 　栗生店 宮城県仙台市青葉区栗生4-12-5 https://akr6109754193.owst.jp 仙台市青葉区

R3-01883 令和3年10月7日 ガスト白石店 宮城県白石市大平森合字森合沖79-1 http://www.skylark.co.jp/ 白石市

R3-01884 令和3年10月7日 ゴールデン　スランバー 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目14-3　オリンピアビルB1 http://goldenslumbers.jp/ 仙台市青葉区

R3-01885 令和3年10月7日 酒菜亭 宮城県柴田郡柴田町船岡中央3丁目14-5 柴田町

R3-01886 令和3年10月7日 綴café 宮城県仙台市青葉区北目町4-7 HSGビル1階 https://tsuzuri.jp/ 仙台市青葉区

R3-01887 令和3年10月7日 明神丸 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-17 地下1階 仙台市青葉区

R3-01888 令和3年10月7日 榴岡酒場　皿然 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-25 ニュー更科ビル1階 https://tsutsujigaoka-sarasa.com/ 仙台市宮城野区

R3-01889 令和3年10月7日 ダボス 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目6-19 壱番館ビル地下１階 http://www.dabos.biz 仙台市青葉区

R3-01890 令和3年10月7日 割烹　大多安 宮城県仙台市青葉区立町3-7 仙台市青葉区

R3-01891 令和3年10月11日 ロイヤルホスト北仙台店 仙台市青葉区昭和町3-7 仙台市青葉区

R3-01892 令和3年10月11日 新富寿し 宮城県気仙沼市東新城1-13-3 http://shintomisushi.com 気仙沼市

R3-01894 令和3年10月11日 ガスト　名取田高店 宮城県名取市田高字原318-1 https://www.skylark.co.jp/ 名取市

R3-01895 令和3年10月11日 ガスト仙台鈎取店 宮城県仙台市太白区鈎取本町1丁目21-2 http://www.skylark.co.jp/ 仙台市太白区

R3-01896 令和3年10月11日 ガスト仙台八乙女店 宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目4-52 http://www.skylark.co.jp/ 仙台市泉区

R3-01897 令和3年10月11日 ガスト仙台名掛丁店
宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-20　ドン・キホーテ仙台駅西口
本店　B1階

http://www.skylark.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01898 令和3年10月11日 ガスト仙台木町通店 宮城県仙台市青葉区木町通二丁目2-10 http://www.skylark.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-01900 令和3年10月11日 マクドナルド　亘理コープ店 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100 亘理町

R3-01901 令和3年10月11日 らぁ麺　味よし　長町駅店 宮城県仙台市太白区長町5丁目1-1　JR長町駅1階 仙台市太白区

R3-01902 令和3年10月11日 飛鳥 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目5-18 仙台市青葉区

R3-01903 令和3年10月11日 マクドナルド　岩沼西ヨークベニマル店 宮城県岩沼市武隈2-3-67 岩沼市
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http://www.skylark.co.jp/
http://goldenslumbers.jp/
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http://www.skylark.co.jp/
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R3-01905 令和3年10月11日 本格手打ちうどん　麦の季 宮城県白石市八幡町6-18-7 http://ja-jp.facebook.com/muginoki.udon/ 白石市

R3-01906 令和3年10月11日 nana's green tea 仙台パルコ店 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番地3号 http://www.nanaha.com 仙台市青葉区

R3-01907 令和3年10月11日 BRUNCH 宮城県気仙沼市上田中2-2-17 気仙沼市

R3-01908 令和3年10月11日 南欧 BARU INATORA
宮城県仙台市青葉区一番町4-3-22　スマイルホテル仙台国分町
1F

仙台市青葉区

R3-01911 令和3年10月11日 にいがたや分店 宮城県仙台市青葉区一番町4-5-42-1F 仙台市青葉区

R3-01912 令和3年10月11日 焼鳥　三代目　庄之助 宮城県仙台市青葉区宮町1-1-1 Y's花京院1階 仙台市青葉区

R3-01914 令和3年10月11日 スタミナホルモン食堂食樂古川駅前大通店 宮城県大崎市古川駅前大通1-3-1 https://horumon-shokuraku.jp/shop/detail.php?id=16 大崎市

R3-01915 令和3年10月11日 HONA仙台 宮城県仙台市青葉区一番町4-5-26　１が４ビル地下一階 https://www.instagram.com/honasendai/ 仙台市青葉区

R3-01916 令和3年10月11日 魚がし一丁 宮城県大崎市古川北町1丁目5－16 大崎市

R3-01917 令和3年10月11日 呑み食い処　お忍び家 宮城県仙台市泉区南光台南二丁目17-5-102 仙台市泉区

R3-01918 令和3年10月11日 加護坊温泉さくらの湯 宮城県大崎市田尻小塩字八ツ沢37番地1 http://www.sakuranoyu.jp 大崎市

R3-01919 令和3年10月11日 肉汁餃子のダンダダン酒場　仙台国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目10-34　1F 仙台市青葉区

R3-01920 令和3年10月11日 仙台居酒屋　肉男爵Meat Baron～ミートバロン～ 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１０ー２５　EDEN１F 　OP区画 仙台市青葉区

R3-01921 令和3年10月11日 平禄寿司　利府店
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
館内）

http://www.heiroku.jp/ 利府町

R3-01922 令和3年10月11日 油そば専門店はてな　一番町店 仙台市青葉区一番町４丁目５－１７ 仙台市青葉区

R3-01923 令和3年10月11日 炭火焼肉ホルモン豊楽 宮城県仙台市若林区若林6丁目3-1 仙台市若林区

R3-01924 令和3年10月11日 アッラグリッリア 宮城県仙台市青葉区国分町3-9-2 第5佐々木屋ビル地下1階 allagriglia.jp/ 仙台市青葉区

