
令和2年7月28日現在

〇一般小売店等　

㈱東園芸 花苗、花鉢、切花、園芸用品 らーめん なると家 飲食店

阿部時計店 時計・宝石販売修理、 ラムネヤ加藤酒店 酒類小売

カップ、トロフィー、雑貨

砂金石油ガス㈱ 石油販売業 【閖上地区】
居酒屋　竹灯り 飲食業 ㈲赤間米穀燃料店 燃料・米小売店

イエローハット名取 カー用品販売・取付 ㈲アール仙台 食品小売業

石川生花店 生花店 イトウデンキ 家電販売・修理

イタリアンバールPrimo 飲食店 かわまちてらす閖上 商業施設

エステ&脱毛 ペルラ フェィシャルエステ かまぼこの佐々直　

大宮時計メガネ店 時計・メガネ・宝飾・補聴器 かわまちてらす閖上店

大村電気商会 あなたの町の電気屋さん ささ圭 かわまちてらす閖上店 かまぼこ販売

大村電気商会 旬海漬の旬海堂

大友八百屋 青果業 かわまちてらす閖上店

甘仙堂 菓子製造 ㈱せとや 婦人服

かまぼこの佐々直　名取店 水産練製品 宝船 浪の音 清酒製造小売

川政園茶舗はなもも 小売業 藤フラワー 生花販売

カフェ食堂 ラフ 飲食業 ヘアーサロン オバタ 理容業

㈱寿三色最中本舗 名取店 菓子製造販売業 ㈲マルタ水産 水産品販売

COFFEE&SESSION  PABLO 喫茶店 栁屋 食品小売業

ささ圭 手造りかまぼこ工房 かまぼこ販売 ㈲山根屋商店 飲食業

サイクルピットたかはし 自転車販売 ゆりあげ港朝市協同組合 販売業

サンドラッグ 名取バイパス店 ドラッグストア

酒のやまや 名取店 酒、食品、飲料等小売 ゆりあげ港朝市協同組合 

紳士服のコナカ　名取店 衣料品販売 メイプル館

旬海漬の旬海堂　増田店 鮮魚粕漬 漁亭浜や 飲食店

㈱庄子種苗店 小売業 若草寿司 飲食業(寿司)

七輪炭火焼処 すみ音 焼肉店 私の部屋 ふるる 美容業

シュープラザアクロスプラザ

杜せきのした店 【下増田・美田園地区】
ストロベリーコーンズ名取店 ピザの製造・宅配 味のまるまつ 美田園店 飲食店(ファミリーレストラン)

