
AOKI 名取店 小売店 (有)たかはし屋 ケーキもみの木 和洋菓子製造小売業

阿部時計店 時計・貴金属・優勝カップ・トロフィー チャイナ 中国料理

(株)東園芸 花苗・花鉢・切花・園芸用品 (株)鶴見屋商店 増田営業所 ガソリンスタンド

洋服の青山 名取店 メンズ・レディスファッション ツルハドラッグ 中田７丁目店 ドラッグストア

イエローハット名取店 カー用品販売 ツルハドラッグ 名取増田店 ドラッグストア

砂金石油ガス(株) ガソリンスタンド、灯油・LPガス販売 美容室 DPLUS 美容室

石川生花店 生花販売 (有)名取電装 車のエアコン修理・車検・保険

そば処 田舎 手打ちそば・うどん店 のんびり chef 飲食店

エスタシオン バル ナトリ 飲食業 HACHI 名取本店 ハンバーグレストラン

山形蕎麦と串揚げのお店 焰蔵 そば居酒屋 石窯パン工房ばーすでい 名取本店 パン・菓子の製造・販売

大友八百屋 青果・食品販売 馬上かまぼこ店 名取店 かまぼこ販売

大村電気商会 電気店 PABLO 飲食店

大宮時計メガネ店 時計・眼鏡・宝飾・補聴器 ファッションわたなべ 衣料品販売

Café Shokudo Laugh カフェ 仏壇ギャラリーたかはし 仏壇・仏具

川政園茶舗 はなもも 茶・珈琲豆・菓子等小売業 フレアス在宅マッサージ名取施術所 訪問介護マッサージ

甘仙堂 菓子製造販売 イタリアンバール primo イタリア料理

メンズ・レディース コナカ名取店 ファッション プロショップホダカ 名取店 小売業(工具・金物・作業衣料等)

寿三色最中本舗 菓子製造販売業 まつ毛カール・脱毛サロン ペルラ 美容業

かまぼこの佐々直 名取店 笹かまぼこ・手のひら蒲鉾 油屋 星呉服店 衣料品小売

サイクルピットたかはし 自転車販売・修理 (株)ホラグチ LPガス・灯油・住設機器販売

サイクルベースあさひ名取店 自転車販売・修理 ホワイトギョーザ サガノ家 飲食店

酒のやまや 杜せきのした店 酒類販売業 本家かまどや 名取店 弁当屋

ささ圭 手造りかまぼこ工房 練り製品製造販売 北條鮮魚店 鮮魚小売業

サンドラッグ 名取バイパス店 ドラッグストア ますだ整骨院 整骨院・リラクゼーション・エステ

三代目網本 海鮮水産 名取杜せきのした店 飲食店（居酒屋） (有)まるご食品 製造業

(株)庄子種苗店 種苗小売業 (有)丸善洞口酒店 酒類販売業

シチノカフェ アタラタ店 カフェ ミニストップ 名取せきのした店 コンビニエンスストア

旬海漬の旬海堂 名取店 旬海漬（鮮魚粕漬） 村さ来 名取駅前店 居酒屋

ストロベリーコーンズ名取店 ピザ宅配 眼鏡市場 名取店 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器

世界のごちそう酒場 らふぃんぐ 飲食業 メガネの相沢 名取店 小売業(眼鏡・補聴器)

セントラルフィットネスクラブ24 名取南仙台 スポーツクラブ 守屋寿し 飲食店業(寿司店)

仙南ガス(株) 一般ガス事業・ガス機器販売 (有)森幸魚店 鮮魚店

そば処 太陽 飲食業 薬王堂 名取杜せきのした店 ドラッグストア

空とぶぞう インドカレー やまなか家 名取店 飲食店(焼肉)