R3-01925 令和3年10月11日 やきとりの扇屋　仙台荒井店 宮城県仙台市若林区なないろの里2-26-7 仙台市若林区

R3-01926 令和3年10月11日 イタリア厨房SHUN 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパルB1F 仙台市青葉区

R3-01927 令和3年10月11日 大衆sakaba　八
宮城県仙台市泉区八乙女中央1丁目4-10 八乙女駅一階 ピロ
ティ内

仙台市泉区

R3-01928 令和3年10月11日 さかなや道場　仙台西口店 宮城県仙台市青葉区中央三丁目1-3 aune仙台3F 仙台市青葉区

R3-01929 令和3年10月11日 長町へそのを
宮城県仙台市太白区長町3丁目5-3 ライオンズプラザ長町中央
103

仙台市太白区

R3-01930 令和3年10月11日 花京院へそのを 宮城県仙台市青葉区本町1-12-9 仙台市青葉区

R3-01931 令和3年10月11日 仙台銀座へそのを 宮城県仙台市青葉区中央3-10-24 仙台市青葉区

R3-01932 令和3年10月11日 定禅寺へそのを 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目1-1-B1F 仙台市青葉区

http://ja-jp.facebook.com/muginoki.udon/
http://www.nanaha.com/
https://horumon-shokuraku.jp/shop/detail.php?id=16
https://www.instagram.com/honasendai/
http://www.sakuranoyu.jp/
http://www.heiroku.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）

R3-01933 令和3年10月11日 まるまつ　気仙沼店 宮城県気仙沼市田中前4-3-3 http://www.re-marumatu.co.jp 気仙沼市

R3-01934 令和3年10月11日 まるまつ　若林店 宮城県仙台市若林区若林3-152-5 http://www.re-marumatu.co.jp 仙台市若林区

R3-01935 令和3年10月11日 Loung・Freya 宮城県名取市増田2-4-51太田ビル102 名取市

R3-01937 令和3年10月11日 CAJA LIBRE 宮城県仙台市青葉区国分町2-13-28 ニュー若竹ビル地下一階 仙台市青葉区

R3-01938 令和3年10月11日 牛たん炭焼髙也 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目5ー31須藤ビル2階 https://gyutan-takaya.com/ 仙台市青葉区

R3-01939 令和3年10月11日 焼肉と冷麺の店　大将 宮城県仙台市太白区長町五丁目2の6　森民ビル1F 仙台市太白区

R3-01941 令和3年10月11日 牛タン焼専門店　司　東口ダイワロイネットホテル店
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-37　ダイワロイネットホテル仙台
１F

https://www.gyutan-tsukasa.co.jp/ 仙台市宮城野区

R3-01943 令和3年10月11日 焼肉え～す 宮城県仙台市青葉区中央4-3-20 仙台市青葉区

R3-01944 令和3年10月11日 キンタロウ 宮城県仙台市青葉区中央三丁目10-9 仙台市青葉区

R3-01945 令和3年10月11日 かつグルメ 中野店 宮城県仙台市宮城野区中野4-1-7 http://www.re-marumatu.co.jp 仙台市宮城野区

R3-01946 令和3年10月11日 ウエストポイント
宮城県仙台市青葉区中央一丁目7-2アールアイ名掛丁2号館ビ
ル地下一階

https://www.hotpepper.jp/strJ000278754/ 仙台市青葉区

R3-01948 令和3年10月11日 ビストロ　アンプル
宮城県仙台市太白区泉崎1-33-10-102 富沢公園パークマンショ
ン

http://www.bistro-ampoule.com 仙台市太白区

R3-01949 令和3年10月11日 金市朗食堂 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-3-1 アルファビル4階 https://kinichiro-higashiguchi.owst.jp 仙台市宮城野区

R3-01950 令和3年10月11日 まる鮮商店 宮城県仙台市青葉区本町1-14-17 仙台市青葉区

R3-01951 令和3年10月11日 Marche'man 宮城県仙台市青葉区中央4丁目3-11 2階 https://sendaiasaichi-marcheman.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-01952 令和3年10月11日 松平 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目12-16 http://www.matsubei.com 仙台市青葉区

R3-01954 令和3年10月11日 やきとりの扇屋　仙台国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町3-8-9 大西ビル1階 https://www.via-hd.co.jp/brand/ohgiya/ 仙台市青葉区

R3-01955 令和3年10月11日 牛たん和食おの寺 宮城県仙台市青葉区木町通1-8-18 田村ビル2F 仙台市青葉区

R3-01956 令和3年10月11日 葵　勾当台公園店 宮城県仙台市青葉区国分町3-8-1 仙台市青葉区

R3-01957 令和3年10月11日 横丁　三七三 宮城県仙台市青葉区一番町2-6-16 シントウビル1階 https://yokocho373.com/ 仙台市青葉区

R3-01958 令和3年10月11日 牛たん料理　閣 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目8-14 http://gyutankaku.in/shop/ 仙台市青葉区

R3-01959 令和3年10月11日 ふく寿司 宮城県仙台市泉区八乙女中央1-4-15 八乙女中央ビル201 仙台市泉区

R3-01962 令和3年10月11日 焼肉レストラン来来　小田原店 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町東3-6 足利ビル1階 仙台市宮城野区