世界のごちそう酒場　らふいんぐ 飲食業 カカポベーカリー パン製造販売

セントラルフィットネス Kitchen比呂 飲食店

クラブ２４　名取南仙台 小熊生花店 生花店

仙南ガス㈱ ガス機器販売 仙台国際空港

そば処 田舎 飲食店  総合売店 萩, DATEマルシェ

そば処 太陽 飲食業 (ずんだ茶寮除く), BOOMERANG

㈲たかはし屋 菓子製造販売業 セブンーイレブン名取美田園店 コンビニエンスストア

タイヤ館名取 タイヤ・カー用品販売、取付 doux beaut'e フェイシャルエステ

㈱鶴見屋商店 増田営業所 ガソリンスタンド 、化粧品販売

ツルハドラッグ 名取増田店 ドラックストア 名取交通㈱ タクシー

ツルハドラッグ 中田7丁目店 ドラッグストア Bistro&Caféつがる 飲食業

ドラッグセイム名取増田店 医療品、化粧品、食品、雑貨 ヘアーサロン タンノ 理容業

名取市役所内売店 ㈲エンゼル 小売店 Hair make Wash go 理容業

㈲名取電装 自動車整備電装 ラーメンねぎっこ名取店 ラーメン店

馬上かまぼこ店 名取店 かまぼこ販売

美容室 DPLUS 美容室 【館腰地区】
ピザ テンフォー宮城名取店 ㈱相澤設備 管工業

　　       肉卸 ZESSAN名取店 アップガレージ仙台名取店 カー用品販売

　　　　 　　宅配平禄名取店 石井商店 酒小売業

Food&Bar HANZAWA 飲食業 ㈱いこい住設 住宅設備関連用品販売

ファッション わたなべ 衣料品販売 ・介護用品販売

仏壇ギャラリーたかはし 仏壇・仏具 おてんとさん 名取店 小売業

プロショップホダカ 名取店 小売業(工具・金物・作業用品販売) オートバックス岩沼バイパス店 カー用品販売、取付等

㈲星呉服店 衣料品 川村 萬 商店 ガス・灯油・給湯器・ガス工事

北條鮮魚店 魚介類小売業 ・上水道・害虫駆除・リフォーム

㈱ホラグチ 燃料小売業 ささ圭　植松店 かまぼこ販売

本家かまどや 名取店 お弁当販売 サイクルプラザ
HACHI 名取店 レストラン ダイシャリン名取店

丸善 洞口酒店 酒類販売業 末広寿司分店 飲食業(寿司)

㈲まるご食品 削り節製造業 すたみな太郎　宮城名取店 バイキングレストラン

ますだ整骨院 整骨院 清昇堂 菓子製造小売業

村さ来 名取駅前店 居酒屋 セブンーイレブン名取本郷店 コンビニエンスストア

メガネの相沢 名取店 眼鏡・補聴器小売業 ㈲高橋ボデー

守屋寿し 飲食業(寿し)

