
STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
味噌乃屋田所商店 岩沼店 宮城県岩沼市桜３－１２－３１
国産大豆専門 兎豆屋（とまめや） 宮城県仙台市青葉区福沢町４－５２
仙臺まころん本舗 宮城県仙台市青葉区小田原４－１－３４
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
スガ焙煎珈琲豆屋 宮城県仙台市青葉区宮町２－２－２０
ＢＡＮＮＡ ＢＵＬＬ ＪＵＭＰ 宮城県仙台市青葉区宮町２丁目２－２５
茶寮ここの 宮城県仙台市青葉区宮町宮町４－７－１７
宮町酒場 ななまる 宮城県仙台市青葉区宮町三丁目９－２７レゾンデートル１０２
ハミングバード宅配研究所 宮城県仙台市青葉区上杉３－８－２３セーブルビル１
明月苑 上杉店 仙台市青葉区上杉１丁目４－２５
FRESH BAKERY&CAKE 石井屋 宮城県仙台市青葉区上杉１－１３－３１
たなべ家 宮城県仙台市青葉区上杉１－７－２７守ビル
集合郎 上杉店 宮城県仙台市青葉区上杉１－８－１７上杉２１ビル地下１階
ｍʼｓ ｃｈｉｆｆｏｎ 宮城県仙台市青葉区上杉１－８－３７アサヒマンション１階
ラ キュイ キュイ 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目１７－９ヴィアーレ勾当台１１階
日本料理ゆう 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目７－３４鈴木ビル１Ｆ
(Kitchen Club Dunk) KCD 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目８－１７上杉２１ビル１Ｆ
炭火焼肉  ばた 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目９－１０
和寮 真木 宮城県仙台市青葉区上杉３丁目１－１０ＴＨＡＢＡＮＫＳ１－１０５
焼肉 紡 宮城県仙台市青葉区上杉３丁目６－１３
インドレストランガネーシャ上杉店 宮城県仙台市青葉区上杉５－７－２４ＳＥＳビル１階
ＣＡＦＥ ＡＭＥＲＩＣＡＳ 宮城県仙台市青葉区上杉６ー２ー２９カサハラビル１０１号
ステーキハウス仙 仙台市青葉区錦町１－４－９
中国料理 龍亭 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目２－１０
Ｂａｋｅｓｈｏｐ Ｈｉｐｐｏ 宮城県仙台市青葉区錦町２－３－４４錦ビル５号室
ＴｏｎＧａｌｌｉａｎｏ 宮城県仙台市青葉区花京院１丁目２ー１５ソララプラザビル１Ｆ
夕焼け麦酒園 宮城県仙台市青葉区花京院１－２－２０
ほやほや屋 宮城県仙台市青葉区花京院１－５－２１昇龍ビルＢ１Ｆ
ハミングバード本町店 宮城県仙台市青葉区本町２丁目６－１６
串鳥 仙台本町店 仙台市青葉区本町１丁目１１－１４ＨＡＮＩＸビルⅡ１Ｆ
牛たん炭焼 利久 花京院店 仙台市青葉区本町１丁目１２－１サンライズ仙台本町ビル
牛たん炭焼 利久 本町店 仙台市青葉区本町２丁目６－１３
佐々重 本店 仙台市青葉区本町２丁目８－５
亞呉屋 仙台本町店 宮城県仙台市青葉区本町２－９－２
宮城県庁カフェテリアけやき 宮城県仙台市青葉区本町３－８－１
まんまのＴＯＮ  ＴＯＮ 宮城県仙台市青葉区本町１－１２－１２ＧＭビル地下１階
高橋と小籠包 宮城県仙台市青葉区本町１－２－５第３志ら梅ビル１階
すし花一寿美 宮城県仙台市青葉区本町１－９－２３ＢＦＥビル２階
趣おもぶき 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１３－１６イエロービル１Ｆ
ｎｏｎｎａ ｅ 宮城県仙台市青葉区本町１丁目６－２５
氏ノ木2 宮城県仙台市青葉区本町２－１７－１本町Ｎビル
カズノリ イケダ 定禅寺通店 宮城県仙台市青葉区本町２－１８－２３定禅寺通店
ｍｏｒｃ 宮城県仙台市青葉区本町２－９－２０ＢＩビル２０２
本町和処あかり 宮城県仙台市青葉区本町２丁目４－１６エスペランサ本町ビル１階
炉地ＢＡＲ 八兵衛 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１－１４－１Ｆ
七右衛門 宮城県仙台市青葉区中央２丁目５－１５
しゃべコミュ 仙台店 宮城県仙台市青葉区中央２－７－３０角川ビルＢ１
おにぎり処 あみ 宮城県仙台市青葉区中央４－４－２丸寿ビル３Ｆ
米沢牛焼肉仔虎 仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央１－６－１ＨｅｒｂＳＥＮＤＡＩ８Ｆ
まる特漁業部 名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央１－７－４宮城商事ビルＢ１
牛刺しと焼肉仔虎 クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央２－３－１８－Ｂ１Ｆ
新伝馬町 三七三 宮城県仙台市青葉区中央２－７－３０角川ビル
ＶＩＮＤＯＭＥ 宮城県仙台市青葉区中央３－５－１Ｔ＆Ｉビル１Ｆ
油食来 仙台駅前朝市店 宮城県仙台市青葉区中央４-３-１東四市場２階
ＡＯＹＡ 宮城県仙台市青葉区中央１－１－５
奥州魚河岸酒屋 天海のろばた 宮城県仙台市青葉区中央１－６－１ハーブ仙台６Ｆ
イチノイチ 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１－５
塚田農場 仙台名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央１丁目７－１８日吉第一ビル２Ｆ
仙台駅前 みやぎ鮮魚店 仙台市青葉区中央１丁目１－１
ヴァサラロード 仙台市青葉区中央１丁目３－１
スターバックスコーヒー 仙台市青葉区中央１丁目３－１
ホシヤマ珈琲店 仙台市青葉区中央１丁目３－１
リゴレット タパスラウンジ 仙台市青葉区中央１丁目６－１ＨＥＲＢＳＥＮＤＡＩ１Ｆ
牛たん炭焼 利久 仙台西口本店 仙台市青葉区中央１丁目６－１ＨＥＲＢ－ＳＥＮＤＡＩ５Ｆ
和食処 大ばん 仙台市青葉区中央１丁目７－６西原ビル地下１階
串鳥 仙台駅西口店 仙台市青葉区中央１丁目８－２６ラ・サーミビル
イタリアントマトカフェジュニア仙台名掛丁店 仙台市青葉区中央１丁目８－２９ＪＹビル１Ｆ
牛たん炭焼 利久 名掛丁店 仙台市青葉区中央１丁目８－２９ＪＹビル１Ｆ
酒楽 仙台駅前店 仙台市青葉区中央１丁目８－３８ＡＫビル５Ｆ



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
牛たん炭焼 利久 中央通り店 仙台市青葉区中央２丁目２－１６
Ｌａｔｔｉｃｅ仙台クリスロード 仙台市青葉区中央２丁目２－３２
笹かまぼこの老舗 阿部蒲鉾店 本店 仙台市青葉区中央２丁目３－１８
久世福商店 仙台クリスロード店 仙台市青葉区中央２丁目３－２２－１Ｆ
菜時季 大原 仙台市青葉区中央３丁目１－２１ＵＳビル１９６Ｆ
かこいや 仙台駅前店 仙台市青葉区中央３丁目６－１０マックスマクダビル６Ｆ
串鳥 南町通店 仙台市青葉区中央３丁目８－３３ピースビル２Ｆ
牛たん炭焼 利久 北目町店 仙台市青葉区中央４丁目９－７
バール ダイコク 宮城県仙台市青葉区中央１－７－６西原ビル２Ｆ
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
居楽屋白木屋仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央１－８－２６ラ・サーミビル５
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
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
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
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
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
平禄寿司 仙台青葉クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央２－２－２６
びっくりドンキー クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央２丁目４－１０ガレリアクリス
炭焼牛たん東山 仙台本店 宮城県仙台市青葉区中央２丁目６～３０
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荘銀ビル２Ｆ
御酒印船仙台店 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１－２４荘銀ビルＢ１
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丁目１－３プレイビル１Ｆ
仙台の台所牡鹿半島 宮城県仙台市青葉区中央４丁目３－１
いたがき 朝市店 宮城県仙台市青葉区中央４丁目３－２３
亞呉屋 仙台店 宮城県仙台市青葉区中央１－１０－２５
うす皮鯛焼き 鯛きち 名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央２－１－３０
菅原園 三瀧山不動院店 宮城県仙台市青葉区中央２－５－７
すてーきはうす伊勢屋 クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央２－６－７Ｂ１
こがね海産物 宮城県仙台市青葉区中央３－８－５
金華山髙野商店 宮城県仙台市青葉区中央３－８－５新仙台駅前ビル１Ｆ
鮮魚の亀水 宮城県仙台市青葉区中央３－８－５新仙台駅前ビル１Ｆ
うす皮鯛焼き 鯛きち 仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央３丁目６－３
（有）丸文丸隆商店 宮城県仙台市青葉区中央４－３－２３カネマビル内
肉の大成 仙台朝市通り店 宮城県仙台市青葉区中央４－３－２５
アイ・カフェ 仙台駅西口店 宮城県仙台市青葉区中央３丁目６－１
ＡＳＩＡＮ ＴＲＩＢＥ 宮城県仙台市青葉区中央１－１０－２５ＥＤＥＮ内
Ｌｏｖｅ＆Ｃｈｅｅｓｅ ＥＤＥＮ仙台店 宮城県仙台市青葉区中央１－１０－２５ＥＤＥＮ内
かき小屋 飛梅 仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央１－６－３９菊水ビル仙台駅前館２Ｆ