R3-01963 令和3年10月11日 伊達な食堂　きょーしろー 宮城県仙台市青葉区上杉1-4-1 全日本不動産宮城会館1階 https://kyo-group.jp/ 仙台市青葉区

R3-01964 令和3年10月11日 酒蔵　強三 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-17 熊谷ビル1階 https://kyo-group.jp/ 仙台市青葉区

http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://gyutan-takaya.com/
https://www.gyutan-tsukasa.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ000278754/
http://www.bistro-ampoule.com/
https://kinichiro-higashiguchi.owst.jp/
https://sendaiasaichi-marcheman.owst.jp/
http://www.matsubei.com/
https://www.via-hd.co.jp/brand/ohgiya/
https://yokocho373.com/
http://gyutankaku.in/shop/
https://kyo-group.jp/
https://kyo-group.jp/
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R3-01965 令和3年10月11日 伊達酒場　強太朗 宮城県仙台市青葉区花京院2-2-68 髙橋ビル102号 https://kyo-group.jp/ 仙台市青葉区

R3-01966 令和3年10月11日 七輪焼肉酒家　炭小屋　仙台駅東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-8-1 http://sumigoya.com/ 仙台市宮城野区

R3-01969 令和3年10月11日 中国料理　福建樓 宮城県気仙沼市南町2-3-14 気仙沼市

R3-01971 令和3年10月11日
パスタ＆ピッツァ　ハミングバード（イオンモール石巻
店）

宮城県石巻市茜平4丁目104 イオンモール石巻店1階 https://www.h-bird.co.jp/ 石巻市

R3-01972 令和3年10月11日 旨い肴炭火焼　しずる 宮城県仙台市太白区長町3-4-16 キャピタルプラザ長町1F 仙台市太白区

R3-01973 令和3年10月11日 トラットリア ハミングバード（ララガーデン長町店） 宮城県仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町3階 https://www.h-bird.co.jp/ 仙台市太白区

R3-01974 令和3年10月11日 みのむし
宮城県仙台市青葉区中央四丁目7-25 ライオンズマンション中央
1F

https://r.gnavi.co.jp/t071000 仙台市青葉区

R3-01975 令和3年10月11日 助六寿司 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目2-15 仙台市青葉区

R3-01976 令和3年10月11日 くいもんや 森 宮城県仙台市青葉区一番町4-7-7 仙台市青葉区

R3-01977 令和3年10月11日 手料理 ちゃや 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-38 Y･S文横ビル 1階 仙台市青葉区

R3-01978 令和3年10月11日 NISHIKIYA KITCHEN 仙台パルコ店 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ本館1階 https://www.nishiki-shokuhin.jp/ 仙台市青葉区

R3-01979 令和3年10月11日 THE STEAMERS
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3-28 壱弐参横丁内20－21
号

仙台市青葉区

R3-01980 令和3年10月12日 無尽蔵なとり家 宮城県名取市杜せきのした5-1　イオンモール名取1F 名取市

R3-01981 令和3年10月12日 器とお食事の店　山ぼうし 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉小妻座75-31 蔵王町

R3-01982 令和3年10月12日 ガスト　泉パークタウン店 宮城県仙台市泉区紫山1丁目1-4 http://www.skylark.co.jp/ 仙台市泉区

R3-01983 令和3年10月12日 カラオケホール　うた和い 宮城県栗原市若柳川南外小太郎16 栗原市

R3-01984 令和3年10月12日 熟成焼肉 肉源 仙台店 宮城県仙台市青葉区一番町4-2-10　仙台東映プラザビル4F https://www.nikugen.jp 仙台市青葉区

R3-01986 令和3年10月12日 やきとり大吉沖野店 宮城県仙台市若林区沖野3-13-45 仙台市若林区

R3-01988 令和3年10月12日 和風レストランまるまつ　鹿島台店
宮城県大崎市鹿島台木間塚字小谷地304-1　ロックショッピング
タウン鹿島台

http://re-marumatu.co.jp 大崎市

R3-01989 令和3年10月12日 まるまつ　城南店 宮城県多賀城市城南2-15-7 http://re-marumatu.co.jp 多賀城市

R3-01990 令和3年10月12日 まるまつ　泉大沢店 宮城県仙台市泉区大沢2丁目15-10 http://re-marumatu.co.jp 仙台市泉区

R3-01991 令和3年10月12日 駅前SAKABA　風和里 宮城県岩沼市館下1丁目3-10 岩沼市

R3-01992 令和3年10月12日 まるまつ　吉岡店 宮城県黒川郡大和町吉岡南第二土地区画整理地内 http://www.re-marumatu.co.jp 大和町

R3-01993 令和3年10月12日 osteria da SASA 宮城県仙台市青葉区北目町5丁目9番地アトレ北目町2階 仙台市青葉区

R3-01994 令和3年10月12日 Suns 宮城県仙台市若林区連坊1-12-15-102号 仙台市若林区

https://kyo-group.jp/
http://sumigoya.com/
https://www.h-bird.co.jp/
https://www.h-bird.co.jp/
https://r.gnavi.co.jp/t071000
https://www.nishiki-shokuhin.jp/
http://www.skylark.co.jp/
https://www.nikugen.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
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R3-01995 令和3年10月12日 Soba Dining 蕎花 宮城県仙台市泉区鶴が丘1-37-3 仙台市泉区

R3-01996 令和3年10月12日 三水苑東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-7-15　サニービル１階
https://sansuien-
east1.owst.jp/?lad_media=lis_yahoo&yclid=YSS.\n1001071062.EAIaI
QobChMIlrqU9KOA8wIVgMEWBR2AngHqEAAYAyAAEgJxYfD\n_Bw

