
　特別賞（5,000円分商品券）を除く謝恩賞（1,000円）、歳末賞（500円）のスクラッチカードは

そのまま下記の参加店で12/31まで金券としてご利用いただけます。

　なお、特別賞の使用期限は2/28となっておりますが、金券（スクラッチカード）及び商品券は期

限を過ぎた場合、ご利用できませんのでご注意願います。

地区 参加店名 住所 業種

増　田 (株)東園芸 名取市増田字柳田564-1 花苗・花鉢・切花・園芸用品

増　田 油屋 星呉服店 名取市増田三丁目3-18 衣料品・学生服・体操着

増　田 砂金石油ガス(株) 名取市増田六丁目1-5 ガソリンスタンド・灯油・LPガス販売

増　田 エステ＆まつげカール ぺルラ 名取市増田九丁目7-17 美容・エステ・まつげカール・脱毛

増　田 (株)エスパス 阿部時計店 名取市増田字柳田10-1 時計・宝石・カップ・トロフィー・記念品

増　田 エフエムなとり 名取市増田字柳田385-3 コミュニティFM放送事業

増　田 大友八百屋 名取市増田三丁目3-21 青果・食品販売

増　田 大宮時計メガネ店 名取市増田四丁目1-11 時計・眼鏡・宝飾販売・修理業

増　田 かまぼこの佐々直 名取店 名取市増田字柳田353-1 笹かまぼこ・手のひら蒲鉾

増　田 川政園茶舗　はなもも 名取市増田三丁目3-16 お茶・珈琲豆・菓子等小売

増　田 (株)甘仙堂 名取市下余田字鹿島132 菓子製造小売

増　田 サイクルピット たかはし 名取市増田五丁目18-57 自転車販売・修理

増　田 ささ圭 手造りかまぼこ工房 名取市増田三丁目10-13 かまぼこ販売

増　田 (株)庄子種苗店 名取市増田一丁目1-10 種苗小売業

増　田 (有)たかはし屋 名取市増田二丁目7-50 和洋菓子製造販売

増　田 TAKOYAKI極秘製造基地 名取市増田字後島311 閖上たこやき（キッチンカー）

増　田 ちいさな花屋 名取市下余田字中荷645-6 生花店

増　田 (株)鶴見屋商店 名取市増田二丁目1-2 ガソリンスタンド

増　田 (有)名取電装 名取市田高字沢目236-1 車のエアコン修理・車検・保険

増　田 ハンバーグレストラン ＨＡＣＨＩ 名取市増田字柳田529-1 ハンバーグレストラン

増　田 ファッションわたなべ 名取市増田三丁目1-13 衣料品販売

増　田 仏壇ギャラリーたかはし 名取市増田三丁目8-44 仏壇・仏具

増　田 北條鮮魚店 名取市増田三丁目3-22 鮮魚小売業

増　田 (株)ホラグチ 名取市増田三丁目2-11 LPガス・各種燃料販売

増　田 (有)丸善洞口酒店 名取市増田三丁目3-17 酒類販売

増　田 みうら鍼灸治療院 名取市下余田字中荷253-2 鍼灸・整体

増　田 メガネの相沢 名取店 名取市増田五丁目18-42 眼鏡・補聴器小売

増　田 (有)森幸魚店 名取市増田二丁目3-10 鮮魚小売業

増　田 守屋寿し 名取市増田字北谷246-1 寿司

増　田 ラムネヤ加藤酒店 名取市増田二丁目1-21 酒類小売

増　田 理容かみきり虫 名取市増田七丁目14-11 理容店

増　田 (有)呂太商会 ヤマダのタネ 名取市増田一丁目2-7 農産種子・農業資材販売

美田園 小熊生花店 名取市美田園六丁目8-9 生花店

下増田 (有)耕谷アグリサービス 名取市下増田字耕谷後265-2 米小売

館　腰 (株)イエムラ 名取市飯野坂字南沖67-1 ステンレスサッシ製造販売

館　腰 石井商店 名取市植松四丁目2-11 酒小売
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地区 参加店名 住所 業種

館　腰 川村商店 名取市飯野坂七丁目5-5 ガス・灯油・害虫駆除・リフォーム

館　腰 ささ圭 植松店 取市植松字入生48-1 かまぼこ販売

館　腰 (有)末廣寿司分店 名取市飯野坂二丁目1-12 寿司

館　腰 清昇堂 名取市飯野坂六丁目2-12 菓子製造小売

館　腰 ラーメン天狗山 名取店 名取市飯野坂三丁目7-10 ラーメン店

愛　島 マルアイストアーくまて 名取市愛島笠島字桜町66 食料品・雑貨・生花・森永牛乳特約店

高　舘 高橋電気商会 名取市那智が丘三丁目2-1 家庭電化製品販売

名取が丘 伊東寿司 名取市名取が丘六丁目4-3 寿司・釜飯

名取が丘 さかきばら米店 名取市名取が丘六丁目1-2 米小売

名取が丘 藤原商店 名取市名取が丘五丁目2-6 酒類小売

増田西 寿司処 鮨金 名取市大手町四丁目26-7 寿司

増田西 中田物産(株) 名取市大手町四丁目13-4 事務機器・文具事務用品

増田西 ビクトリーダスカフェ名取店 名取市手倉田堰根444-2 飲食店

増田西 レディース イエロー 名取市大手町五丁目1-5 婦人服小売

閖　上 (有)アール仙台 名取市閖上東三丁目5-1 Ａ棟2-2 くだもの販売店

閖　上 かまぼこの佐々直 かわらまちてらす店 名取市閖上中央一丁目6番地 笹かまぼこ・手のひら蒲鉾

閖　上 (有)佐々木酒造店（宝船 浪の音） 名取市閖上中央一丁目12-3 清酒製造小売業

閖　上 ささ圭 かわまちてらす閖上店 名取市閖上中央一丁目6番地 かまぼこ販売

閖　上 (株)せとや 名取市閖上一丁目10-1 婦人服小売

閖　上 浜むすび かわまちてらす閖上店 名取市閖上中央一丁目6番地 飲食店

閖　上 浜や食堂 かわまちてらす閖上店 名取市閖上中央一丁目6番地 飲食店

閖　上 PHOTO STUDIO SAITOH 名取市閖上中央一丁目2-5 写真館

閖　上 藤フラワー 名取市閖上中央二丁目21-4 生花販売

閖　上 ヘアーサロン オバタ 名取市閖上中央二丁目7-3 理容業

閖　上 (有)マルタ水産 名取市閖上東二丁目9-3 水産加工品・飲食業

閖　上 宮城ゆりあげ麦酒醸造所 名取市閖上東二丁目12-2 ビール（発泡酒）製造・販売

閖　上 漁亭 浜や かわまちてらす閖上店 名取市閖上中央一丁目6番地 飲食店

閖　上 若草寿司 名取市閖上一丁目7番地 飲食業（寿司）

ゆりあげ港朝市 から揚げ専門店 みうらや 名取市閖上五丁目23-20 食品

ゆりあげ港朝市 ささ圭 ゆりあげ港朝市店 名取市閖上五丁目23-20 かまぼこ販売

ゆりあげ港朝市 栁屋 名取市閖上五丁目23-20 青果販売