牡蠣バル ＴＯＢＩＵＭＥ 仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央１－６－３９菊水ビル仙台駅前館３階
カーサ・デル・ソル 宮城県仙台市青葉区中央１－７－４０大野第一ビル５Ｆ
焼肉・ホルモン かないや 宮城県仙台市青葉区中央１－８－２９ハピナ名掛丁ＪＹビル１Ｆ
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１－８－３８ＡＫビル７Ｆ
大衆酒場 おにやんま仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１０－２５ＥＤＥＮ内
松澤蒲鉾店 ハピナ名掛丁本店 宮城県仙台市青葉区中央１丁目８－２８
大正園 宮城県仙台市青葉区中央１丁目８－３３
牛タン居酒屋ここや 宮城県仙台市青葉区中央２－１１－１１おおともビル３階
にほんしゅ屋シマウマ酒店Ｎｉｃｏ 宮城県仙台市青葉区中央２－１１－２２第５太田ビル１階
大衆酒場 おにやんま３号店 宮城県仙台市青葉区中央２－１１－３０ＹＳビル１階
味の牛たん喜助 駅前中央店 宮城県仙台市青葉区中央２－１－２７エバーアイ３Ｆ
なごみだいにんぐ 飛梅 クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央２－２－３０ニッコービル２階
Ｏｕｐｅ 宮城県仙台市青葉区中央２－２－３８ｆｏｒｓｅａｓｏｎＢ１Ｆ
居酒屋 鳥幸 宮城県仙台市青葉区中央２－６－１９豊栄堂ビルＢ１
肉バルカフェ ミートスタイルバル 宮城県仙台市青葉区中央２－６－３３
串屋名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央２－６－６多楽茶屋ビルＢ１Ｆ
肉山 仙台 宮城県仙台市青葉区中央２丁目６－２２森屋ビル２Ｆ
NONBEE NEO 宮城県仙台市青葉区中央３－１０－２２第六菊水ビル３Ｆ
もんじゃ焼 下町や 宮城県仙台市青葉区中央３－１０－３ＤＳ中央ビル２Ｆ
紅茶と洋酒のお店 リンクス 宮城県仙台市青葉区中央３－２－１６第２ＭＫビルＢ１Ｆ
癒．酒．屋． わおん 宮城県仙台市青葉区中央３－３－１８新庄ビル地下１階
餃子番⾧ 炎のもつ家 甚助 宮城県仙台市青葉区中央３－５－１４セントラルパークビル１Ｆ
かまくら 仙台店 宮城県仙台市青葉区中央３－６－１仙台ＴＲビル８Ｆ
博多でべそ 仙台南町通店 宮城県仙台市青葉区中央３－６－１２仙台南町通ビル３Ｆ
鳥放題 仙台南町通り店 宮城県仙台市青葉区中央３－６－１２仙台南町通りビル２Ｆ
ｓｏｕｔｈａｖｅ．ｎｅｗ仙臺ＺＡ 宮城県仙台市青葉区中央３丁目５番１４号セントラルパークビル
ヘンボッハンテッペ 宮城県仙台市青葉区中央４－１－１イービーンズ
ぐずらもずら 宮城県仙台市青葉区中央４－１－３仙台プレイビル２Ｆ
旬菜 雅 宮城県仙台市青葉区中央４－１－３仙台プレイビル地下１階
Ｎｅｏ Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ 宮城県仙台市青葉区中央４－２－９
株式会社すずや穀物 仙台朝市店 宮城県仙台市青葉区中央４－３－２３
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※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
有限会社 ふじや千舟 本店 宮城県仙台市青葉区中央４－７－１８
マルモ 宮城県仙台市青葉区中央４丁目３－２８朝市ビル１Ｆ
ときわ亭中央４丁目店 宮城県仙台市青葉区中央４丁目９－６佐藤ビル１Ｆ
BUDDY BUDDY SENDAI EDEN 宮城県仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ＥＤＥＮ
露庵 うめ治 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６－２３鹿島ビル１階
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２Ｆ
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ 仙台五橋公園店 宮城県仙台市青葉区五橋１－１－１７－１Ｆ
ｍｉｒｏｋｕ 五橋店 宮城県仙台市青葉区五橋２－１１－１８第３ショーケイ
有限会社望月 仙台市青葉区五橋１－７－４
周平ケータリング 仙台市青葉区五橋１丁目６－１１
五橋のチキン野郎!周平 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６－８遠藤ビル１Ｆ
和醸良酒隆の恵 宮城県仙台市青葉区五橋２丁目１０－２４
自然卵のクレープ五橋店 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１－１８第三ショーケービル１０７号室
道草屋 宮城県仙台市青葉区北目町１－４０－１Ｆ
喜良久亭 宮城県仙台市青葉区北目町３－８
うす皮鯛焼き 鯛きち 木町通り店 宮城県仙台市青葉区木町通２丁目４－３１
牛たん焼き専門店 虎仙 宮城県仙台市青葉区木町通１－２－４１
中華料理満州園 宮城県仙台市青葉区木町通２丁目１－１５
松尾弦楽器 仙台店 宮城県仙台市青葉区二日町１３－３ロイヤルヒルズ二日
天ごく生まれ 宮城県仙台市青葉区二日町１７－２９菊田ビル１Ｆ
焼きたて食パン専門店「一本堂」仙台二日町店 宮城県仙台市青葉区二日町１０－２６
蕎と旬 さがゑもん 宮城県仙台市青葉区二日町１１－１７
てつ 宮城県仙台市青葉区二日町１３－２２カルコス仙台ビル１０２
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仙台二日町ＡＢビル２Ｆ
ｐｅｒｓｉｍｏｎ 宮城県仙台市青葉区二日町１８－１６アムコ二日町ビル１Ｆ
和洋食とお酒 山川食販 宮城県仙台市青葉区二日町１８－２２日東ハイツ１階Ｃ号室
十割そば 初音 宮城県仙台市青葉区二日町１８－２３
チャオチャオ餃子仙台北四番丁店 宮城県仙台市青葉区二日町１８ー２２日東ハイツ１階
韓国家庭料理 しゅん 宮城県仙台市青葉区二日町３ー３２深松ビル１Ｆ
ｃａｆｅ ｓａｌｕｔ 宮城県仙台市青葉区二日町６－６シャンボール青葉１Ｆ
九二四四 宮城県仙台市青葉区二日町９－７大木青葉ビル１階
クラフトビアマーケット仙台国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町２－１－１２瀬戸勝ビル１Ｆ
ホルモン家本舗稲荷小路店 宮城県仙台市青葉区国分町２－１１－１１千松島ビル１
Ｒｏｕｔｅ ２２７ｓʼ ｃａｆｅ ＴＯＨＯＫＵ 宮城県仙台市青葉区国分町３－１－１勾当台公園内
牛たん炭焼 仁 宮城県仙台市青葉区国分町２－２－２２ＥＸプラザビル
路地 とうや 宮城県仙台市青葉区国分町２－１－２６
丸特漁業部 すし別館 宮城県仙台市青葉区国分町２－１２－７ＭＯＲＩＸ翠
備⾧炭焼肉としゃぶしゃぶ仔虎 国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町２－９－３７レインボーステーションビル２Ｆ
チョコレートな関係 宮城県仙台市青葉区国分町１ー６ー３古拙ビル１階
酒房幸村 宮城県仙台市青葉区国分町２-１２-１９第三協立ビル一階
株式会社松平商店 宮城県仙台市青葉区国分町３-８-２０
お粥専門店 上海邨 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目９-１６クレーネ日泉ビル１０１
日本酒処 参壱丸撰 ～さんいちまるさん～ 宮城県仙台市青葉区国分町２－７－７あんでるせんビル２Ｆ
炭火牛タン仙台旬菜 りとらい 仙台市青葉区国分町２丁目１２－１８ＦＬ仙台ビル
炭火居酒屋 たま 仙台稲荷小路店 仙台市青葉区国分町２丁目１－２２Ｂ１Ｆ
ほたる 仙台店 仙台市青葉区国分町２丁目１－３ユーラクフレンディア５Ｆ
割烹 仙令鮨 仙台市青葉区国分町２丁目１４－２５山国ビル２Ｆ
Ｌｕｍｉｅｒｅ 仙台市青葉区国分町３－９－１
やきとりの扇屋 仙台国分町店 仙台市青葉区国分町３丁目８－９大西ビル１Ｆ
炭火ダイニングにわか 仙台市青葉区国分町２丁目１－２０－Ａ
伊達の牛たん本舗 青葉城展示資料館 宮城県仙台市青葉区川内１青葉城跡内
仙台地物屋 炉だん 宮城県仙台市青葉区国分町２－１０－３３
広東料理 桃花 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目８－１２国分町Ｋビル
フラットホワイトコーヒーファクトリーDOWNTOWN 宮城県仙台市青葉区国分町１－１－１７
焼肉 三水苑 国分町 にごう 宮城県仙台市青葉区国分町１－６－１３
animo (healthy×Italian Lunch) 宮城県仙台市青葉区国分町１－６－１５奥田ビル３Ｆ
あかちょうちん 仙台 国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町１丁目６－１５奥田ビル２階
さかな屋ｓａｎｃｏ 宮城県仙台市青葉区国分町１丁目８－１４仙台協立第２ビル１階
いわさき 宮城県仙台市青葉区国分町２－１０－１３ＹＳ２１ビル１階
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
仙台 五臓六腑 宮城県仙台市青葉区国分町２－１０－３バンガロービル１Ｆ～４Ｆ
牛たん 一福 宮城県仙台市青葉区国分町２－１０－４魚好ビル１Ｆ
居酒屋やきとり牛たん焼助国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町２－１１－１１千松島ビル１Ｆ
～炙り屋～ ＧＲＩＬＬＭＡＮ 宮城県仙台市青葉区国分町２－１－１３ハイマートビル４Ｆ
完全個室和食 ～郷土料理～ 心平 宮城県仙台市青葉区国分町２－１－１５猪股ビル３・４Ｆ
創作ＳＯＢＡ×炭火焼 結庵国分町店（ゆい 宮城県仙台市青葉区国分町２－１１－８ＭＳＣビル１Ｆ
美食空間 きょういち 宮城県仙台市青葉区国分町２－１１－８ＭＳＣビルディング２Ｆ
焼肉 仙蔵 宮城県仙台市青葉区国分町２－１－２０うめはらビル３Ｆ
仙台牛タン居酒屋 番屋 集合郎 国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町２－１－２０うめはらビル地下１階



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
料理人 えとう 2丁目店 宮城県仙台市青葉区国分町２－１２－１８ＦＬ仙台ビル１Ｆ