仙台市宮城野区

R3-01997 令和3年10月12日 三水苑東口店　にごう 宮城県仙台市若林区新寺1-3-17 https://sannsuienn2.owst.jp/ 仙台市若林区

R3-01998 令和3年10月12日 炙屋十兵衛 二日町本店 宮城県仙台市青葉区二日町18-11 芳賀ビル1階 仙台市青葉区

R3-01999 令和3年10月12日 大衆酒場　中吉　分店 宮城県仙台市青葉区一番町4--5-18 仙台市青葉区

R3-02000 令和3年10月12日 まるまつ 美田園店 宮城県名取市美田園5-5-6 http://www.re-marumatu.co.jp 名取市

R3-02001 令和3年10月12日 かつグルメ 泉崎店 宮城県仙台市太白区泉崎2-23-11 http://www.re-marumatu.co.jp 仙台市太白区

R3-02002 令和3年10月12日 旨味・酒食たちき
宮城県仙台市青葉区国分町2丁目12-1 ニュー国分町ビル地下1
階

仙台市青葉区

R3-02003 令和3年10月12日 焼肉　秦家 仙台市太白区泉崎2丁目6-31 仙台市太白区

R3-02004 令和3年10月12日 酔って粋なよ　榴岡店 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-1-1尾花ビル1階 仙台市宮城野区

R3-02005 令和3年10月12日 牛魔王　長町店 宮城県仙台市太白区長町南3-3-30 扇ビル1F https://www.hotpepper.jp/strJ000027184/ 仙台市太白区

R3-02006 令和3年10月12日 ラ・ドゥース・ヴィ 宮城県仙台市太白区富沢1-12-2 http://ladoucevie.co.jp 仙台市太白区

R3-02007 令和3年10月12日 Forsta 宮城県仙台市青葉区大町1-4-10 ココエステート大町ビル1階 https://instagram.com/forsta_sendai?utm_medium=copy_link 仙台市青葉区

R3-02008 令和3年10月12日 平禄寿司　仙台太白南仙台店 宮城県仙台市太白区柳生3-4-4 http://www.heiroku.jp 仙台市太白区

R3-02009 令和3年10月12日 平禄寿司　仙台太白西多賀店 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-55 http://www.heiroku.jp 仙台市太白区

R3-02010 令和3年10月12日 平禄寿司　仙台青葉政岡通店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-9 http://www.heiroku.jp 仙台市青葉区

R3-02011 令和3年10月12日 福や　三ツ星 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-25 分町ビル6Ｆ 仙台市青葉区

R3-02012 令和3年10月12日 狸の焼鳥 宮城県仙台市青葉区中央1丁目6-39 菊水ビル仙台駅前館7階 仙台市青葉区

R3-02013 令和3年10月12日 居酒屋やんばる螢 宮城県仙台市青葉区通町2-2-14 大場ビル1階 仙台市青葉区

R3-02014 令和3年10月12日 びすとろ平 宮城県仙台市青葉区中央1-8-32 仙台市青葉区

R3-02015 令和3年10月12日 創作和食ト旨シ酒　Puff ball 宮城県仙台市青葉区国分町1-6-1 ルナパーク一番町ビル403 http://puffball.owst.jp/ 仙台市青葉区

R3-02016 令和3年10月12日 山海里　清ぼう 宮城県仙台市青葉区一番町2-2-8 IKIビル地下 仙台市青葉区

R3-02018 令和3年10月12日 カカカカリイ 宮城県仙台市若林区新寺1-3-12 イーストビル1階 http://www.instagram.com/cacacacurry 仙台市若林区

R3-02019 令和3年10月12日 貴美すし 宮城県仙台市太白区長町3-7-6 仙台市太白区

R3-02020 令和3年10月12日 Bar POLARIS 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-8第５協立ビル4階 仙台市青葉区

https://sansuien-east1.owst.jp/?lad_media=lis_yahoo&yclid=YSS./n1001071062.EAIaIQobChMIlrqU9KOA8wIVgMEWBR2AngHqEAAYAyAAEgJxYfD/n_BwE&dspn=DHBvQTkgsa97-X3y4mNb-_Pg5pwZyzcP2V5cFZ2AMZcHAPjaH7phz/n4FeGFPAEMWNJ1m77A0pUQzZrfwGz__ra__vQbvBrzMu-CEoyJb2Hus
https://sansuien-east1.owst.jp/?lad_media=lis_yahoo&yclid=YSS./n1001071062.EAIaIQobChMIlrqU9KOA8wIVgMEWBR2AngHqEAAYAyAAEgJxYfD/n_BwE&dspn=DHBvQTkgsa97-X3y4mNb-_Pg5pwZyzcP2V5cFZ2AMZcHAPjaH7phz/n4FeGFPAEMWNJ1m77A0pUQzZrfwGz__ra__vQbvBrzMu-CEoyJb2Hus
https://sansuien-east1.owst.jp/?lad_media=lis_yahoo&yclid=YSS./n1001071062.EAIaIQobChMIlrqU9KOA8wIVgMEWBR2AngHqEAAYAyAAEgJxYfD/n_BwE&dspn=DHBvQTkgsa97-X3y4mNb-_Pg5pwZyzcP2V5cFZ2AMZcHAPjaH7phz/n4FeGFPAEMWNJ1m77A0pUQzZrfwGz__ra__vQbvBrzMu-CEoyJb2Hus
https://sannsuienn2.owst.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.re-marumatu.co.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ000027184/
http://ladoucevie.co.jp/
https://instagram.com/forsta_sendai?utm_medium=copy_link
http://www.heiroku.jp/
http://www.heiroku.jp/
http://www.heiroku.jp/
http://puffball.owst.jp/
http://www.instagram.com/cacacacurry
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R3-02021 令和3年10月12日 老家 宮城県仙台市泉区泉中央1-7-1 SWINGビル3階 仙台市泉区

