
はなもも商品券取扱店名簿

事　　業　　所　　名 住          所 取     扱      品 電話番号
(増田地区)

1 ㈲呂太商会 名取市増田一丁目２－７ 農産種子 382-2428
2 ㈱仙南薬品・中央薬局 名取市増田一丁目１０－３０ 医薬品化粧品 384-1783
3 ラムネヤ加藤酒店 名取市増田二丁目１－２１ 酒 382-2322
4 サイクルピットたかはし 名取市増田五丁目１８－５７ 自転車 382-3334
5 ㈱庄子種苗店 名取市増田一丁目１－１０ 種苗 382-2626
6 ㈲たかはし屋 名取市増田二丁目７－５０ 菓子 382-3635
7 ファッションわたなべ 名取市増田三丁目１－１３ 呉服衣料 382-2522
8 ㈲志ほがまや 名取市増田三丁目２－５ 鮮魚 382-0308
9 ㈱ホラグチ 名取市増田三丁目２－１１ 燃料 382-2821
10 ㈲丸善洞口酒店 名取市増田三丁目３－１７ 酒 382-2526
11 ㈲星呉服店 名取市増田三丁目３－１８ 婦人子供服 382-2327
12 北條魚店 名取市増田三丁目３－２２ 鮮魚 384-4501
13 フレッシュフード大友 名取市増田三丁目３－２１ 野菜果物 382-2730
14 大宮時計メガネ店 名取市増田四丁目１－１１ 時計眼鏡 382-2723
15 川政園茶舗・はなもも 名取市増田三丁目３－１６ お茶 384-3061
16 ㈱馬上かまぼこ店名取店 名取市増田4-1-12 蒲鉾 384-4266
17 ㈲山田輪業商会 名取市増田二丁目１－１２ 自転車二輪自動車 382-2622
18 ㈱エスパス 名取市増田字柳田１０－１ 時計 382-3754
19 ㈱オオエダ商会 名取市増田二丁目１－１９ 事務機・事務用品 382-3268
20 ㈱東園芸 名取市増田字柳田５６４－１ 植木盆裁園芸用品 382-1020
21 ㈲中央マドセンター 名取市増田五丁目２－３９ アルミサッシ・ガラス販売施工 384-6068
22 そば処田舎 名取市上余田字千刈田478-1 蕎麦・うどん 384-7877
23 ヘアーサロンいづみ 名取市増田二丁目１－１４ 理容 384-3542
24 ホワイトギョーザ　サガノ家 名取市増田三丁目１－４０ 餃子・中華料理 382-4880
25 ㈲エンゼル 名取市増田字柳田80 菓子パン・タバコ 383-1077
26 ちいさな花屋 名取市下余田字中荷645-6 生花 384-4857
27 本家かまどや名取店 名取市増田3-3-17丸善ビル202 弁当各種 384-5518
28 ㈲アール 名取市増田字柳田395-1 B-104 飲食店 383-7610
29 砂金石油ガス㈱ 名取市増田6-1-5 燃料 382-3228
30 エステ＆ヘナ　ペルラ 名取市増田9-7-17 エステサロン 383-4480
31 ㈱甘仙堂 名取市下余田字鹿島132 菓子 381-6561
32 ㈱彩匠堂 仙台市若林区上飯田4-14-8 住宅リフォーム 289-2224
33 ストロベリーコーンズ名取店(㈱ぼんてん) 名取市増田7-14-5 ピザ 383-0911
34 ㈱オールスパイス 名取市増田字柳田529-1 ハンバーグ 268-9555
35 ㈱メガネの相沢名取店 名取市増田5-18-42 眼鏡 267-2391
36 ㈲森幸魚店 名取市増田2-3-10 鮮魚 382-2332
37 理容かみきり虫 名取市増田7-14-11 理容業 385-0422
38 ㈱ささ圭 名取市増田3-10-13 蒲鉾 784-1239
39 ㈱佐々直 名取市増田字柳田353-1 蒲鉾 395-5155
40 ㈱旬海堂 名取市増田字柳田353-1 蒲鉾 395-5155
41 TAKOYAKI極秘製造基地 名取市増田字後島311 閖上たこやき（キッチンカー販売） 080-5571-1997
42 中華れすとらんチャイナ 名取市増田字柳田675 中華料理店 383-5577