路地裏 ｇｒａｚｉｅ 宮城県仙台市青葉区国分町２－１２－２０都ビル２階
海鮮割烹 魚旨処 しゃりきゅう 宮城県仙台市青葉区国分町２－１２－４セブンビレッジビル１Ｆ
発酵の里 侘びいち 宮城県仙台市青葉区国分町２－１２－５凱旋門ビル１Ｆ
旬味食彩 佳乃 宮城県仙台市青葉区国分町２－１－２８鈴木ビル２階
上野台二代目 串正 宮城県仙台市青葉区国分町２－１３－２
Ｏｓｔｒａ ｄｅ Ｏｌｅ 宮城県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
ＢＩＳＵＩはんぞう 宮城県仙台市青葉区国分町２－１４－２５ホテル定禅寺
祭居酒屋 みこし 宮城県仙台市青葉区国分町２－１５－１０ＪＰビル４Ｆ
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２Ｆ
壱一（いち）  ～うまいもんｄｅしあわせ 宮城県仙台市青葉区国分町２－６－１３相沢ビル２Ｆ
焼肉屋 ローズガーデン 宮城県仙台市青葉区国分町２－８－１２ＫビルＢ１Ｆ
神楽 宮城県仙台市青葉区国分町２－８－１５－２Ｆ
鶏一番星 国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町２－９－１０南条ビル２Ｆ
仙台料理 ほんま 宮城県仙台市青葉区国分町２－９－１７Ｊ．ＰＲＡＤＡビルＢ１Ｆ
べっか 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目１０－１１第三吉岡屋ビル７Ｆ
国分町 ＲＯＵＮＤ ＤＩＮＩＮＧ（ラウンドダイニング） 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目１０－７大内ビルＢ１Ｆ
ＢＡＲ ＢＵＬＬ 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目１０の２３マルイプラザ４階
ニコバー仙台 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目１－１１ソシアルビル６階
骨付き鶏 ひなや 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目１５－１０ＪＰビル１Ｆ
ocean fatare 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目１５－２グランパレビル１Ｆ
贔屓(ひいき) 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目１５－２グランパレビル１Ｆ
ＢＵＴＡ－ＫＡＮ ＫＯＲＥＡＮ＆ＣＨＩＮ 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目５－１７車屋ビル１階
大魔王ＨＯＵＳＥ（大魔王ハウス） 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目５－１８コロニアルハウス１Ｆ
Ichiryu 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目８－２八百重ビル２Ｆ
LAF 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目９－１６クレーネ日泉ビル１Ｆ
炭火串焼ダイニング ＴＡＭＡＭＩＹＡ 宮城県仙台市青葉区国分町３－１－３残間・米屋ビル２Ｆ
大人焼肉 Momo 宮城県仙台市青葉区国分町３－１－３残間米屋ビル５Ｆ
バルセロ 宮城県仙台市青葉区国分町３－３－５リスズビルＢ１
東龍門 県民会館店 宮城県仙台市青葉区国分町３－３－７東京エレクトロンホール宮城２Ｆ
居酒屋 仙きち 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１－１５ＩＩＮＥビル１Ｆ
百万馬力 国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目５－１８
炭焼 松 宮城県仙台市青葉区大町２－３－７関ビル１Ｆ
どん亭 宮城県仙台市青葉区大町２丁目１４-１４
ビストロやえがし 仙台市青葉区大町２－４－１グランドソレイユ大町２ＦＢ
バリバリ 青葉通り店 仙台市青葉区大町２丁目２－２メゾン青葉１Ｆ
Ｌｏｃａｌｅ 仙台市青葉区大町２丁目４－１グランドソレイユ大町２Ｆ－Ａ
とんかつ処岩松 宮城県仙台市青葉区大町２－１３－１６
一風堂 仙台青葉通り店 宮城県仙台市青葉区大町２丁目１－２４副都心ビル百番
レストランmiura 宮城県仙台市青葉区大町１丁目１－１８西欧館１Ｆ
saRon de RonRon - サロン・ド・ロンロン 宮城県仙台市青葉区大町１丁目４－１０ココエステートジャパン大町ビル１Ｆ
パーマネント 宮城県仙台市青葉区大町２－１４－１１－３０３
Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ Ｌｌｏｙｄ 宮城県仙台市青葉区大町2-5-10御譜代町ビル1F
Ｃａｆｅ Ｓｃｈａｌｅ 宮城県仙台市青葉区大町２－６－２７岡元ビル３階
大町 二代目 幸五郎 宮城県仙台市青葉区大町２－８－１
HAVE A GOOD SLICE SENDAI 宮城県仙台市青葉区大町２－８－２８
ｃａｆｅ えにしえ 宮城県仙台市青葉区大町２丁目６－１７ＨＡＬＢＬＤ４２階
KUMARI 西公園店 宮城県仙台市青葉区大手町７－２１
鳥放題 仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区１番町３－４－２６よろづ園ビル３Ｆ店舗
エビアン東一店 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目５－１Ｆ大一野村ビル２
南欧バル イナトーラ 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目３－２２－１Ｆ
チューリップハウス 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目３－３０
稲虎２ 宮城県仙台市青葉区一番町４－４－７
折衷Ｂａｒ シヅクトウヤ 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目４－５－Ｂ１Ｆ
セガフレード・ザネッティ・エスプ 宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１
ジーノクラシック 宮城県仙台市青葉区一番町４－３－１菅原酒店ビル２Ｆ
ＭＥＡＴ ＭＡＮ 仙台 宮城県仙台市青葉区一番町４－３－５－Ｂ１Ｆ
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４－３－５都ビル２Ｆ
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１Ｆ
寿寿 宮城県仙台市青葉区一番町４－５－２第２むさしビル
油食来 定禅寺通本店 宮城県仙台市青葉区一番町４-１０-１１ＦＲＫビル１階
炎助 宮城県仙台市青葉区一番町４-５-３
山形蕎麦と炙りの焔藏 一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町３－１－１６地下１ＦＰＡＲＭ－ＣＩＴＹ１３１
パッケージプラザ仙台南町通り店 仙台市青葉区一番町１丁目４－３０さのやビル
牛たん炭焼 利久 サンモール一番町店 仙台市青葉区一番町２丁目３－２７
串鳥 青葉通一番町店 仙台市青葉区一番町２丁目５－１大一野村ビル１Ｆ
３ＣＯＩＮＳ 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町３丁目１－１３
お茶の井ヶ田 一番町本店 仙台市青葉区一番町３丁目８－１１
まる 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町４丁目２－１３エビスヤビル２Ｆ



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
串鳥 仙台虎屋横丁店 仙台市青葉区一番町４丁目３－１７
なかすっ娘 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町４丁目３－２８第一勝山ビルＢ１
磯丸水産 一番町店 仙台市青葉区一番町４丁目５－２０松葉屋ビル１、２Ｆ
イタリアントマト カフェジュニア仙台一番町通り店 仙台市青葉区一番町４丁目５ー１２
山の猿 仙台一番町店 仙台市青葉区一番町４丁目９－１７イワマ靴店三越前ビルＢ１
おそばさん竹 仙台市青葉区一番町４丁目９－２４さん竹ビル
タイプレミアムカレーCHADA 仙台市青葉区一番町１丁目１５－２０薗田ビル２Ｆ
和だしキーマカレーＭＵＳＡＳＨＩ 宮城県仙台市青葉区一番町４－７－７六三四
とんかつと豚料理 平田牧場 仙台ファーストタワー店 宮城県仙台市青葉区一番町３ー１ー１仙台ファーストタワーアトリウム棟２Ｆ
猫カフェ Puchi Marry(ぷちまりー)仙台青葉店 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目１１－１１－２Ｆ
星乃珈琲店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２－２５一番町加金ビ
幸楽苑仙台広瀬通店 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目７－２２
ＣＨＩＡＮＴＩ－ＢＵＯＮＯ 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目８－４大雅ビル２階
平禄寿司 仙台青葉広瀬通店 宮城県仙台市青葉区一番町４－２－３ひろせ庵ビル１階
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
平禄寿司 仙台青葉一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町４－５－２５
いたがき 東一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目３－１９
ダイニングダーツバーBee 仙台店 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目３－２７ガレリア一番
旬味旬鮮せんな 宮城県仙台市青葉区一番町３－８－１
アイ・カフェ仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町３－１０－２３ベルモーズビル３Ｆ