R3-02023 令和3年10月12日 伊達な仙台炉端　強次朗 宮城県仙台市青葉区中央1-8-38 AKビル9階 https://kyo-group.jp/ 仙台市青葉区

R3-02024 令和3年10月12日 鰻　居酒屋　大入り 宮城県仙台市青葉区落合4-1-50 仙台市青葉区

R3-02025 令和3年10月12日 台湾酒家 CHUN WEI 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目８-２ 八百重ビル地下1階 仙台市青葉区

R3-02026 令和3年10月12日 OLD PAL 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目8-7 園田ビル2階 仙台市青葉区

R3-02027 令和3年10月12日 居酒屋　晴 宮城県仙台市太白区長町3丁目5-14 仙台市太白区

R3-02030 令和3年10月12日 あゆ川 宮城県仙台市泉区泉中央1-13-2 仙台市泉区

R3-02032 令和3年10月12日 やきとり大吉　落合店 宮城県仙台市青葉区栗生4-18-1 SSコーポ102号 仙台市青葉区

R3-02033 令和3年10月14日 café　malta 宮城県名取市閖上東3-1-8 https://cafemalta.miyagi.jp/ 名取市

R3-02034 令和3年10月14日 ミスタードーナツエスパル仙台ショップ 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　エスパルB1 仙台市青葉区

R3-02035 令和3年10月14日 ミスタードーナツイオン仙台幸町ショップ 宮城県仙台市宮城野区幸町5-10-1 仙台市宮城野区

R3-02036 令和3年10月14日 ガスト仙台榴岡店 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目10-14 http://www.skylark.co.jp/ 仙台市宮城野区

R3-02037 令和3年10月14日 りっすい社 宮城県塩竈市新富町8-11　八番街ビル101 http://rissui.starfree.jp/ 塩竈市

R3-02038 令和3年10月14日 月と杏 宮城県柴田郡柴田町船岡中央3-14-20 柴田町

R3-02039 令和3年10月14日 和食いざかや　表小路 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１－１８ カメイビル地下１階 仙台市青葉区

R3-02040 令和3年10月14日 酒亭山崎
宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1-52　朝日プラザ花京院地下
1階

仙台市青葉区

R3-02041 令和3年10月14日 海鮮すし処　下駄や 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-15　ピースビル1階 http://ys-holdings.co.jp/ 仙台市青葉区

R3-02042 令和3年10月14日 和風レストランまるまつ　南吉成店 宮城県仙台市青葉区南吉成2-17-4 http://re-marumatu.co.jp 仙台市青葉区

R3-02043 令和3年10月14日 和風レストランまるまつ　塩釜店 宮城県塩竈市新浜町1-5-5 http://re-marumatu.co.jp 塩竈市

R3-02044 令和3年10月14日 香蔵 宮城県富谷市日吉台2-39-3 富谷市

R3-02045 令和3年10月14日 やきとりの扇屋　名取杜せきのした店 宮城県名取市杜せきのした2-2-17 名取市

R3-02046 令和3年10月14日 まぼろし海鮮　陸奥 宮城県多賀城市中央2-5-1 多賀城市

R3-02047 令和3年10月14日 うどん酒場七右衛門　新伝馬町店 宮城県仙台市青葉区中央2-5-15 http://www.h-bird.co.jp/shop_list/index.html 仙台市青葉区

R3-02048 令和3年10月14日 山形そばと串揚げのお店　焔蔵 宮城県名取市杜せきのした5-31-1 名取市

R3-02049 令和3年10月14日 美酒美食八せん 宮城県仙台市宮城野区原町2丁目8-27 仙台市宮城野区

https://kyo-group.jp/
https://cafemalta.miyagi.jp/
http://www.skylark.co.jp/
http://rissui.starfree.jp/
http://ys-holdings.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://re-marumatu.co.jp/
http://www.h-bird.co.jp/shop_list/index.html
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R3-02050 令和3年10月14日 焼肉　明月苑　多賀城店 宮城県多賀城市町前町前3-2-26 多賀城市

R3-02051 令和3年10月14日 魚MARU 宮城県仙台市青葉区中央三丁目5番1号　Ｔ&Iビル２F https://r.gnavi.co.jp/t305400/ 仙台市青葉区

R3-02052 令和3年10月14日 炭火焼肉蔵 宮城県仙台市宮城野区田子1-12-10 仙台市宮城野区

R3-02053 令和3年10月14日 謝朋殿 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1クラックス5F https://www.shahoden.com/ 仙台市青葉区

R3-02054 令和3年10月14日 葵　本店 宮城県仙台市青葉区中央3-3-5 仙台市青葉区

R3-02055 令和3年10月14日 かつグルメ 吉成店 宮城県仙台市青葉区南吉成2-17-5 http://www.re-marumatu.co.jp 仙台市青葉区

R3-02056 令和3年10月14日 レストラン京泉（汗蒸幕のゆ内） 宮城県仙台市泉区市名坂字南前67番地の1 http://hanjunmakunoyu.jp 仙台市泉区