森幸魚店 鮮魚販売

ヤマリン ㈲山田輪業商会 オートバイの販売・修理 ダブルストーン空港店 作業服・作業用品

やまなか家 名取店 飲食業(焼肉) ・安全用品・工具の販売

薬王堂 杜せきのした店 ドラッグストア ツルハドラッグ 名取バイパス店 ドラッグストア

洋服の青山 ファッション tea car's 名取店 中古車販売、整備、板金塗装

ほこだて仏光堂 仙台南店 総合葬祭業

     ※テナント覧をご参照下さい。

靴・シューズ販売

スポーツクラブ

宅配・お持ち帰り飲食

お土産販売

自動車板金,車検整備,中古・新車販

売,リース,福祉車両修理メンテナン

ス,誤発信防止(後付け装置)認定

名取市地域応援プレミアム商品券取扱事業所一覧

【増田・杜せきのした地区】

自転車販売店

鮮魚粕漬

水産練製品

販売業



【館腰地区】 〇大型店等　　
マクドナルド4号線 岩沼店 ファストフード

マクドナルド4号線 名取店 ファストフード アベイル名取店 衣料品販売

㈲モンドール 洋菓子の製造・販売 イトーチェーン ゆりあげ食彩館 スーパーマーケット

ラーメン天狗山 名取店 ラーメン店 イオンリテール㈱

レストラン・ディッシュ 飲食業 イオンスタイル名取

イオンモール名取 ショッピングモール

【愛島・名取が丘地区】
伊東寿司 寿司・釜飯 カワチ薬品 美田園店 小売業

KAMIセレクション 美容業 ケーズデンキ仙台南店 家電専門店

さかきばら米店 米・小売

ショッピングいとう 酒・青果・食品 ザ・ビック名取店 スーパー

仙台空港カントリークラブ ゴルフ場 食品館イトー名取店 スーパーマーケット

中国料理 無問題 飲食店 スーパービバホーム 新名取店 ホームセンター

灯油のさかきばら 灯油配達業 スーパーセンタートライアル

ファミリーマート名取が丘店 コンビニエンスストア 名取店

㈱ペナントコーポレーション 印刷業 スーパースポーツ ゼビオ スポーツ用品

星さん家のハンバーグ 飲食業 デイリーポート新鮮館 中田店 スーパーマーケット

マルアイストアーくまて 食料品、雑貨、生花、 ＤＣＭホーマック 名取店 ホームセンター

森永牛乳特約店 ㈱東京インテリア家具 家具

(同) ミリオンプラン 家庭用医療機器 仙台南店 ・ホームファッション販売

森の芽ぶきたまご舎 愛島本店 菓子、卵販売、飲食 トイザらス・ベビーザらス

薬王堂 名取愛島店 ドラッグストア 名取りんくうタウン

【高舘地区】 バースディ名取店 ベビー用品・衣料品販売

高舘食道 水神蕎麦 飲食業 フレスコキクチ美田園 食料品スーパーマーケット

高橋電気商会 家庭電化製品販売 フジヤ名取店 総合衣料販売

ツルハドラッグ 名取ゆりが丘店 ドラッグストア ファッションセンター しまむら

なとり川交通 タクシー業 名取店

㈲増田タクシー タクシー業 ホームセンタームサシ 名取店 ホームセンター

八木自動車商会 自動車整備業 マツモトキヨシ 名取ゆりあげ店 ドラッグストア

みやぎ生活協同組合 名取西店 スーパー

【増田西地区】 ヤマザワ愛島店 スーパーマーケット

イオンバイク名取手倉田店 自転車販売業 ㈱ヨークベニマル 名取西店 スーパーマーケット

㈲伊藤写真舘 サービス業 ㈱ヨークベニマル

魚味亭 味かん 飲食業 名取バイパス店

幸洋電器 家電販売・修理 レパコイオン名取店 洋菓子の販売

コックピット名取 自動車用品販売

神明そば慶 飲食業

サッポロビール 仙台ビール園 工場直送生ビールとジンギ

スカンが名物のビール園

佐藤の閖上たこやき キッチンカー飲食店

酒のやまや 手倉田店 酒、食品、飲料等小売

シベールの杜 名取店 菓子・パン販売、飲食業

スーパー銭湯 極楽湯 名取店 温浴湯

寿司処 鮨金 飲食業(寿司)

セブンーイレブン 名取手倉田店 コンビニエンスストア

セブンーイレブン

名取大手町4丁目店

そば亭 山彼方 飲食業（そば）

ツルハドラッグ 名取店 ドラッグストア

ツルハドラッグ 名取手倉田店 ドラッグストア

トーヨークリーニング クリーニング業

ともスズタケ 居酒屋

東京靴流通センター 靴販売

ドラックストアヘイセイ 名取店 ドラックストア

中田物産㈱ 事務機器・文具事務用品 　・3,000円分(500円×6枚)は大型店を含む全ての店舗で使用できる券

弐萬圓堂 名取店 眼鏡・補聴器小売業

ビクトリーカフェ 名取店 飲食店

ファッションあい 呉服販売業

HAIR ACE ヘアサロン

ヘアーサロンひらの 理容室

梵天食堂 名取店 飲食業

まるほん コピー・写真・名刺

Miu-Kitchen 飲食店

レディース　イエロー 婦人服小売

・3,500円分(500円×7枚)は一般小売店、飲食店のみで使用できる券

※1セット 500円券×13枚(6,500円分)