喫茶エルベ 宮城県仙台市青葉区一番町１－１－３０有楽館ビル地下３号
珈琲飲み処 いりたてや 宮城県仙台市青葉区一番町１－１４－３０バイブス一番町１Ｆ
ＮＯＴＴＩｖａｇｏ 宮城県仙台市青葉区一番町１－６－１２ＹＪ一番町４
ｇｏｕｔ 宮城県仙台市青葉区一番町１－６－９ＩＢＩＺＡビル１Ｆ
街の惣菜やｍｏｎ 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１１－３４
本格中華料理 馨苑 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１－３０有楽館ビルＢ１Ｆ
ダボス 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目６番１９号壱番館ビルＢ１
Ｎａｍａｓｋａｒ仙台店 宮城県仙台市青葉区一番町２－２－１１ＴＫビルＢ１
ＫＡＮ－ＣＨＡＮ 宮城県仙台市青葉区一番町２－３－２８８１号
居酒屋 きのえ 宮城県仙台市青葉区一番町２－３－２８－１１６号
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
憩 宮城県仙台市青葉区一番町２－３－３Ｊ－ＢＯＸビル２Ｆ
ピッツェリアろっこ 宮城県仙台市青葉区一番町２－３－３０いろは横丁４９
カズノリ イケダ 南町通店 宮城県仙台市青葉区一番町２－３－８
カフェ高麗屋 宮城県仙台市青葉区一番町２－４－１９シリウス一番町ビル２階
葡萄蔵一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町２－５－１２一番町中央ビル１Ｆ
大衆酒場 おにやんま 一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町２－５－６
秋商酒場 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目３－３０いろは横丁
ＨＩＧＨＢＵＲＹ（ハイバリー） 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４－７文横ビル３Ｆ
ｂｒａｓｓｅｒｉｅ ｐａｔｒｉｅ 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４－７新文横ビル２Ｆ北側
ｄａｒｅｓｔｏｒｅ 宮城県仙台市青葉区一番町３－１１－２７かねはち一番町ビル３Ｆ
仙台個室居酒屋はれた 宮城県仙台市青葉区一番町３－１１－７ＢＥＬＬＡビル２５Ｆ
もり鮮一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町３－１－１７レゼル百反ビル３階
上島珈琲店 仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町３－６－１一番町平和ビル１２Ｆ
安土 ＡＮＤ （アンド） 宮城県仙台市青葉区一番町３－８－１ラ・ベルヴィビル３Ｆ
夜市 ＹＯＲＵＩＣＨＩ 宮城県仙台市青葉区一番町３－８－１ラ・ベルヴィビル４Ｆ
シーシャカフェＤＵＳ 宮城県仙台市青葉区一番町３－８－１ラベルヴィビル４Ｆ
ＯＳＴＥＲＩＡ ＪＡＰＰＳ 宮城県仙台市青葉区一番町３－８－１ラベルヴィビル３０３
鎌倉パスタ 仙台マーブルロード店９０２０１ 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目２－２４
ジンホア仙台 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目３－２６
夜ノ焼き魚ちょな 宮城県仙台市青葉区一番町４－１－１セントラルビル地下１階
Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ Ｐｏｃｈｉ 宮城県仙台市青葉区一番町４－１－１仙台セントラルビルＢ１
シマウマ酒店 宮城県仙台市青葉区一番町４－１－１６ＨＹビル１階
カラオケ＆ダンス ボギーズ 宮城県仙台市青葉区一番町４－３－１菅原酒店ビル５階
Ｒｉｂʻｓ 宮城県仙台市青葉区一番町４－３－１－Ｂ１Ｆ
鉄板ダイニング鼎 宮城県仙台市青葉区一番町４ー３－１１
千房 一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町４-４-３３ブラザートレンドビル３Ｆ
魚貝バル ＳＯＬＡ 宮城県仙台市青葉区一番町４－４－４三桝ビルＢ１Ｆ
富貴寿司 虎屋横丁本店 宮城県仙台市青葉区一番町４－４－６虎横ビル
エビアン東一北店 宮城県仙台市青葉区一番町４－５－２２
カフェプロコプ 宮城県仙台市青葉区一番町４－５－２ムサシビル
仙臺餃子かんじ 宮城県仙台市青葉区一番町４－６－１６
壱松 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目４－２一番町Ｋビル１Ｆ
日本料理ｅ． 仙台市青葉区片平１丁目１－１８
日本料理 ｅ． 宮城県仙台市青葉区片平１－１－１８バレンタインハウス１Ｆ
須藤商店 仙台市青葉区米ケ袋１－４－４６
LYNX 宮城県仙台市青葉区霊屋下１０－２７ロジェあいはら
客人 宮城県仙台市青葉区春日町３－４中村ビル１Ｆ
満天 改 香王 宮城県仙台市青葉区春日町２-２２大沼ハイツ１階



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
薬膳鍋 二十四節氣 宮城県仙台市青葉区春日町１－５ＳＫビル定禅寺２階
ＢＹＲＯＮʼＳＣＡＦＥ 宮城県仙台市青葉区春日町８－１４
あげものがかり 宮城県仙台市青葉区立町１-７タモリビル１Ｆ
Ｌａ ｔｅｒｒｅ 宮城県仙台市青葉区立町２３－１６－１Ｆ
鮨 よねくら 宮城県仙台市青葉区立町１４－４プラスワン１０１
天野 宮城県仙台市青葉区立町２５－２７第二桃李園ビル１階１０２号
仙台発スープカレー専門店ＭＯＲＩ 宮城県仙台市青葉区支倉町３－４３遠藤ビル１Ｆ
カフェ 二人静 宮城県仙台市青葉区八幡２－１３－２３
平禄寿司 仙台青葉八幡町店 宮城県仙台市青葉区八幡３－１－５０レキシントンプラザ八幡内
Ｈａｌａｌ Ｈｕｂ Ｃａｆｅ 宮城県仙台市青葉区八幡２－１２－１１
cafe＆market くまと文鳥 宮城県仙台市青葉区八幡２－２－８
いたがき 大学病院店 宮城県仙台市青葉区星陵町１－１東北大学病院内
ぽくらてす 宮城県仙台市青葉区星陵町２－１星陵会館内
Ｗｉｎｅ Ｓｔｏｒｅ ブドウの木 仙台市青葉区広瀬町３－４８－１Ｆ
稲庭うどん 瀧さわ家 宮城県宮城郡利府町赤沼字浜田１００－８３
幸楽苑利府森郷店 宮城県宮城郡利府町森郷新太子堂１９５
米沢牛焼肉仔虎 利府店 宮城県宮城郡利府町加瀬新前谷地４－３
牛たん炭焼 利久 利府店 宮城県宮城郡利府町加瀬新前谷地４５
パンセ 利府本店 宮城県宮城郡利府町利府堀切前４１－１
びっくりドンキー利府店 宮城県宮城郡利府町利府字新並松４６番地１
珈琲館 利府店 宮城県宮城郡利府町利府堀切前２１－１
ばーすでい利府菅谷台本店 宮城県宮城郡利府町菅谷台３－３－１
パティスリー ハッチ 宮城県宮城郡利府町菅谷台３丁目１３の１
阿部蒲鉾店 松島寺町店 宮城県宮城郡松島町字町内５８
まる特漁業部 松島店 宮城県宮城郡松島町松島字仙随３２－２
株式会社山根商店 宮城県宮城郡松島町松島字小梨屋７－１６
南部屋 宮城県宮城郡松島町松島町内１０３
牛たん炭焼 利久 松島海岸駅前店 宮城県宮城郡松島町松島町内４５
パンセ 松島店 宮城県宮城郡松島町松島町内７５１４
紅蓮屋 心月庵 宮城県宮城郡松島町松島町内８２
エムパントリ－ 宮城県宮城郡松島町松島字仙随１０
金松堂本店 宮城県宮城郡松島町松島字町内１００
イルカフェ 松島 宮城県宮城郡松島町松島字町内１１２陸奥ビル１Ｆ
LITTLE SPARROW 宮城県宮城郡松島町松島字町内１５８番地
伊達なおみやげ堂 宮城県宮城郡松島町松島字町内７５－１６
丸山本店 松島玉手箱館 宮城県宮城郡松島町松島字町内７５番１４号丸山本店ビル
松島離宮 ロッカー 宮城県宮城郡松島町松島浪打浜１８
ジョイフル石巻インター店 宮城県東松島市赤井字鷲塚２６
幸楽苑矢本店 宮城県東松島市矢本作田浦１９１－２
レストランぱらだいす 宮城県東松島市矢本字河戸２４
矢太郎 宮城県東松島市矢本字河戸３３－７小野ビル１階
ＲｏｎＤ Ｆａｃｔｏｒｙ 宮城県仙台市青葉区北根３－１９－２５－１０１
くくる 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘１－６－２１
ｗｉｔｈ ＤＯＧ 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘２－４－１４ＳＱビル１Ｆ
ジョイフル仙台東照宮店 宮城県仙台市青葉区高松２丁目５－１６
芳正 ～酒ト肴～ 宮城県仙台市青葉区堤町３－１－６１横山ビル１Ｆ
ＮＡＧＥＬＩＢＲＥ ＫＡＭＩＹＡＭＡ 宮城県仙台市青葉区昭和町２－２３ノーヴスアーバンビル２０１
Ｑｕｉｅｔ Ｃｏｒｎｅｒ 宮城県仙台市青葉区昭和町３３３１VillaSantaClara2F
Ｉｍａｇｉｎｅ 宮城県仙台市青葉区昭和町５ー１９
赤井沢雨宮店 仙台市青葉区堤通雨宮町２－２０
Ｃａｆｅ Ｋｏｔｏｎｏｈａ 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町５－２２ハイアット上杉１０１
おっぺしゃん本店 宮城県仙台市青葉区通町２－１３－３
炭火焼肉 大黒さん 宮城県仙台市青葉区青葉町２－３グラニットビル１Ｆ
Ｃａｆｅ 輪ｒｉｎｇ 宮城県仙台市青葉区葉山町２－１カリヨンコート１０２
新富寿司 宮城県仙台市青葉区東勝山２－７－２７
びっくりドンキー黒松店 宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘１丁目４５－９
トレンタ柏木店 宮城県仙台市青葉区柏木１丁目１－５１－１Ｆ
いわい洋菓子店 柏木店 宮城県仙台市青葉区柏木１－１－５０七宝ビル１Ｆ
ＴＨＩＮＫ 宮城県仙台市青葉区柏木２－６－２１サンワイド４２１Ａ
遊食屋 はたけ山 宮城県仙台市青葉区柏木３丁目５番１８号
中華れすとらん とらの子 宮城県仙台市青葉区中山５－１９－１３
ママのケーキ屋さん 宮城県仙台市青葉区中山６－２４－３０
はやま川平 ＫＥＳＥＲＡ 宮城県仙台市青葉区川平３－３７－７
幸楽苑荒巻店 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢１丁目１７－１３
お好み焼道とん堀 仙台中田店 宮城県仙台市太白区中田町字法地北１９－１３