（閖上地区）
43 ㈲赤間米穀燃料店 名取市閖上中央2-5-5 燃料 385-0120
44 PHOTO　STUDIO SAITOH 名取市閖上中央1-2-5 写真館 398-7622
45 相澤鮮魚店 仙台市太白区西中田7-23-20 鮮魚・惣菜 741-1088
46 ㈱せとや 名取市閖上中央1-10-1 衣料洋品 784-3037
47 藤フラワー 名取市閖上中央2-21-4 生花 385-2188
48 ㈲山根屋商店 名取市閖上中央2-27-4 蕎麦・うどん・定食 398-5615
49 イトウデンキ 名取市閖上中央1-2-4 家庭用電気器具 385-1713
50 フレッシュミートアイザワ 名取市閖上東3-7-3 精肉・惣菜 383-0290
51 ㈲まるしげ 名取市閖上中央1-6 海鮮丼、定食 226-8801
52 小熊生花店 名取市美田園6-8-9 生花 398-3508
53 ㈲佐々木酒造店 名取市閖上中央1-12-3 清酒 398-8596
54 ㈱ささ圭 名取市植松字入生48-1 蒲鉾 784-1239
55 ㈱佐々直 仙台市太白区中田町字清水15-1 蒲鉾 241-2324
56 ㈱旬海堂 仙台市太白区中田町字清水15-1 魚の粕漬 241-2324
57 ヘアーサロン　オバタ 名取市閖上中央2-7-3 理容業 385-0685
58 若草寿司 名取市閖上1-7 寿司 385-0818
59 鮮魚とみ田 名取市閖上3-7-6 鮮魚 385-0334
60 アビコちゃん商会 名取市大曲字八幡51-3 ギフト・衣料品・駄菓子 385-2515
61 ヘアーサロン　タンノ 名取市美田園7-2-11 理容業 784-0868
62 ㈲丸七佐藤水産 名取市閖上東2-8-1 魚の西京漬け、包み焼等 395-4807
63 つりえさ倶楽部マリン閖上店 名取市閖上東2-11-1 つりえさ・つり具 242-6779
64 本格中国料理豊華㈱ 仙台市青葉区国見2-7-9 中国料理 080-3336-7555
65 ㈱松本不動産企画 名取市閖上中央1-2-10 不動産賃貸・販売 343-9765
66 ㈲マルタ水産 名取市閖上東2-9-3 北限のシラス等、飲食店 302-5724
67 栁屋 名取市閖上5-23-20 果物・野菜・名産品・おみやげ品 738-7961
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68 ゆりあげ港朝市協同組合 名取市閖上東3-5-1 全店舗で商品券使用可能 395-7211
69 ㈱かわまちてらす閖上 名取市閖上中央1-6 全店舗で商品券使用可能 399-6845

（下増田地区）
70 遠藤輪業商会 名取市杉ケ袋字前沖３０２ 二輪自動車小売修理 384-8758
71 ㈲菊田水産 名取市下増田字丁地76-4 鮮魚 383-1051
72 ㈲津田鈑金塗装 岩沼市下野郷字新拓189-1 自動車鈑金塗装 382-1590
73 つたや美容室 名取市杉ヶ袋字築道23-6 美容室 382-0247
74 ラーメンねぎっこ浜街道店 名取市杉ヶ袋字尻田村２９－４ ラーメン 382-5654

（館腰地区）
75 マックスバリュ南東北㈱（マックスバリュ名取店） 名取市飯野坂三丁目５－１０ 飲食料品・雑貨 381-5655
76 清昇堂 名取市飯野坂六丁目２－１２ 菓子 384-1627
77 おおとも青果店 名取市飯野坂七丁目４－１５ 青果 384-5762
78 川村商店 名取市飯野坂七丁目５－５ 燃料（LPガス・灯油・ガス機器等） 382-3520
79 今野商店 名取市飯野坂七丁目１１－８ 野菜果物 382-2764
80 石井商店 名取市植松四丁目２－１１ 酒類食料品 382-2729
81 ㈲末廣寿司分店 名取市飯野坂二丁目１－１２ 寿司 384-8388
82 ㈱ほこだて仏光堂仙台南店 名取市堀内字北竹１５３－１ 葬祭業 0223-22-1930
83 ㈲モンドール 名取市堀内字南竹113-2 洋菓子 0223-22-5200
84 ラーメン天狗山 名取市飯野坂3-7-10 ラーメン 383-8501