R3-02057 令和3年10月14日 もんじゃ焼きSYURIN 宮城県仙台市青葉区上杉1-8-17　上杉21ビル1F 仙台市青葉区

R3-02058 令和3年10月14日 居酒屋　新富 宮城県大崎市古川台町4-55-3 大崎市

R3-02059 令和3年10月14日 お食事処・酒処　ぽんぽこりん 宮城県仙台市青葉区錦町2-4-1 ミツェリートマンション1階 https://japanese-izakaya-restaurant-10564.business.site/ 仙台市青葉区

R3-02060 令和3年10月14日 平禄寿司　宮城大崎古川南店 宮城県大崎市古川穂波7-2-10 http://www.heiroku.jp/ 大崎市

R3-02061 令和3年10月14日 平禄寿司　築館店 宮城県栗原市築館藤木7-40 http://www.heiroku.jp/ 栗原市

R3-02062 令和3年10月14日 笹屋 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-28 いろは横丁 仙台市青葉区

R3-02063 令和3年10月14日 田舎や 宮城県仙台市青葉区上杉-1-16-6 上杉ハイホーム1階105 仙台市青葉区

R3-02064 令和3年10月14日 一燈 宮城県仙台市青葉区広瀬町3-24 アールズ広瀬105号 仙台市青葉区

R3-02065 令和3年10月14日 海と山の伍六　GOROKU 宮城県登米市迫町佐沼中江4丁目14-7 登米市

R3-02066 令和3年10月14日 お食事処　あゆ 宮城県仙台市若林区今泉1丁目5-19 仙台市若林区

R3-02067 令和3年10月14日 旨い肴と和みの酒　とも 宮城県仙台市青葉区昭和町5-56 仙台市青葉区

R3-02068 令和3年10月14日 酒庵 宮城県仙台市青葉区一番町4-5-18 東一市場内 仙台市青葉区

R3-02069 令和3年10月14日 蕎麦・肴　泉 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-2 芳珍ビル2Ｆ 仙台市青葉区

R3-02070 令和3年10月14日 お料理　ほし 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目8-2 八百重ビル3階 仙台市青葉区

R3-02071 令和3年10月14日 Lady　Bug 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目4-4-4 三枡ビル2階 仙台市青葉区

R3-02072 令和3年10月14日 天ぷら酒場　ててて天 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-1 布袋屋ビル1階 http://r.gnavi.co.jp/dcdg86w60000/ 仙台市青葉区

R3-02073 令和3年10月14日 赤から　仙台大和町店 宮城県仙台市若林区大和町5-30-3 http://www.akakara.jp/restaurant/ 仙台市若林区

R3-02074 令和3年10月14日 赤から　仙台国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-16 http://www.akakara.jp/restaurant/ 仙台市青葉区

https://r.gnavi.co.jp/t305400/
https://www.shahoden.com/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://hanjunmakunoyu.jp/
https://japanese-izakaya-restaurant-10564.business.site/
http://www.heiroku.jp/
http://www.heiroku.jp/
http://r.gnavi.co.jp/dcdg86w60000/
http://www.akakara.jp/restaurant/
http://www.akakara.jp/restaurant/
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R3-02075 令和3年10月14日 仙台三越　三越レストランランドマーク 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目8-15 仙台三越8階 仙台市青葉区

R3-02076 令和3年10月14日 らーめんせん家　村田店 宮城県柴田郡村田町沼辺字河原田226-1 村田町

R3-02077 令和3年10月14日 らーめんせん家　角田店 宮城県角田市横倉字今谷338-1 角田市

R3-02078 令和3年10月14日 らーめんせん家 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字道下35-3 亘理町

R3-02079 令和3年10月14日 牛たん料理閣　三越前店 宮城県仙台市青葉区一番町4-9-1 かきとく玉澤ビル２F http://gyutankaku.in/shop/ 仙台市青葉区

R3-02080 令和3年10月14日 炭焼き牛タン徳茂　一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-2-15 www.kygroup.jp 仙台市青葉区

R3-02081 令和3年10月14日 韓国料理扶餘　ドン・キホーテ店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-20 B1F 仙台市青葉区

R3-02082 令和3年10月14日 北の家族　仙台第一生命タワービル店
宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル21
階

仙台市青葉区

R3-02083 令和3年10月14日 喜良久亭 別館 宮城県仙台市青葉区北目町3-8 https://www.kirakutei.co.jp 仙台市青葉区

R3-02084 令和3年10月14日 喜良久亭 宮城県仙台市青葉区北目町3-8 https://www.kirakutei.co.jp 仙台市青葉区

R3-02085 令和3年10月14日 うまいものや　きぼこ 宮城県仙台市泉区北中山3-2-4 仙台市泉区

R3-02086 令和3年10月14日 天ぷら酒場　ててて天 宮城県仙台市青葉区一番町2-5-6 https://www.1000-dai.com/#shop2 仙台市青葉区

R3-02087 令和3年10月14日 寿司勝 宮城県仙台市青葉区中央4-2-30 仙台市青葉区

R3-02088 令和3年10月14日 焼肉レストランひがしやま　六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目東町7-60 http://www.4129.net 仙台市若林区

R3-02089 令和3年10月14日 平禄寿司　宮城富谷明石台店 宮城県富谷市明石台6-1-37 http://www.heiroku.jp/ 富谷市

R3-02090 令和3年10月14日 あっちのぼん 宮城県仙台市宮城野区中野字出花西15-1-106 仙台市宮城野区

R3-02091 令和3年10月14日 和食家TADA 宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台1-1-5 七ヶ浜町