幸楽苑中田店 宮城県仙台市太白区中田町杉ノ下１１－６
牛魔王 中田バイパス店 宮城県仙台市太白区中田町字神明東８－１
仙台家系ラーメン一翔 南仙台店 宮城県仙台市太白区中田６－３３－１
丸亀製麺 南仙台 仙台市太白区西中田７丁目１０－３６



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
お茶の井ヶ田喜久水庵 南仙台本店 仙台市太白区柳生２丁目６－３
平禄寿司 太白南仙台店 宮城県仙台市太白区柳生３－４－４
幸楽苑柳生店 宮城県仙台市太白区柳生４丁目３－１１
Ｃａｆｅ ｎｉｊｉｎｅｃｏ 宮城県仙台市太白区東中田２－２９－１２
せとや 宮城県名取市閖上１丁目４０２－５Ｅ－９街区
ｃａｆｅｍａｌｔａ 宮城県名取市閖上６－１０４－２４－５
山根屋商店 宮城県名取市閖上庚申塚６４６３４
カカポベーカリー 宮城県名取市美田園５－５－５エクセレントジールＶ１０１
大安食堂 名取店 宮城県名取市田高字原３３２番地
神明そば 慶 名取市田高神明１０
牛たん炭焼 利久 名取店 名取市田高南９－１
びっくりドンキー名取店 宮城県名取市田高字沢目４１４－１
ひとくち茶屋 名取田高Ｓ．Ｃ． 宮城県名取市田高字原５０９名取田高ショッピングセンター
麺舞 杉のや 宮城県名取市田高字神明１８０－１
自遊空間 名取店 宮城県名取市上余田字千刈田５４０－５
甘仙堂名取工場直営店 名取市下余田鹿島１３２
馬上かまぼこ店 名取店 宮城県名取市増田４－１－１２
守屋寿し 名取市増田北谷２４６－１
壽三色最中本舗 名取店 名取市増田柳田２５４－３
ジョイフル名取バイパス店 宮城県名取市増田３－８－４０
ハンバーグレストラン HACHI（ハチ） 名取本店 宮城県名取市増田字柳田５２９－１
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
焔藏 ＡＴＡＬＡＴＡ店 宮城県名取市杜せきのした５－３１－１
やきとりの扇屋名取杜せきのした店 名取市杜せきのした２丁目２－１７
魚鮮水産 名取杜せきのした店 名取市杜せきのした２丁目２－１７
ばーすでい名取本店 名取市杜せきのした４丁目４－１
星さん家のハンバーグ 宮城県名取市愛の杜１－３－１３
サッポロビール 仙台ビール園 名取市手倉田八幡３１０－１サッポロビール仙台工場内
幸楽苑名取大手町店 宮城県名取市大手町５丁目１８－２
佐藤たこやき屋 宮城県名取市小山１丁目１-８
パンセ 名取本店 名取市箱塚１丁目１９－２９
フロマージュ箱塚 名取市箱塚１丁目１９－２９
カフェテラス ソラ 宮城県名取市愛島郷１－４－３
Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆ｂａｒ Ｐａｎｃｈ 宮城県角田市角田字泉町７３－１
お菓子の店 まえばし 宮城県角田市角田字泉町１００
幸楽苑角田店 宮城県角田市角田扇町１０－２６
ＪＡみやぎ仙南シンケンファクトリーショップ 宮城県角田市角田字流１９７－４
らーめんせん家 角田店 角田市横倉今谷３３８－１
地域交流拠点まどい 宮城県伊具郡丸森町町東６６
寺角商店 宮城県伊具郡丸森町町西２８
カフェつぶっこ 宮城県伊具郡丸森町大張川張字福岡６２
石塚養蜂園 宮城県伊具郡丸森町耕野字大高丸一番１－７０
インドレストランガネーシャ泉店 宮城県仙台市泉区天神沢１－４－１６
ａｎｖｅｙ ｃａｆｅ 宮城県仙台市泉区鶴が丘１－３０－３Ｄ－１Ｄ－２１階
平禄寿司 仙台泉市名坂店 宮城県仙台市泉区松森字館６１－１
びっくりドンキー泉松森店 宮城県仙台市泉区松森字後田６１－１
幸楽苑松森店 宮城県仙台市泉区松森陣ケ原６－３
幸楽苑泉八乙女店 宮城県仙台市泉区松森前田１－４
焼肉工房 やきや 仙台松森店 宮城県仙台市泉区松森字前田３８－２
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
焼肉パルパル 市名坂店 仙台市泉区市名坂萩清水１０２－１
幸楽苑免許センター前店 宮城県仙台市泉区市名坂原田１８２－１
料理工房 四季鮮 宮城県仙台市泉区市名坂字原田１７１
和ノ肴 松 宮城県仙台市泉区市名坂字町３３ＺＡＺＡＨＡＵＳ２Ｆ
まいどおおきに仙台市名坂食堂 宮城県仙台市泉区市名坂字萩清水１００－１
すし光 宮城県仙台市泉区上谷刈３丁目６－３カヤバ
お好み焼道とん堀 上谷刈店 宮城県仙台市泉区上谷刈１－４－１６
丸亀製麺 仙台泉 仙台市泉区上谷刈１丁目７－１０
でぃあたいむ 宮城県仙台市泉区上谷刈３－６－２２カヤバプラザ壱番館
和食処ほっ 宮城県仙台市泉区上谷刈３丁目６－２５
ゆきむら亭仙台泉店 宮城県仙台市泉区野村桂島東４-１
ｆｒｅｅｄｏｍ ｄｉｎｉｎｇ 宮城県仙台市泉区七北田東裏１７７１
阿部蒲鉾店 泉インター店 仙台市泉区七北田３－１
壽三色最中本舗 泉インター店 仙台市泉区七北田新田６
ユアテックスタジアム 仙台市泉区七北田柳７８
仙台泉ロフト 宮城県仙台市泉区中央１―５―１アリオ仙台泉４Ｆ
牛たん炭焼 利久 泉中央店 仙台市泉区泉中央１丁目１３－２
生パスタ専門店コパン 泉中央本店 仙台市泉区泉中央１丁目７－１Ｓｗｉｎｇ３Ｆ
幸楽苑泉区役所前店 宮城県仙台市泉区泉中央２丁目１２－１



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
笑笑泉中央東口駅前店 宮城県仙台市泉区泉中央４－５－３ロイヤルプラザ泉中
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遊食館２
セルバ 宮城県仙台市泉区泉中央１－４－１
セルバテラス 宮城県仙台市泉区泉中央１－６－３
味の牛たん喜助 泉中央駅店 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ＳＷＩＮＧビル３Ｆ
A DEMAIN（ア ドゥマン） 宮城県仙台市泉区泉中央１丁目９－４レジュイール泉１０１
ビストロ×バルＳＴＯＲＩＡ 宮城県仙台市泉区泉中央２－１９－１０日泉パーキングビル１Ｆ
ウナガッタカチャトラ 宮城県仙台市泉区泉中央４－２４－９
セルバ 宮城県仙台市泉区泉中央１丁目４－１
カフェバルミュゼット 宮城県仙台市泉区桂４－５－２
こだまのどら焼 八乙女店 宮城県仙台市泉区八乙女中央５丁目１７－２３
牛たん炭焼 利久 泉本店 宮城県仙台市泉区八乙女中央２丁目１－１８
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
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丁目４－５
回転鮨清次郎 仙台泉店 宮城県仙台市泉区大沢２丁目１３―２
幸楽苑泉インター店 宮城県仙台市泉区大沢２丁目１５－９
ほの香 泉店 宮城県仙台市泉区大沢３－４－１
牛たん けやき 仙台泉本店 宮城県仙台市泉区高森４－２－５３９
お茶の井ケ田喜久水庵 泉高森本店 仙台市泉区高森４丁目２－５３９
ＦＬＡＴＷＨＩＴＥ 仙台泉店 宮城県仙台市泉区高森６－８－８
ＪＭ／円菓 仙台市泉区寺岡５丁目１２－２４
パティスリーソワン 宮城県仙台市泉区寺岡２－８－１
泉パークタウン タピオ 仙台市泉区寺岡６－５－１
ＰＯＲＴＴＡＶＯＬＡ 宮城県仙台市泉区紫山２－３２－１０
㈱阿部蒲鉾店 お客様相談室 仙台市泉区明通４丁目１０
トレンタ⾧命ヶ丘 宮城県仙台市泉区⾧命ケ丘２丁目２－１
しゃぶしゃぶ但馬屋 ＢＲＡＮＣＨ仙台店 宮城県仙台市泉区⾧命ヶ丘２丁目２１－１
スイーツショップオジー 仙台市泉区⾧命ヶ丘４丁目９－９
食ぱん道 仙台⾧命ヶ丘店 宮城県仙台市泉区⾧命ケ丘４丁目３１－１７
肉澤 宮城県仙台市泉区⾧命ケ丘４丁目９－４
丸亀製麺 仙台中山 仙台市泉区南中山１丁目３６－２
パンセ 南中山本店 仙台市泉区南中山２丁目１－７
アイ・カフェ仙台中山店 宮城県仙台市泉区南中山１－３９－１ＮＡＫＡＹＡＭＡあさのビル２Ｆ
ネルソンコーヒー南中山店 宮城県仙台市泉区南中山２丁目２－４東栄ビル１０２
ナガノベーカリー 宮城県仙台市泉区南中山３－２－１８－１０５宮城富士ビル
銀座 咖喱 宮城県仙台市泉区館二丁目１－１０２Ｋシヨツプ泉ビレジ１０２号室
うまいものや きぼこ 宮城県仙台市泉区北中山３－２－４
ｉｎ ｖｉｔｒｏ 宮城県仙台市泉区西田中字松下３－１３
ドライブイン七ツ森 富谷市三ノ関東沖上３２
あったか・お箸ダイニング熊谷 富谷市ひより台２－３５－２
飲み喰い処 虎二郎 宮城県富谷市ひより台２－３１－１マチカド．Ｙ１０２
パン・デ・パルコ 仙台泉店 宮城県富谷市上桜木１丁目１０番２
まいどおおきに仙台富谷食堂 宮城県富谷市上桜木二丁目１－２
平禄寿司 宮城富谷明石台店 宮城県富谷市明石台６－１－３７
一口茶屋 明石台みやぎ生協 宮城県富谷市明石台６－１－３９みやぎ生協明石台店１階
パンセ 富谷本店 富谷市成田８丁目２－６
牛たん炭焼 利久 富谷あけの平店 宮城県黒川郡富谷町あけの平１－２－１
ケーキと焼き菓子の店 白いオルゴ 宮城県富谷市日吉台２－３４－８
コブレンツ 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平植田４９－４
味よし 宮城県黒川郡大和町鶴巣太田字屋敷下１１１－１
道の駅おおさと 宮城県黒川郡大郷町中村字北浦５１－６
幸楽苑大和町店 宮城県黒川郡大和町吉岡東車堰３６－９
酒とアテ おかめや 宮城県黒川郡大和町吉岡字車東１－７ＳＳ弐番館
高橋精肉店 宮城県黒川郡大和町吉岡南２－３－４
アン・ジェラ 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば１－４－５
和風キッチン はなまる 宮城県加美郡加美町一本杉５１８－３
門眞菓子店 宮城県加美郡加美町宮崎字町５４番地
焼肉 パルパル 仙台市泉区南光台南１丁目２－１１
仙台菓匠宮城野南光台店 仙台市泉区南光台南１丁目２－１３
Ｍｏｉ Ｃｏｆｆｅｅ 宮城県仙台市泉区南光台南３－２９－１９
らんぶる洋菓子店 宮城県仙台市泉区南光台４－１０－１
十勝屋 宮城県仙台市泉区南光台４－２０－４
アトリエウフ 宮城県仙台市泉区南光台５－９－１
つつみ庵 宮城県仙台市泉区旭丘堤１－２７－２４
喫茶と食事 みどり 宮城県仙台市泉区黒松３－１０－１２
幸楽苑八本松店 宮城県仙台市太白区八本松１丁目１３－２
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
Ａｔｅｌｉｅｒ Ｂａｎｒｉ 宮城県仙台市太白区郡山３－１４－３８
漁亭浜やあすと⾧町店 仙台市太白区あすと⾧町１丁目４－３０－３０６