　 い等には使用できません。

スーパーマーケット

コンビニエンスストア

総合小売業

スーパーマーケット

玩具、育児用品、子供衣類、文具・学用品、

ゲーム、ソフトウェア、書籍、スポーツ用品

などベビー・子供用品全般

衣料品販売

・本券は第三者への転売・譲渡や現金との引換えはできません。

 　また、つり銭は支払われません。

〇プレミアム付商品券ご利用方法〇

 ・本券の盗難、紛失、滅夫等、認証不能の場合は無効です。

    ※ テナント覧をご参照下さい。

・本券は登録された取扱店でご利用いただけます。

・有効期限は、令和2年8月1日～令和3年1月31日までです。

・有効期限以降は無効となります。

◎プレミアム付商品券ご注意点◎

・本券は商品券、ビール券、図書券、切手、プリペードカード等

 　換金性の高いものや、たばこ等の購入、国・公共団体への支払



※順不同

ゆりあげ港朝市協同組合テナント　(一般小売店)
(食品部) 喜久水庵 NAGOMI 食品

柴商 菓子販売 ラシュッド 衣料品

コンノ海産仙台 海産物販売 ペテモ ホビー

伊藤つけもの屋 食品 マクドナルド 飲食

小室わさび屋 食品 オルビス 雑貨

宍戸商店 食品 ジュエリーツツミ 服装品

庄子商会 食品 うさちゃんｸﾘｰﾆﾝｸﾞ サービス

㈲森昭 食品 菓匠三全 飲食

㈱佐浩商店 食品 銀章堂 雑貨

栗駒食彩倶楽部 食品 FANCL New me 雑貨

(合)ビックママ 食品 からさでby ANAHITASTONES 服装品

ダイトク 食品 ZARA 衣料品

スズタケ 食品 レプシィム 衣料品

新鮮餃子王 飲食店 スタディオクリップ 衣料品

㈲天童製麺 飲食店 マジックミシン サービス

豊華 飲食店 リアット！ サービス

海の游や 飲食店 アリー 雑貨

ROAST STAGE 飲食店 無印良品 雑貨

千屋 飲食店 ミスタードーナツ 食品

うまいめし屋川翔 飲食店 ステーキくに 飲食

浜や 飲食店 グーパスタ 飲食

みうらや 食品 越後秘蔵麺無尽蔵 飲食

(青果部) 五穀 飲食

フローレリア・ミミ 生花販売業 グランブッフェ 飲食

柳屋 青果販売 しゃぶ菜 飲食

藤フラワー 生花販売業 とんかつ 新宿さぼてん 飲食

佐藤農園 青果販売 紅虎餃子房 飲食

菅井農園 青果販売 アマトーネ・アクセソリーオ 服装品

高橋生花店 生花販売店 飛賀屋 飲食

鈴木りんご園 青果販売 FruitsPeaks 飲食

野菜畑・フルーツ畑 青果販売 ブランドショップハピネス 服装品

海猫山猫堂 閖上 雑貨・食品 アルファベッツアルファベット 衣料品

(水産部) バケット 飲食

㈱さくらい水産 鮮魚販売 ひかり屋 飲食

㈲まるしげ 鮮魚販売 niko and･･･ 衣料品

㈲カネハチ 鮮魚販売 PLST 衣料品

新引地商店 鮮魚販売 コスメーム 雑貨

アイザワミート 肉加工品販売 サックスバージーン 服装品

春月 鮮魚販売 ジュリアオージェ 服装品

㈲菊田水産 鮮魚販売 エイチ・アイ・エス サービス

新橋 鮮魚店 鮮魚販売 ザ・ボディショップ 雑貨

ウロコ水産 鮮魚販売 ジェリービーンズ 服装品

富田鮮魚店 鮮魚販売 レトロギャラリー 衣料品

ささ圭 水産練製品 日本一 食品

細野與治衛商店 肉加工販売 神戸元町ﾄﾞﾘｱ 飲食

仙台牛ﾀﾝ福助

･瀬戸内天ぷら味の一代

上島珈琲店 飲食

アメリカンホリック 衣料品

ビューティーアイラッシュ サービス

シーガルディレクション 衣料品

森のピザ工房ルヴォワール 飲食

アズールバイマウジー 衣料品

ユニクロ 大型専門店

GU 大型専門店

築地銀だこ 食品

カルディコーヒーファーム 食品

ディスコート 衣料品

Vin 衣料品

ルゥデ 衣料品

倭物やカヤ 雑貨

カメラのキタムラ ホビー

グリーンパークスフーワ 衣料品

ゴディバ 食品

焼きたてﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ専門店 PABLO 食品

ビアードパパ 食品

※一部休業のテナントがございます.