R3-02092 令和3年10月14日 懐かしい昭和の酒場　時代屋 宮城県石巻市立町1-3-30 石巻市

R3-02093 令和3年10月14日 おはな房 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-8-1F 仙台市青葉区

R3-02094 令和3年10月14日 A　DINER 宮城県仙台市宮城野区東仙台1-5 https://a-diner.jimdofree.com/ 仙台市宮城野区

R3-02095 令和3年10月14日 千本や 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-5 凱旋門ビル1F 仙台市青葉区

R3-02096 令和3年10月14日 居酒屋のんべい 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘2丁目15-20 コーポ森1F 仙台市青葉区

R3-02097 令和3年10月14日 仙台ホルモン焼肉　ときわ亭　八木山店 宮城県仙台市太白区八木山弥生町4-48 仙台市太白区

R3-02098 令和3年10月14日 てなんご 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-12 千代田ビル2F 仙台市青葉区

R3-02099 令和3年10月14日 旬菜　道 宮城県仙台市若林区沖野2-15-10 仙台市若林区

http://gyutankaku.in/shop/
http://www.kygroup.jp/
https://www.kirakutei.co.jp/
https://www.kirakutei.co.jp/
https://www.1000-dai.com/#shop2
http://www.4129.net/
http://www.heiroku.jp/
https://a-diner.jimdofree.com/
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R3-02100 令和3年10月14日 刺身居酒屋くぼた 宮城県柴田郡柴田町船岡中央2-9-6 柴田町

R3-02101 令和3年10月14日 だんまや水産　燕沢店 宮城県仙台市宮城野区燕沢東1-7-12 仙台市宮城野区

R3-02102 令和3年10月14日 平禄寿司　仙台青葉八幡町店 宮城県仙台市青葉区八幡3-1-48 http://www.heiroku.jp 仙台市青葉区

R3-02103 令和3年10月14日 平禄寿司　宮城加美中新田店 宮城県加美郡加美町大門100－2 http://www.heiroku.jp/ 加美町

R3-02104 令和3年10月14日 平禄寿司　宮城多賀城西店 宮城県多賀城市高橋4-7-1 http://www.heiroku.jp/ 多賀城市

R3-02105 令和3年10月14日 牛たん料理閣　電力ビル店 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 http://gyutankaku.in/ 仙台市青葉区

R3-02106 令和3年10月14日 七輪焼肉酒家　炭小屋 宮城県仙台市若林区南材木町92 仙台市若林区

R3-02107 令和3年10月14日 やまなか家　古川店 宮城県大崎市古川諏訪2-1-21 https://www.yamanakaya.jp/ 大崎市

R3-02108 令和3年10月14日 やまなか家　泉松森店 宮城県仙台市泉区松森字後沢38-14 https://www.yamanakaya.jp/ 仙台市泉区

R3-02109 令和3年10月14日 やまなか家　泉大沢店 宮城県仙台市泉区大沢2-4-1 https://www.yamanakaya.jp/ 仙台市泉区

R3-02110 令和3年10月14日 なかぐろ 宮城県仙台市青葉区一番町3-8-1 ラベルヴィビル204 仙台市青葉区

R3-02111 令和3年10月14日 株式会社力寿司　清柳館 宮城県仙台市泉区みずほ台7-1 仙台市泉区

R3-02112 令和3年10月14日 ちょっと寄り道 ほほえみ 宮城県多賀城市桜木1-1-56 多賀城市

R3-02113 令和3年10月14日 ラルゴトラットリーア 宮城県仙台市青葉区台原6-13-8 仙台市青葉区

R3-02114 令和3年10月14日 お料理悠鶴 宮城県仙台市青葉区国分町2-1-11 ソシアルビル1階 仙台市青葉区

R3-02115 令和3年10月14日 なるこや 宮城県仙台市青葉区中央1-6-38 ユアーズビル地下1階 仙台市青葉区

R3-02116 令和3年10月14日 ささきさん 宮城県仙台市青葉区堤町1-10-18 仙台市青葉区

R3-02117 令和3年10月14日 やきとり　まるき 宮城県仙台市若林区河原町1丁目2-6 仙台市若林区

R3-02118 令和3年10月14日 酒肴処気仙沼ぼーすん 宮城県仙台市青葉区国分町2-9-20 カプセルホテルリーブスB1 仙台市青葉区

R3-02119 令和3年10月14日 もめん 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目12-12 千代田ビルB1 仙台市青葉区

R3-02120 令和3年10月14日 呑みどころ　呑天晴 宮城県仙台市青葉区落合1丁目16-43 コン・カローレ102 仙台市青葉区

R3-02121 令和3年10月14日 旨酒　むろ 宮城県仙台市青葉区中央3-10-2 仙台市青葉区

R3-02122 令和3年10月14日 割烹　松家 宮城県仙台市太白区越路16-1 仙台市太白区

R3-02123 令和3年10月14日 家庭t料理　ざぼん 宮城県仙台市青葉区上杉1-8-37 アサヒマンション1階 仙台市青葉区

R3-02124 令和3年10月14日 SPICE KING 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目4-34 仙台市宮城野区

http://www.heiroku.jp/
http://www.heiroku.jp/
http://www.heiroku.jp/
http://gyutankaku.in/
https://www.yamanakaya.jp/
https://www.yamanakaya.jp/
https://www.yamanakaya.jp/
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R3-02125 令和3年10月14日 カウンターバーTsu-san 宮城県仙台市青葉区国分町2-10-13 YS21ビル2階 https://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0227160871/ 仙台市青葉区