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★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
韓菜肉房 ハンアリ 宮城県仙台市太白区あすと⾧町１－４－３０ＫＨＢ東日本放送ぐりりスポーツパーク
セルリアンテラス 宮城県仙台市太白区あすと⾧町１－４－３０ＫＨＢ東日本放送ぐりりスポーツパークＳ２０６ｂ
なんやかんや 宮城県仙台市太白区あすと⾧町１－４－３０Ｓ３０１
Ｌｅ・Ｂｉｓｔｒｏ・Ｇｏｔｏ 宮城県仙台市太白区あすと⾧町１－４－３０－ｓ１０３
ダブルトールカフェ 仙台⾧町店 宮城県仙台市太白区⾧町７－２０－３ザ・モール仙台⾧
赤井沢 ⾧町本店 仙台市太白区⾧町５丁目３－３
⾧町 いさな 仙台市太白区⾧町５丁目４－１４ＡＲＡビル２
ＴＯＴＯʼＳ 赤井沢 仙台市太白区⾧町７丁目２０－３－３Ｆ
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
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
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丁目２０－３ザ・モール仙台
Ｃａｆｅ Ｓｔａｎｄ Ｂｅｒｒｙ 宮城県仙台市太白区⾧町１－６－８佐熊ビル１Ｆ
ビッグママおいしいパン屋さん 宮城県仙台市太白区⾧町３丁目９－８
インドレストランガネーシャ⾧町店 宮城県仙台市太白区⾧町５－３－１たいはっくる１階
Ubuntu(ウブントゥ) 宮城県仙台市太白区⾧町６丁目１－１３－２ＳＴクラウド⾧町１Ｆ
鯛焼総家 仙台⾧町ザ モール 宮城県仙台市太白区⾧町７－２０－３ＴＨＥＭＡＬＬ仙台⾧町１階
赤井沢 富沢店 仙台市太白区⾧町南４丁目２８－１７
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
牛魔王 ⾧町南店 宮城県仙台市太白区⾧町南三丁目３－３０扇ビル
炭火いちば じゅう太子堂店 宮城県仙台市太白区太子堂３－１７
トレンタ富沢店 宮城県仙台市太白区大野田５丁目３０－６
梅の花 仙台店 仙台市太白区大野田４丁目２－７
Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ Ｅｍｏｔｉｏｎ 仙台市太白区大野田５丁目３８－９
やきとりの扇屋 仙台富沢店 仙台市太白区大野田五反田４－８（５３Ｂ１Ｌ）
魚民富沢東口駅前店 宮城県仙台市太白区大野田５－３８－９
星乃珈琲店仙台太白店 宮城県仙台市太白区大野田５丁目１７－１
洋麺屋五右衛門仙台太白店 宮城県仙台市太白区大野田５丁目５－４
蕎麦×天ぷら 結庵 大野田店 宮城県仙台市太白区大野田２丁目８－４３
ａｍｏ ｌａ Ｐｉｚｚａ 宮城県仙台市太白区鹿野２丁目１４－１４グローリアス鹿野１０２
むぎの里 仙台⾧町店 宮城県仙台市太白区鹿野３－１５－２８
花えにし 仙台市太白区泉崎１丁目１４－３フロラシオン⾧町
かつ庄 ⾧町店 仙台市太白区泉崎１丁目８－２２
丸亀製麺 仙台西多賀 仙台市太白区泉崎２丁目６－３５
そば処 登喜和 宮城県仙台市太白区泉崎１－３３－１７
銀のりぼん 宮城県仙台市太白区泉崎２丁目６－３７
おじいちゃんと呼ばないで 宮城県仙台市太白区富沢４-６-３５エスパスアヴァンセ１Ｆ
苺の樹 仙台市太白区富沢３丁目３－５２
リブルマルシェ富沢店 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北８１－１（５５Ｂ－５
レピコロレ 仙台市太白区富田京ノ中９２－２
Ｃａｆｅくれよん 宮城県仙台市太白区富田字南ノ西１１
高倉町珈琲 西多賀店 宮城県仙台市太白区西多賀１－１－５０
米沢牛焼肉仔虎 ベガロポリス仙台南店 宮城県仙台市太白区西多賀５－２４－１ベガロポリス仙台南１Ｆ
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
びっくりドンキー西多賀店 宮城県仙台市太白区西多賀１丁目２４番３０号
幸楽苑西多賀店 宮城県仙台市太白区西多賀５丁目１７－１
牛たん炭焼 利久 富沢店 仙台市太白区富沢南１丁目１－１
ほの香 宮城県仙台市太白区富沢南１－４－１０
ジンギスカン山力 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字鹿乙１２-１
野尻交流カフェ ばんどころ 宮城県仙台市太白区秋保町馬場野尻町北２５－２
お茶の井ヶ田喜久水庵アグリエの森店 宮城県仙台市太白区茂庭字中谷地南３２－１秋保ヴィレッジ
萬国珈琲 仙台茂庭店 仙台市太白区茂庭本郷３７
分福寿司 宮城県仙台市太白区八木山本町１－３６－１
珈琲屋ＫＥＮＧＯ-ＣＡＦＥ 宮城県仙台市太白区鈎取本町２-７-８エスポワール鈎取２０１
パンセ 鈎取本店 仙台市太白区山田新町７８
ＫＯＹＡＧＩ ＢＡＫＥＲＹ 宮城県仙台市太白区松が丘３５－３
風と手と土 宮城県仙台市宮城野区岡田浜通４５－３
仙台菓匠宮城野福室店 仙台市宮城野区福室５丁目４－６
高倉町珈琲 仙台新港店 宮城県仙台市宮城野区中野１－２－２８
パンセ 福室本店 仙台市宮城野区中野１丁目４－１０
幸楽苑仙台中野店 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目１－７
まいどおおきに仙台中野食堂 宮城県仙台市宮城野区中野二丁目１－２１
梅田川 宮城県仙台市宮城野区福田町３丁目３－５第３加藤コーポ
お茶の井ヶ田喜久水庵東仙台本店 仙台市宮城野区小鶴３丁目８－８
焼肉旬亭 宮城県仙台市宮城野区苦竹１－７－２５ウエストパレスマンション２９
ごくらく亭 宮城県仙台市宮城野区苦竹１－８－２サンライズ苦竹１階
平禄寿司 宮城野新田東店 宮城県仙台市宮城野区新田東１－１７－１
ホルモン家本舗 宮城野店 宮城県仙台市宮城野区宮城野２－１４－１１－１
味工房 仙台宮城野店 宮城県仙台市宮城野区宮城野２－１４－１１アーバンコ
楽天生命パーク宮城 宮城県仙台市宮城野区宮城野２丁目１１６



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
ほっかほっか亭仙台銀杏町店 宮城県仙台市宮城野区銀杏町２８－１１
ヘルシーハット 宮城県仙台市宮城野区小田原１－４－２６小田原４５ビル１Ｆ
Ｂａｎａｎａ Ｐｌａｎｅｔ 小田原店 宮城県仙台市宮城野区小田原弓ノ町１００－８
ジャムおじさんのパン工場 仙台店 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁１０１－１４
むぎの里 仙台岩切店 宮城県仙台市宮城野区岩切１－１３－１５
ＰＩＺＺＡ＆ＣＡＦＥ ＢＩＲＤ 岩切店 宮城県仙台市宮城野区岩切３－１－１
割烹 開山 宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目６７ー２
ジェノワーズブラン 岩切駅前店 宮城県仙台市宮城野区岩切字洞ノ口１８８
パンセ 鶴ヶ谷店 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷２丁目８１
幸楽苑鶴ケ谷店 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷２丁目１－１５
ＤＴＳ珈琲 東仙台店 宮城県仙台市宮城野区東仙台４－２－５５－１０２
丸亀製麺 東仙台 仙台市宮城野区東仙台４丁目６－３２
コッペ 宮城県仙台市宮城野区松岡町１７－１コッペ内
暖中 仙台幸町店 宮城県仙台市宮城野区大梶１１－１
幸楽苑幸町店 宮城県仙台市宮城野区大梶１１－５
ドゥーブル・マロン洋菓子店 宮城県仙台市宮城野区幸町５－１－１３
レストラン ザ テラス 宮城県仙台市宮城野区幸町四丁目５番１号
ＪＭ／おれこな酒場 仙台市宮城野区原町１丁目２－７佐藤ビル１階
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
炭火焼肉 彩火 宮城県仙台市宮城野区原町一丁目３－１１
おおみやバナナ仙台店 宮城県仙台市宮城野区五輪１－６－１庄司ビル１Ｆ１号
ガネーシャ宮城野店 宮城県仙台市宮城野区五輪１－７－１
皿然 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡１－６－２５ニュー更科ビル１F
パテスリー・ロッシェ 宮城県仙台市宮城野区榴岡５－２－３
まる特漁業部 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２Ｆ
花の舞 ＢｉＶｉ仙台駅東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目１－２５ＢｉＶｉ仙台駅東口４Ｆ
クイックパスタ コパン Ｂｉｖｉ店 仙台市宮城野区榴ヶ岡２－１－２５Ｂｉｖｉ仙台１Ｆ
串鳥 仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡１丁目６－１
常盤屋 仙台東口店 仙台市宮城野区榴岡１丁目６－２５ニュー更科ビル１Ｆ
丸亀製麺 仙台東口 仙台市宮城野区榴岡２丁目１－２５仙台ＢｉＶｉ１Ｆ
牛たん炭焼 利久 東七番丁店 仙台市宮城野区榴岡２丁目３－２２
ザモストベーカリー＆コーヒー東口店 仙台市宮城野区榴岡４－１２－１
牛たん炭焼 利久 東口本店 仙台市宮城野区榴岡４丁目３－１藤原屋アルフアビル１Ｆ・２Ｆ
牛たん炭焼 利久 東口分店 仙台市宮城野区榴岡４丁目４－１０
居楽屋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
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
一風堂 仙台東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目６－３０
ほっかほっか亭仙台駅東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目８－２８－１０３
平禄寿司 仙台宮城野榴岡店 宮城県仙台市宮城野区榴岡５－１０－１３
アイ・カフェ ＢｉＶｉ仙台店 宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目１－２５ＢｉＶｉ仙台駅東口３Ｆ
焼肉 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１Ｆ
珈琲館 仙台東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－１－２５ＢｉＶｉ仙台１Ｆ