（愛島地区）
85 マルアイストアくまて 名取市愛島笠島字桜町６６ 飲食料品 382-2018
86 ショッピングストアいとう 名取市愛島笠島字東蔵神３６－１ 飲食料品 382-2520
87 ㈲渡辺ホームガーデン 名取市愛島北目字山崎１４ 花植木盆裁 384-1749
88 ㈱アグリエージェント 名取市大手町1-1-22 サービス業 738-7311
89 ㈱一條森の芽ぶき たまご舎　愛島本店 名取市愛島笠島字上平88-3 各種たまご・たまごスイーツ・カフェ 381-0095
90 ㈱クオリティーテック 名取市下余田字中荷662-1 電気工事 748-7331
91 ㈱ペナントコーポレーション 名取市愛島小豆島字末無窪７１－６ 印刷業 384-4547
92 ㈱ドラックストアモリ 名取市愛の杜1-1-11 ドラックストア 398-8103

（高舘地区）
93 高橋電気商会 名取市那智が丘3-2-1 家庭電気機械器具 386-6721
94 八木自動車商会 名取市高舘吉田字前沖１９１－４６ 自動車整備 384-8275
95 ㈲さとう印刷 名取市高舘熊野堂字余方下５－３ 各種印刷 386-2253
96 理容モリヤ 名取市高舘吉田字下鹿野東１－３ 理容業 384-7276
97 ㈲増田タクシー 名取市高舘吉田字前沖７５－２ タクシー 384-3862
98 ㈱なとり川交通 名取市相互台4-12-15 タクシー 386-6877
99 ㈲フラワーグリーン花王堂（花桜） 名取市高舘熊野堂岩口下87-5 生花 386-5708

（名取が丘地区）
100 家具の土屋 名取市名取が丘2-2-6 家具 384-0793
101 千葉商店 名取市名取が丘二丁目１３－７ 菓子パン 384-6141
102 さかきばら米店 名取市名取が丘六丁目１－２ 米殻 382-2643
103 まるきや 名取市名取が丘六丁目４－６ 家庭電気器具 383-5049
104 伊東寿司 名取市名取が丘六丁目４－３ 寿司 384-4666
105 藤原商店 名取市名取が丘5-2-6 酒 382-2219

（増田西地区）
106 ニットスタジオポニー 名取市大手町二丁目２－２ 毛糸手芸材料 384-2415
107 みやぎ生活協同組合名取西店 名取市手倉田字八幡６１２ 飲食料品・雑貨 382-2089
108 まるほん 名取市大手町二丁目２－１ 写真 384-7222
109 レディースイエロー 名取市大手町五丁目１－５ 婦人服 384-5344
110 ㈱仙南薬品・センター薬局 名取市小山二丁目２－４４ 薬品 384-1607
111 今野酒店 名取市手倉田字八幡１０６－７ 酒 382-3329
112 ㈲メイト 名取市田高字原210 自動車販売修理 382-3169
113 ビクトリー名取店 名取市手倉田字堰根４４４－２ サンドウィッチ 383-3866
114 中田物産㈱(ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ) 名取市大手町4-13-4 文具・事務用品 383-8370
115 ㈱東京インテリア家具仙台南店 名取市田高字原１５８ 家具・雑貨 381-5111
116 ドラックストアヘイセイ名取店 名取市大手町四丁目８－１０ 薬品、飲食料品 382-5655
117 ㈲このみ寿司 名取市大手町二丁目２－６ 寿司 384-5012
118 理容プリンス 名取市大手町五丁目１１－１ 理容室 384-4577
119 あいざわ美容室 名取市小山一丁目１－２２ 美容室 384-0338
120 寿司処鮨金 名取市大手町四丁目２６－７ 寿司 384-1633
121 季節料理高玉 名取市大手町六丁目１－１ 飲食店 382-5279
122 ヘアーサロンひらの 名取市手倉田字八幡１０６－３ 理容室 382-3357
123 ㈲伊藤写真舘 名取市手倉田字堰根３９１－７ 写真 382-2987
124 理容エース 名取市大手町三丁目６０５－５ 理容室 384-6568
125 サッポロビール仙台ビール園 名取市手倉田字八幡３１０－１ ビール、ジンギスカン等 384-9301
126 朝日建材㈱ 名取市田高字南653 建築資材サッシ 384-4649
127 名取交通㈱ 名取市下増田字土手東1-1 貸切バス運送・貸自動車業・土木工事 382-3717
128 みうら鍼灸治療院 名取市大手町4-1-6 鍼灸 707-5035
129 ともスズタケ 名取市大手町１-１-２ 飲食店 384-1222