R3-02126 令和3年10月14日 スタミナホルモン食堂　食楽　国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町2-11-22 https://www.ky-group.jp/ 仙台市青葉区

R3-02127 令和3年10月14日 焼肉レストランひがしやま　仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央2-1-27 Everi地下1階 https://www.4129.net/ 仙台市青葉区

R3-02128 令和3年10月14日 焼肉レストランひがしやま　ザ・モール長町店 宮城県仙台市太白区長町7-20-3 ザ・モール仙台長町3F http://www.4129.net 仙台市太白区

R3-02129 令和3年10月14日 居酒屋　あらじる 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-28 仙台市青葉区

R3-02130 令和3年10月14日 炭焼笑店　ゴジュウマル 宮城県仙台市青葉区一番町4-7-1 SS仙台ビル別館1階 http://50maru.com 仙台市青葉区

R3-02131 令和3年10月14日 りき 宮城県仙台市若林区大和町5丁目5-25 第2やしま店舗ビル1F 仙台市若林区

R3-02132 令和3年10月14日 蕎麦茶屋　なごみ 宮城県仙台市若林区新寺2丁目1-1-1F 菊平ビル 仙台市若林区

R3-02133 令和3年10月14日 あかしろ屋 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-10 仙台市青葉区

R3-02134 令和3年10月14日 絢苑 宮城県仙台市青葉区落合1-16-43 コンカローレ103 仙台市青葉区

R3-02135 令和3年10月14日 味こうじ　百々 宮城県仙台市青葉区国分町2-8-12 Kビル2F 仙台市青葉区

R3-02136 令和3年10月14日 貝と魚と炭び　シェルまる 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目5-32第一観光ビルB1F 仙台市青葉区

R3-02137 令和3年10月14日 文化横丁酒場 賓 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-17 仙台市青葉区

R3-02138 令和3年10月14日 山形手打ち十割そば　嘉平 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-11 M-ONEビル5階 https://ja-jp.facebook.com/10kahei 仙台市青葉区

R3-02139 令和3年10月14日 とりっこ文店 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3の41 仙台市青葉区

R3-02140 令和3年10月14日 すし居酒屋　しぶ谷 宮城県仙台市青葉区三条町13-15 仙台市青葉区

R3-02141 令和3年10月14日 すず忠 宮城県石巻市広渕字馬場屋敷54-6 石巻市

R3-02142 令和3年10月14日 のみくい処　庄 宮城県仙台市泉区泉中央1-17-3 遊食館ビルⅠ-2F 仙台市泉区

R3-02143 令和3年10月14日 やきとり大吉　泉中山店 宮城県仙台市泉区南中山2-2-3 南中山プラザ1F 仙台市泉区

R3-02144 令和3年10月14日 田中トリオ 宮城県仙台市泉区泉中央四丁目23-10 1階 仙台市泉区

R3-02145 令和3年10月14日 おでん　こうぞう 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目11-14 ダイワビル２階 仙台市青葉区

R3-02146 令和3年10月14日 紅虎餃子房 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ9階 仙台市青葉区

R3-02147 令和3年10月14日 四六時中　塩釜店 宮城県塩竈市海岸通15-100 イオンタウン塩釜1階 塩竈市

R3-02148 令和3年10月14日 四六時中　イオンモール石巻店 宮城県石巻市茜平4-104 イオンモール石巻SC1階 石巻市

R3-02149 令和3年10月14日 四六時中　イオン古川店 宮城県大崎市古川旭2-2-1 イオン古川2階 大崎市

https://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0227160871/
https://www.ky-group.jp/
https://www.4129.net/
http://www.4129.net/
http://50maru.com/
https://ja-jp.facebook.com/10kahei
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R3-02150 令和3年10月14日 きらら寿司箱堤店 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目5-1 http://www.handaya.jp 仙台市宮城野区

R3-02151 令和3年10月14日 UNA GATTA CACCIATORA 宮城県仙台市泉区泉中央4-24-9 仙台市泉区

R3-02152 令和3年10月14日 番屋料理　漁師小屋 宮城県仙台市青葉区台原7-5-18-102 仙台市青葉区

R3-02153 令和3年10月14日 和料理さうだーで 宮城県仙台市青葉区国分町2-14-1　ライオンビル太陽館209 仙台市青葉区

R3-02154 令和3年10月14日 四六時中　仙台幸町店 宮城県仙台市宮城野区幸町5-10-1 イオン仙台幸町店1F http://www.aeoneaheart.co.jp 仙台市宮城野区

R3-02155 令和3年10月14日 HOME calale 宮城県仙台市宮城野区西宮城野4-7 ソレイユ宮城野1F 仙台市宮城野区

R3-02156 令和3年10月14日 餃子居酒屋　彩 宮城県仙台市若林区河原町1-5-11 仙台市若林区

R3-02157 令和3年10月14日 伊達の牛たん本舗　本店 宮城県仙台市青葉区本町1丁目1-1 アジュール仙台B1 仙台市青葉区

R3-02158 令和3年10月14日 いづも 宮城県仙台市青葉区中央3-7-5 仙台パルコ2 1階 https://www.hotpepper.jp/strJ001224629/ 仙台市青葉区

R3-02159 令和3年10月14日 塩竈　すし哲 宮城県塩竈市海岸通2-22 http://www.shiogama-sushitetsu.com/index.htm 塩竈市

http://www.handaya.jp/
http://www.aeoneaheart.co.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ001224629/
http://www.shiogama-sushitetsu.com/index.htm