TAKOYAKI極秘製造基地 閖上たこやきキッチンカー ヤマリン  (有)山田輪業商会 オートバイの販売・修理

居酒屋 竹灯り 飲食業 ゆず庵 名取店 飲食店

タイヤ館 名取 タイヤ販売 ラムネヤ加藤酒店 酒類小売

髙勇商店 畳業 (有)呂太商会・ヤマダのタネ 種苗販売業

(有)赤間米穀燃料店 燃料・器具等販売店 漁亭 浜や 飲食業

イトウデンキ 家電販売・修理 ぱんやこてつ パン製造・販売

おきたまや 飲食業・菓子製造小売業 PHOTO STUDIO SAITOH 写真業

ヘアーサロン オバタ 理容業 藤フラワー 生花販売

(株)かわまちてらす閖上 商業施設 café malta / (有)マルタ水産 飲食業・小売業

かまぼこの佐々直 かわまちてらす閖上店 笹かまぼこ・手のひら蒲鉾 MINAMO CAFÉ 飲食業

ささ圭 かわまちてらす閖上店 練り製品製造販売 ミニストップ 名取インター店 コンビニエンスストア

ささ圭 ゆりあげ港朝市店 練り製品製造販売 宮城ゆりあげ麦酒醸造所 ビール(発泡酒)製造・販売

(有)佐々木酒造店 清酒製造小売 食堂 山根屋 飲食店

旬海漬の旬海堂 かわまちてらす閖上店 旬海漬（鮮魚粕漬） 閖上ボンズコーヒーワークス 飲食（自家焙煎コーヒー）

陣中 閖上工場直売店 テイクアウト専門店 ゆりあげ港朝市協同組合 販売業

スコーンの店 Oak tree 菓子製造業 ゆりあげ港朝市協同組合 メイプル館 販売業

(株)せとや 婦人服 ローソン名取閖上店 コンビニエンスストア

名取市サイクルスポーツセンター / 閖上港食堂HACHI サイクルショップ・レストラン 若草寿司 飲食業

味のまるまつ 美田園店 飲食業 仙台国際空港 総合売店 萩、DATEマルシェ、SKY SHOP BOOMERANG お土産販売

hairmake ef -エフ-（美容室エフ） 美容業 中華食堂 勝龍 ラーメン店

カカポベーカリー パン屋 Bistro&Caféつがる 飲食店・ランチ・カフェ・居酒屋

Kitchen比呂 飲食店 名取交通(株) タクシー

クスリのアオキ 美田園店 ドラッグストア ファミリーマート名取美田園二丁目店 コンビニエンスストア

小熊生花店 生花小売業 Hair make Wash go 理容

(有)耕谷アグリサービス 米販売 そば処丸松 空港店 飲食業

寿末庵 空港店 飲食業 麵屋 小十郎 名取店 ラーメン店

セブン-イレブン 名取美田園店 コンビニエンスストア ラーメンねぎっこ名取浜街道店 ラーメン店

（増田・杜せきのした地区）

（閖上地区）

【一般小売店】どちらの色も使用可能

（下増田・美田園地区）



(株)相澤設備 水道修理・リフォーム全般 清昇堂 和・洋菓子販売

(有)あぶくま運転代行社 運転代行業 セブン-イレブン 名取本郷店 コンビニエンスストア

イエローハット名取南店 カー用品販売 ダブルストーン 空港店 作業服・作業用品の販売

石井商店 酒小売 TSUTAYA岩沼店 エンターティメント商品の販売及びレンタル

(株)いこい住設 住宅設備関連商品販売・介護用品販売 ツルハドラッグ 名取バイパス店 ドラッグストア

魚民 名取店 居酒屋 tea car's 名取バイパス店 中古車販売

オートバックス岩沼バイパス店 カー用品店 100円クリーニングコインズ名取店 クリーニング業

おてんとさん、あじわいの朝 名取店 農業資材販売、産直市場 ほこだて仏光堂 仏壇・仏具・位牌

川村 萬 商店 給湯器・灯油・水回りリフォーム・害虫駆除・水栓交換 マクドナルド４号線岩沼店 ファストフード

サイクルプラザ ダイシャリン名取店 自転車販売 マクドナルド４号線名取店 ファストフード

ささ圭 植松店 練り製品製造販売 モギ― 中古車販売・整備業

フォーシーズンダイナー神龍(シェンロン) 中国料理 欧風菓子 モンドール 洋菓子の製造・販売

末広寿司分店 飲食業 ラーメン天狗山 名取店 ラーメン店

すたみな太郎 宮城名取店 バイキングレストラン レストラン・ディッシュ 飲食業

伊東寿司 寿司・釜めし パンセ名取本店 パンの製造販売

うさちゃんクリーニング ヨークベニマル名取愛島店 クリーニング業 藤原商店 酒類小売業

温和活 Lotus蓮： プライベートデトックスサロン(リラクゼーション業) (株)ペナントコーポレーション 各種印刷業

KAMIセレクション 美容業 星さん家のハンバーグ 飲食業

さかきばら米店 小売店 マルアイストアーくまて 食料品・雑貨・生花・森永牛乳特約店