イオンモール名取 テナント1階　(大型店)　

飲食



※順不同

SM2 keittio 衣料品 FUN 衣料品

セマンティックデザイン 衣料品 Zoff 服装品

アクシーズファム 衣料品 ルディックパーク 衣料品

サックスバーアナザーラウンジ 服装品 a.v.v 衣料品

MF エディトリアル 衣料品 ベイフロー 衣料品

ストーンマーケット 服装品 14+ (ICHIYON PLUS) 服装品

A･J･D ACCESSORIES 服装品 オペークドットクリップ 衣料品

イング 衣料品 ル・ボヌールパルフェ 服装品

チャイハネ 雑貨 エディーバウアー 衣料品

ワンウェイ／バイバイ 衣料品 スターバックスコーヒー 飲食

ヴィレッジヴァンガード 雑貨 シチノカフェ 飲食

ライトオン 衣料品 ガーデンガーデン ホビー

ムラサキスポーツ ホビー Bonjour Table 飲食

ケンタッキーフライドチキン 飲食

丸亀製麺 飲食

炭焼き東京武蔵ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 飲食

丸醤屋 飲食 ブリーズ 衣料品

大釜屋 飲食 サンリオギフトゲート 雑貨

サーティワンアイスクリーム 飲食 デリ＆ウィズ 雑貨

エメフィール 衣料品 コンタクトのアイシティ 服装品

DHC直営店 雑貨 BRICK HOUSE ｼｬﾂ工房 衣料品

コジマ×ビックカメラ ザ・クロックハウス 服装品

イオンモール名取店 島村楽器 ホビー

HANAGOROMO 衣料品 未来屋書店 ホビー

リンガーハット 飲食 整体院OASIS サービス

WEGO 衣料品 オプティックパリミキ 服装品

ベルルミエール サービス オリヒカ 衣料品

アーノルドパーマータイムレス 衣料品 ベビードール 衣料品

JINS 服装品 ゲンキ・キッズ 服装品

ANAP 衣料品 ピンクラテ 衣料品

東明館 サービス パンダレコード ホビー

ハッシュパピー 衣料品 ハピンズ 雑貨

ベーネポスト 衣料品 COCO 雑貨

CORNERS 衣料品 Lovetoxic 衣料品

エステール 服装品 ニュースタイル 雑貨

SpRay PREMIUM 衣料品 シェリシェリ 雑貨

鶏三和 飲食 サード 服装品

kahiko(ｶﾋｺ) 雑貨 ブランシェスシュシュ 衣料品

ポムの樹Jr 飲食 プティマイン 衣料品

ディッパーダン 飲食 レピピアルマリオ 衣料品

だがし 夢や 食品 オーサムストア 雑貨

Te chichi 衣料品 Style 雑貨

ドトールコーヒーショップ 飲食 MINISO 雑貨

靴下屋 衣料品 コメダ珈琲店 飲食

RODEO CROWNS WIDE BOWL 衣料品 Boom Box 服装品

チャオパニックティピー 衣料品 PUR MODE 衣料品

久世福商店 食品 アンソレイユ 衣料品

セントロフェリシタ 服装品 ザ・ダイソー 雑貨

クラフトスタンダードブティック 衣料品 タイムステーションネオ 服装品

THE SHOP TK 衣料品 スポーツオーソリティ 大型専門店

スリーコインズプラス 雑貨 美容室イレブンカット サービス

果汁工房 果琳 飲食 こととや 食品

ハートブレッドアンティーク 食品 ドクターエア 雑貨

ラコステ 衣料品 Yogibo Store 雑貨

コムサイズム 衣料品 フォーエル 衣料品

CHELSEA New York 雑貨 ワンズテラス 雑貨

Z-CRAFT 衣料品 トゥーブロッサム 衣料品

coca 衣料品 Asbee 服装品

グローバルワーク 衣料品 B-DESIGN HOME 雑貨

デコホーム 雑貨 STYLE LEATHER CRAFT 雑貨

ラフィネ サービス P.S.FA 衣料品

呉服の登美屋 衣料品 トータルフォトスタジオ・Coco サービス

ゴーナッツ 衣料品 ハニーズ 衣料品

チュチュアンナトレ 衣料品 イオンシネマ シネマ

BEAUTY MARKET ungu サービス

※一部休業のテナントがございます.

イオンモール名取 テナント2階　(大型店)　

イオンモール名取 テナント3階　(大型店)　

イオンモール名取 テナント2階　(大型店)　

大型専門店