焼肉・ホルモン 海豚 仙台東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－３－３６蘭らんビル２Ｆ
伊達と九州うまかもん 個室酒蔵 昇り坂 仙台東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－３－１アルファビル３Ｆ
和呑旬 通木 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－４－４０ＬＵＣＩＯ１Ｆ
中華料理 来々 仙台市宮城野区二十人町３０４－１
いたがき本店 宮城県仙台市宮城野区二十人町３００－１
鉄砲町 わびすけ 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中５－５ブッシュリーＳＡＴＯ１０５
こだまのどら焼 本店 宮城県仙台市若林区鶴代町６番７７号
赤井沢 六丁の目店 仙台市若林区六丁の目中町３０－１７
ブレドール 仙台六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目中町１８－１０
幸楽苑六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目南町８－３８
ALAM interior&Café 宮城県仙台市若林区六丁の目南町２－４７ＡＵＲＡ六丁の目１Ｆ
山神山人 杜の市場店 仙台市若林区卸町５丁目２－６
松澤蒲鉾店 仙台市若林区卸町５丁目２－６
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
ブーランジェリージラフ 宮城県仙台市宮城野区萩野町4-3-37
華ずし小売 宮城県仙台市若林区卸町５－２－６
株式会社すずや穀物 卸町店 宮城県仙台市若林区卸町四丁目３番地の１仙台市中央卸売市場中央棟１階
ペンギンコーヒーロースタリー 宮城県仙台市若林区なないろの里１丁目４－７
ビストロ プルニエ 宮城県仙台市若林区なないろの里２－２９－１１
ザイトゥーン 宮城県仙台市若林区若林区五橋３丁目５６５大志マンション1F
やみつきホルモン利久 仙台ＧＩＧＳ荒井店 仙台市若林区荒井東１－４－１
さかなや道場 荒井六丁の目店 宮城県仙台市若林区荒井５－１７－２
ボロニヤ仙台 仙台市若林区蒲町２０－８
ｃａｋｅ＆ｃａｆｅ ｇｒｕｎ 宮城県仙台市若林区伊在１－８－５
菓匠三全 卸町本店 宮城県仙台市若林区志波町１２－３
牛たん炭焼 利久 大和町店 仙台市若林区大和町２丁目６－２０
赤井沢 大和町店 仙台市若林区大和町２丁目６－２５



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
仙台菓匠宮城野大和町店 仙台市若林区大和町４丁目１３－３３
ヴォワザン 大和町本店 仙台市若林区大和町５丁目１７－２０アーバンハイム大和１Ｆ
丸亀製麺 仙台若林 仙台市若林区大和町５丁目３０－１５
平禄寿司 仙台本店 宮城県仙台市若林区大和町５－３３－１８
ブレドール 大和町店 宮城県仙台市若林区大和町２丁目１１－１０
不二家白萩町店 仙台市若林区白萩町２８－１５
ラ・クロンヌ・ドル 宮城県仙台市若林区新寺１－６－１２
極・鮮菜 喜庭 東口店 宮城県仙台市若林区新寺２－１－２０－１Ｆ
やきとり大吉 連坊店 宮城県仙台市若林区連坊１－６－３０コーポ千葉１０１
スパークコーヒーロースターズ 宮城県仙台市若林区連坊小路１３８番地
ホルモン焼肉ちばず七輪 宮城県仙台市若林区荒町１４５高橋ビル１階
レストラン＆カフェ メーナ 仙台市若林区清水小路６－１東日本不動産仙台ファーストビル１Ｆ
いい居酒屋アラタ 宮城県仙台市若林区舟丁３-１３丸三ビル１階
こくちょう菓詩屋 宮城県仙台市若林区穀町２５
おっぺしゃん若林店 宮城県仙台市若林区保春院前丁１番
café MARU 宮城県仙台市若林区河原町１－１－２３イガストゲート河原町１０３
びっくりドンキー中倉店 宮城県仙台市若林区中倉３丁目１７－５１
パンセ 遠見塚本店 仙台市若林区遠見塚１丁目１－３２
松澤蒲鉾店 宮城の萩大通り店 宮城県仙台市若林区遠見塚１丁目６－２１
こだまのどら焼 古城店 宮城県仙台市若林区古城３丁目６－６
幸楽苑古城店 宮城県仙台市若林区古城３丁目８－３１
リブルマルシェ若林店 宮城県仙台市若林区若林２丁目７－３４ゼラ
とんかつ庄内 本店 仙台市若林区若林５丁目６－２１
お茶の井ヶ田 喜久水庵南小泉本店 仙台市若林区南小泉２丁目１２－５
仙台餃子 風泉 宮城県仙台市若林区沖野３－１９－３５－１０４
はやさか製パン 宮城県仙台市若林区沖野２丁目１－７０
やきとり大吉沖野店 宮城県仙台市若林区沖野３－１３－４５
ヴォワザン 沖野店 仙台市若林区上飯田１丁目５－６マルコープラザ１Ｆ
佐藤かきや 宮城県塩竈市新浜町１－２０－４８
ジョイフル塩釜店 宮城県塩竃市新浜町１－６－３０
旨み処福丸 宮城県塩竈市新浜町２－１－３６サンデー塩釜店内
株式会社石井商店 塩竈市海岸通８－１６
魚民本塩釜駅前店 宮城県塩竃市海岸通４－１３駅前ビル１階
焼肉 庄子や 宮城県塩竈市藤倉２－４－２２
千賀の浦中山せんべい店 宮城県塩竈市藤倉３丁目１ー１５
そば処 村崎庵 宮城県塩竈市杉の入４－３－２０
有）増友商店 塩竈市尾島町２７－１４
キタヤ餅店 宮城県塩竈市尾島町４－２２
幸楽苑塩釜店 宮城県塩竃市新富町７－１５
土井精菓 宮城県塩竈市佐浦町１－１１
シャンドマルス・ヤマギシ 宮城県塩竈市東玉川町８－１２
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１階
弁当 桜 多賀城市明月２丁目２－１－１
牛たん炭焼 利久 多賀城店 多賀城市町前１丁目３－５
喜久水庵 多賀城本店 多賀城市町前２丁目６－１０
幸楽苑多賀城店 宮城県多賀城市町前２丁目６－２５
そばの神田 町前屋本店 宮城県多賀城市町前４－３－５
MURATA(叢田 ムラタ) 宮城県多賀城市町前３－２－２５
グリーンライフコーヒーロースター多賀城店 宮城県多賀城市高橋４－４－３
蔵八ラーメン亭 多賀城店 宮城県多賀城市高橋４丁目４－５
平禄寿司 宮城多賀城西店 宮城県多賀城市高橋４－７－１
和歌珈琲 宮城県多賀城市留ケ谷２丁目６－３８
ベーカリーカフェこうあん 宮城県多賀城市伝上山３-１-２５
多賀の味路こむかい 宮城県多賀城市八幡４－８－２４－１Ｄ
かつ庄 多賀城店 多賀城市八幡４丁目１－２１
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
カルビ大将多賀城店 宮城県多賀城市八幡１－３－４６
びっくりドンキー 多賀城店 宮城県多賀城市八幡１丁目３－４８
直売所 孝彰 宮城県石巻市吉野町三丁目１番４３号
株式会社石巻蒲鉾 宮城県石巻市魚町一丁目５番地１０
Ｉ－ＨＯＰ ＣＡＦＥ 石巻市渡波栄田９１
ハイパーリカーストアナリゼン 宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前５０－１
～桃生菓子処～大沼本舗 宮城県石巻市桃生町給人町字東町１１９
今度は居酒屋だよ!日の出荘 宮城県本吉郡南三陸町志津川沼田１５０－５０
平禄寿司 石巻東中里店 宮城県石巻市東中里３－１－３
やよい軒石巻中里店 宮城県石巻市東中里３丁目２番16
守谷フルーツ バイパス店 石巻市南中里４丁目７－３０
丸亀製麺 石巻 石巻市中里１丁目１－２
とんかつ庄内 石巻店 石巻市中里２丁目２－９



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
焼肉 幸楽 宮城県石巻市中里１－２－２－４
天乃太助 宮城県石巻市中里５丁目３－５
勝手処 絲 宮城県石巻市中里三丁目１－３６
はやし屋 石巻市中央１－８－１２
ｆｅｅｌ 石巻市中央２丁目１１－１１
三政商店いしのまき元気市場直売店 石巻市中央２丁目１１－１１
旬鮮居酒屋ごくう 石巻市立町２丁目５－４１
株）萬楽堂 石巻市立町二丁目４－２３
助六鮨 宮城県石巻市立町１－３－７
drink&food KATZE 宮城県石巻市立町２丁目７ー２８
石巻天ぷら和 石巻市鋳銭場３－６大橋ビル２Ｆ
ｂｉｃａｆｅ なつめ 宮城県石巻市門脇町１丁目３－２１
仙臺ホルモンガッツ石巻門脇店 石巻市門脇一番谷地４１－３
幸楽苑大街道店 宮城県石巻市大街道東１丁目１－２
とりあえず吾平 石巻蛇田店 宮城県石巻市恵み野２－６－１
幸楽苑蛇田店 宮城県石巻市蛇田金津町１７―１
あぶみや あけぼの店 石巻市あけぼの１丁目７－３
パティスリー アンジェリーナ 石巻市あけぼの２丁目１－２
一本堂 石巻あけぼの店 宮城県石巻市あけぼの３丁目３－７プレミールあけぼの１Ｆ
仙臺ホルモンガッツ石巻蛇田店 石巻市茜平２丁目３－１
蔵八ラーメン 石巻日赤病院前店 宮城県石巻市わかば３丁目１２－７
えくれーる 蛇田店 宮城県石巻市わかば１－１－７
お好み焼道とん堀 石巻店 宮城県石巻市恵み野２－６－４
子玉園 宮城県石巻市恵み野２－８－２３
パンセ 石巻本店 石巻市恵み野４丁目４－１
レストラン酒場ケルト 石巻市恵み野６丁目３－９
牛たん炭焼 利久 石巻山下店 石巻市西山町２－１３
うたごえ喫茶そらおと 宮城県牡鹿郡女川町女川２丁目６０番シーパルピア女川Ａ－１－２
女川魚市場食堂 宮城県牡鹿郡女川町市場通り６６番地３階
大場善次郎商店 宮城県遠田郡美里町藤ケ崎１－５５
すいーつ畑 ふしみ 宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷１３２
ジョイフル宮城小牛田店 宮城県遠田郡美里町北浦字川戸浦４番１
平禄寿司 宮城美里小牛田店 宮城県遠田郡美里町北浦字北田７２－１
禾食や Ｋａｊｉｋｉｙａ 宮城県遠田郡美里町北浦字中組4
平禄寿司 宮城涌谷店 宮城県遠田郡涌谷町桑木荒１００－１
焙煎小屋風舎 宮城県遠田郡涌谷町三十軒屋敷添１２５
居酒屋AziYA-アジヤ- 宮城県遠田郡涌谷町田町裏５６－８
Ｌｅｃｈｅ 宮城県遠田郡涌谷町中下道３９－１
コパンロックシティ佐沼店 宮城県登米市南方町新島前46-1
直利庵 三浦屋 登米市迫町佐沼錦８
鉄板屋 じゅうじゅう 登米市迫町佐沼中江４－１２－３
浜寿司 登米市迫町佐沼末広２５
幸楽苑登米佐沼店 宮城県登米市迫町佐沼中江４丁目６－１０
きらく粋月山 宮城県登米市迫町佐沼字小金丁９の２
ロッキーカフェ 宮城県登米市迫町佐沼字中江４－９－４
ｃｏｆｆｅｅ ｄｏｃｔｏｒｓ 宮城県登米市迫町佐沼中江３丁目８－１ＪＹビル１Ｆ
菓房山清 加賀野店 登米市中田町石森加賀野３－６－１みやぎ生協加賀野店内
パレット築館本店 栗原市築館伊豆４丁目７－１５