ショッピングいとう 酒類・米・食品・野菜・フルーツ・日用品・生花 中国料理 無問題 飲食業

仙台空港カントリークラブ ゴルフ場 森の芽ぶきたまご舎 名取愛島本店 鶏卵販売・菓子製造販売・飲食

つちや企画 リフォーム工事・障子張り替え・オーダーカーテン、他 薬王堂 名取愛島店 ドラッグストア

灯油のさかきばら 灯油配達業 理容 アシスト 理容業

名取ゴルフガーデン ゴルフ練習場・ゴルフ用品販売 わらび舎 ひまり 和菓子（菓子製造）

味の金魂 弦月庵 仕出し業 ツルハドラッグ 名取ゆりが丘店 ドラッグストア

(株)ＡＢ企画 看板・LED等 なとり川交通 タクシー事業

小林技研 自動車整備 増田タクシー タクシー業

鍼灸治療院 すずかけの木 医療サービス 八木自動車商会 自動車整備業

高舘食堂 水神そば どこの町にでもある気楽な食事処 rose beaut'e フェイシャルエステサロン・化粧品販売

高橋電気商会 家庭電気製品

磯料理 みよし 飲食業 ツルハドラッグ 名取店 ドラッグストア

(有)伊藤写真舘 写真撮影業 ツルハドラッグ 名取手倉田店 ドラッグストア

ウィズマート名取大手町店 スーパーマーケット 東京靴流通センター名取店 靴販売

焼肉きんぐ 名取店 飲食店 トーヨークリーニング クリーニング業

季節料理 高玉 居酒屋 ともスズタケ 居酒屋

コックピット名取 自動車用品販売 ドラックストアヘイセイ名取店 ドラッグストア

今野酒店 酒類販売業 中田物産(株) 事務機器・文具事務用品

(有)幸洋電器 家電販売 弐萬圓堂名取店 眼鏡・補聴器小売業

スーパー銭湯極楽湯 名取店 スーパー銭湯 麺処 花の木 らーめん店

酒のやまや 手倉田店 酒類販売業 ビクトリーカフェ名取店 サンドウィッチ販売

サッポロビール 仙台ビール園 飲食店 HAIR ACE ヘアサロン・エステ・ヘッドスパ・脱毛

佐藤の閖上たこやき 飲食業 梵天食堂 名取店 飲食店

三陸料理 亀のや 飲食業 まるほん コピー・写真・はんこ・名刺

シベールの杜 名取店 洋菓子・パン販売・カフェ・そば店 魚味亭 味かん 飲食店

神明そば 慶 飲食業（そば店） みゆキッチン 飲食店

寿司処 鮨金 飲食店(寿司店) 牛たん炭焼 利久 名取店 飲食店

すノ家 名取店 飲食店 レディース イエロー 婦人服小売

セブン-イレブン 名取手倉田店 コンビニエンスストア (株)ヘアーサロン WAKOU 理容室

セブン-イレブン 名取大手町4丁目店 コンビニエンスストア 靴修理店わか 靴・鞄・傘修理、合鍵作成

関西風お好み焼き 田よし お好み焼き、もんじゃ焼き専門店 R Baker 名取 飲食店（パン屋）

アベイル 名取店 衣料品販売 (株)東京インテリア家具 仙台南店 家具小売業

イトーチェーンゆりあげ食彩館 スーパーマーケット スーパーセンタートライアル名取店 スーパーマーケット

イオン東北(株) イオンスタイル名取 総合小売業 トイザらス・ベビーザらス 名取りんくうタウン店 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

ショッピングモール ドラッグストア モリ 名取愛島店 ドラッグストア

　※テナント一覧表をご参照下さい。 バースディ 名取店 ベビー用品・衣料販売

カワチ 美田園店 小売業 フジヤ名取店 総合衣料販売

ケーズデンキ仙台南店 家電専門店 フレスコキクチ 名取増田店 スーパーマーケット

ザ・ビック名取店 スーパーマーケット フレスコキクチ 美田園店 スーパーマーケット

食品館イトー名取店 スーパーマーケット マツモトキヨシ名取ゆりあげ店 ドラッグストア

ファッションセンターしまむら 名取店 衣料品販売 みやぎ生活協同組合 名取西店 スーパーマーケット

スーパービバホーム新名取店 ホームセンター ホームセンタームサシ名取店 ホームセンター

スーパースポーツゼビオ 名取店 スポーツ用品 (株)ヨークベニマル 名取西店 スーパーマーケット

TSUTAYA仙台南店 エンターティメント商品の販売及びレンタル (株)ヨークベニマル 名取バイパス店 スーパーマーケット

デイリーポート新鮮館 中田店 スーパーマーケット (株)ヨークベニマル 名取愛島店 スーパーマーケット

DCM名取店 ホームセンター

イオンモール名取

（館腰地区）

（愛島・名取が丘地区）

（高舘地区）

（増田西地区）

【大型店】　緑色のみ使用可能