Ｂｉｓｔｒｏ ＲＡＫＵ 蔵ｉｖｅ 宮城県栗原市築館伊豆一丁目１－２３
平禄寿司 宮城栗原築館店 宮城県栗原市築館藤木７－４０
喜久乃家 宮城県栗原市築館薬師３－７－２６
くるまやラーメン 築館店 宮城県栗原市築館薬師４－１０－８
幸楽苑築館店 宮城県栗原市築館留場桜５－７
もちっ小屋でん 栗原市一迫真坂字本町２番地
幸楽苑気仙沼鹿折店 宮城県気仙沼市新浜町２丁目３－８
大阪王将 気仙沼店 宮城県気仙沼市中みなと町１０－３
かねせん蒲鉾店 宮城県気仙沼市魚町１－５－６
揚げとっと 気仙沼店 宮城県気仙沼市南町３丁目１－２３
ｃａｆｅ ＲＳＴ 宮城県気仙沼市南町海岸１－１４ムカエル１Ｆ
Ｋ－ｐｏｒｔ 宮城県気仙沼市港町一丁目三番地
魚介類 濱喜 宮城県気仙沼市魚市場前７－１３気仙沼海鮮市場海の市
ケイキ洋菓子店 神山店 気仙沼市神山６－１
エトワアル 気仙沼市田中前１丁目５－３
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
エピ 宮城県気仙沼市田中前３－６－８メイプルハイツ１Ｆ
串揚げ 支那そば おおたけ 宮城県気仙沼市上田中１－９－８
天婦羅 丸子 宮城県気仙沼市四反田４６－１
味屋酒店 宮城県気仙沼市東新城２－１－４
気仙沼新富寿し 宮城県気仙沼市東新城１－１３－３



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
ゆう寿司バイパス店 宮城県気仙沼市赤岩石兜３２－１４
松葉寿司 宮城県気仙沼市岩月星谷５６番地６
御菓子司 いさみや 宮城県気仙沼市本吉町津谷舘岡１２－３
心結ぶカフェ むすびや 宮城県本吉郡南三陸町歌津伊里前９６－１南三陸ハマーレ歌津Ｕ－７
ジョイフル気仙沼松川前店 宮城県気仙沼市松川前１３５番
しんしん亭 白石市堂場前４５－７
平禄寿司 宮城白石店 宮城県白石市福岡蔵本字西町２２
旬菜旬肴 天花 宮城県白石市柳町４５番２
幸楽苑白石店 宮城県白石市城南１丁目２－２５
やなぎや菓子店 宮城県白石市⾧町９
きちみ製麺 白石市本町４６
ううめん茶房 清治庵 宮城県白石市本町２０
ひがし小路 白石市大手町４－３舞鶴会館１Ｆ
とら丸 宮城県白石市大手町３ー１
やまびこの森キッチンななほし 宮城県刈田郡七ヶ宿町字上の平２９
ゆのはら農産直売所 宮城県刈田郡七ヶ宿町字東口道下４７－１
御菓子司 玉浦屋 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５１
zakka and beauty Baaz 宮城県刈田郡蔵王町宮字坂山１３－１
そば処 樹の里 宮城県刈田郡蔵王町矢附字川原畑２３－１
蜂蜜屋六方 宮城県刈田郡蔵王町矢附字川原畑２３－１
台灣喫茶慢瑤茶 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町１４
ｃａｆｅ ｆｕａ 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七日原２７０－７
菜食 左ェ門 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉小妻坂５１－２１９
菓匠三全 工場直売店 宮城県柴田郡大河原町大谷西原前５３－１
菓子匠 喜多屋 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広５５
さくま青果 宮城県柴田郡大河原町広表３４－３７
Ｓｉｌｖｅｒｔａｂｂｙ大河原店 宮城県柴田郡大河原町町４６－１
オズカフェ 宮城県柴田郡大河原町字西浦４９－５
馬上かまぼこ店 大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新南１８－２
自遊時間 大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新南６２－２５
阿部蒲鉾店 大河原店 宮城県柴田郡大河原町新東２０
壽三色最中本舗 大河原店 宮城県柴田郡大河原町新東２０－１１
平禄寿司 宮城大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新東２４－１７
一匠庵 宮城県柴田郡大河原町堤大字大井戸７９－３
ｃａｆｅ蔵人 宮城県柴田郡村田町村田字町７５
大勝食堂 宮城県柴田郡川崎町前川字裏丁１８０
馬上かまぼこ店 角田柳町店 宮城県角田市角田字柳町１１
支倉庭 宮城県柴田郡川崎町支倉塩沢９
馬上かまぼこ店 船岡店 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１－９－５－２
パン・デ・パルコ 船岡店 宮城県柴田郡柴田町船岡新生町２９番５
平禄寿司 宮城柴田船岡店 宮城県柴田郡柴田町船岡新栄４－６－１２
焼肉超特急若林 源三 宮城県柴田郡柴田町西船迫２－２－７
幸楽苑柴田店 宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－６
やきとり大吉槻木店 宮城県柴田郡柴田町槻木下町２－２－２０
旬魚酒房金八 宮城県亘理郡山元町浅生原字新館前９２－３
アラプラージュ 宮城県亘理郡亘理町荒浜字御狩屋１５９－１０６
はなひな 宮城県亘理郡亘理町荒浜新御狩屋２４－１
らーめんせん家 亘理店 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋道下３５－３
馬上かまぼこ店 さざんか通り店 宮城県亘理郡亘理町中町東２０８－１
中町カフェー 宮城県亘理郡亘理町字中町２２
とうふ処 豆達人 宮城県亘理郡亘理町中町東１３０
みやぎのあられ㈱ 宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島字吹田５１
幸楽苑亘理店 宮城県亘理郡亘理町逢隈下郡明神１６１－１、１６２－６
シェンロン ナトリ 宮城県名取市堀内南竹１６２－１
にしきや 本店 宮城県岩沼市下野郷字新関迎２６５番地の１
幸楽苑岩沼店 宮城県岩沼市相の原１丁目５－４６
いわぬま蓑寿司 宮城県岩沼市中央１丁目２－１１－１
だいにんぐＮＯＭＡＳＥ豚菜創作料理 宮城県岩沼市中央３－５－１３
文明堂銀座店仙台売店 宮城県岩沼市桜３丁目１３－３６
平禄寿司 宮城岩沼店 宮城県岩沼市藤浪１－４－２１
炭火焼きとりはな 宮城県岩沼市稲荷町３－５
おきらく割烹 東山 宮城県岩沼市松ケ丘２丁目１番１号
馬上かまぼこ店 岩沼店 宮城県岩沼市たけくま二丁目５－８
カフェ カラカラ 宮城県岩沼市栄町１-８-３
EPIC VIEW（エピックヴュー） 宮城県岩沼市栄町１－８－４０ＥＶリゾート１０３
リブルマルシェ栗生店 宮城県仙台市青葉区栗生７丁目１２－２
生パスタ専門店コパン 栗生店 仙台市青葉区栗生６丁目５－５
平禄寿司 仙台青葉愛子店 宮城県仙台市青葉区栗生７－１２－１
田舎や 栗生店 宮城県仙台市青葉区栗生４丁目１８－４



STEP2 対象店舗（宮城県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
レストラン Ｈｕｎｇｒｙ×Ｈｕｎｇｒｙ 仙台市青葉区上愛子雷神５－３５
キッチンみうら 宮城県仙台市青葉区下愛子４－８
ばーすでい栗生愛子本店 仙台市青葉区栗生７丁目１２－１
パティスリーモンシェル 仙台市青葉区栗生７丁目１－４
道楽 仙台市青葉区落合１－１７－２５
プチ・エクレア 仙台市青葉区愛子東１丁目１－１０
幸楽苑愛子店 宮城県仙台市青葉区愛子東１丁目１－１７
有限会社 ふじや千舟 本社工場 宮城県仙台市青葉区愛子東３－１４－２５
お茶の井ケ田（株）喜久水庵南吉成本店 仙台市青葉区南吉成２丁目１７－１
びっくりドンキー南吉成店 宮城県仙台市青葉区南吉成３丁目１番地１８
幸楽苑南吉成店 宮城県仙台市青葉区南吉成３丁目２－４－３
阿部蒲鉾店 吉成店 仙台市青葉区吉成１丁目１７－９
カルビ大将仙台吉成店 宮城県仙台市青葉区吉成台２－１－３０－２Ｆ２Ｆ
門前喫茶Ｎｏｒａｈ 仙台市青葉区大倉字堤沢２３－３
はやとみ 宮城県仙台市青葉区大倉字上下７番地
満月 宮城県仙台市青葉区作並字元木１７－１
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
喜久水庵鹿島台店 宮城県大崎市鹿島台木間塚小谷地２９５－１
ＮＡＴＡＬ 宮城県大崎市鹿島台平渡字銭神１６８－１
ハートフルランド・ジャージー牧場株式会社 大崎市田尻沼部字道祖神７８－３
さぶん酒店 宮城県栗原市瀬峰荒町３６－１
ｃａｆｅかいめんこや 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎六日町８６
蔵八ラーメン亭 古川店 宮城県大崎市古川福浦字土手内７０
もちべえ バイパス店 大崎市古川福浦１丁目１１－２２
旬菜酒楽 かぐら 宮城県大崎市古川福沼１－１６－１０
丸亀製麺 古川 大崎市古川幸町１丁目４－１２
西巻 幸町店 大崎市古川幸町１丁目５－１
むぎの里 古川店 宮城県大崎市古川幸町１－４７－１
幸楽苑古川店 宮城県大崎市古川駅東２丁目１０－１６
くるまやラーメン古川店 宮城県大崎市古川駅東２－１０－３３
ラ・パレット古川店 大崎市古川李埣１丁目１３－３１
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
ＣＡＦＥ ＬＡＲＫ＋ 宮城県大崎市古川中里１－４－８
ジョイフル古川店 宮城県大崎市古川城西１丁目１１－２０
はいからや 本店 宮城県大崎市古川七日町８－３６
さんぽ路 大崎市古川七日町８－３７
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
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
楽屋 宮城県大崎市古川駅前大通４－４－２１とりきくのれん横丁
阿部蒲鉾店 古川台町店 大崎市古川台町９－８
雅朧 宮城県大崎市古川台町１－８
T's 宮城県大崎市古川台町９－２０リオーネ古川
めじろ 大崎市古川東町２－１９
とんかつ庄内 古川店 大崎市古川大宮３丁目４－１８
幸楽苑古川バイパス店 宮城県大崎市古川大宮２丁目８－１２
大崎ファーム ミートセンター 宮城県大崎市古川清水字新田４２－４
大崎ファーム 宮城県大崎市古川清水字新田６０－１
ジャンクボックス 宮城県大崎市古川沢田字新原際７０－１
ＴＡＫＥＤＡ ＢＡＫＥＲＹ 宮城県大崎市古川⾧岡針字輪野内３４
りらちる 宮城県大崎市三本木坂本青山３１－１ひまわり温泉花おりの湯
英国茶房 森栖 大崎市岩出山細峯５０－１００
蕎麦カフェ田伝（denden) 宮城県大崎市鳴子温泉月山１３番地２


