仙台駅前商店街振興組合・仙台駅東口商工事業協同組合 共通商品券 取扱店
※業種別、アイウエオ順に掲載しております。

令和３年８月４日現在

◆大型商業施設
店舗名

Ｅ BeanＳ
※一部対象外のショップがございます

電話番号

営業時間などについて

022-266-2222

https://www.e-beans.jp/

ＥＤＥＮ

https://eden-sendai.jp/index.html

bar allegro
大魔王EDEN
※上記が対象ショップとなります。

エスパル仙台

022‐302-5504
022-398-3395
022-267-2111

https://www.s-pal.jp/sendai/

022-774-8000

https://sendai.parco.jp/

022-224-6210

https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=285

022-291-3736

https://www.e-bivi.com/sendai/

022-295-1010

https://www.yodobashi.com/ec/store/0058/

電話番号

ホームページ

いただきコッコちゃん
仙台駅東口店

022-298-7177

https://www.eastone.co.jp/cocco/

口福吉祥 喜喜龍

022-212-4606

営業時間については店舗へお問い合わせください。

おさかなセンター イチノイチ

022-226-8183

http://www.jr-agri.com/about/

くいもの屋わん 仙台西口店

022-215-5535

https://wansendainidiguti.owst.jp/

串鳥 仙台駅東口店

022-299-1129

https://kushidori.com/shop-04/

串鳥 南町通店

022-217-2989

https://kushidori.com/shop-04/

御酒印船 仙台店

022-225-6868

営業時間については店舗へお問い合わせください。

Ｇｏｃｃｈｏ Ｓｕｎ(ごっちょおさん)

022-796-7246

https://gocchosun.owst.jp/

※一部対象外のショップがございます

仙台パルコ本館・仙台パルコ２
※一部対象外のショップがございます

仙台ロフト
BiVi仙台東口
ドコモショップ
珈琲館
めん家竹治郎
ディッパ―ダンクレープ
サーティワンアイスクリーム
長寿韓酒房
やきとん558仙台ホルモン
うまい鮨勘
石窯焼イタリアン（Joe＆Joe）
チネ・ラヴィータ
コテージ
quic pasta copin
くいもの屋わん
九州魂
※上記が対象ショップとなります。

ヨドバシカメラ マルチメディア仙台

◆飲食店
店舗名

櫻井商店

022-256-2255

営業時間については店舗へお問い合わせください。

菜時季 大原

022-264-4861

https://ohara.syokuyuraku.com/

仙台駅前みやぎ鮮魚店

022-397-7128

https://miyagi-senyoten.business.site/

そば処 福はら 仙台駅東口本店

022-256-3188

https://www.soba-fukuhara.com/store-guide/

伊達なおもてなし
ＤＵＣＣＡ 仙台駅前店

022-716-2611

https://ducca.gorp.jp/

ぼんてん漁港 仙台東口店

022-291-4611

http://bontenshokudou.com/fish/

Mia Angela 仙台駅東口店

022-353-7242

https://www.eastone.co.jp/mia-angela/

◆コンビニエンスストア・おみやげ等
店舗名

電話番号

ホームページ

ＪＲ仙台駅構内
NewDays 仙台5号店
NewDays 仙台7号店
NewDays 仙台8号店
NewDays 仙台10号店
NewDays 仙台34号店
NewDays 仙台新幹線中央改札口店
NewDays 仙台新幹線南改札内店
NewDays 仙台店

0120-936-928

NewDays 仙台西口店
NewDaysKIOSK仙台駅自由通路西口店

ＪＲ東日本クロスステーショ
ン 仙台支店

https://www.j-retail.jp/newdays/

NewDaysKIOSK仙台駅新幹線上りホーム1号店
NewDaysKIOSK仙台駅新幹線上りホーム2号店
NewDaysKIOSK仙台駅新幹線上りホーム3号店
NewDaysKIOSK仙台駅新幹線下りホーム1号店

BOOK EXPRESS仙台北口店
BOOK EXPRESS仙台24号店
めぐりめぐるめ
NewDaysJR仙台イーストゲートビル店

ファミリーマート 仙台駅前店

022-217-8280

◆衣料品
店舗名

電話番号

ホームページ

コナカ 仙台駅前本店

022-716-3205

https://www.konaka-jp.com/shop/tohoku/miyagi/guide0220.html

スーツセレクト 仙台

022-716-2052

https://www.suit-select.jp/shoplist/shop_detail.php?shop=0555

オーダースーツSADA
仙台駅前ショールーム

022-721-6272

https://www.ordersuit.info/store/detail.php?id=90

電話番号

ホームページ

(本店) 022-291-1221
(朝市店) 022-263-4567

http://www.itagaki-jp.com/

惣菜・弁当 五橋

022-343-8851

http://www.jr-agri.com/about/

農産物直売所 ＡＯＹＡ

022-724-7803

http://www.jr-agri.com/about/

ワインハウス ブウション

022-257-2331

http://www.kanesa-f.com/companyprofile/bouchon/index.html

電話番号

ホームページ

髙橋生花舗コーラルショップ

022-256-5731

https://www.flower-z.jp/015_hanaya/

TSUTAYA 仙台駅前店

022-224-7710

https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/0508.html

マイコンタクト 仙台駅前店

022-715-7471

https://www.mycon.jp/shop/shop-sendaiekimae.html

レナーク・アリア

0120-135-098

http://lenahc.co.jp/shop-info

電話番号

ホームページ

022-299-6211

https://www.hotelgp-sendai.com/

（宿泊）
022-267-2246

https://sendai.metropolitan.jp/

◆食品・酒類等
店舗名

いたがき
本店
朝市店

◆サービス等
店舗名

◆ホテル
店舗名

ホテル仙台ガーデンパレス

ホテルメトロポリタン仙台
レストラン セレニティ
日本料理・鉄板焼 はや瀬
中国料理 桃李
ロビーラウンジ シャルール
バー ナイト
エステティックサロン ゲラン
エステティックサロン タルゴ
エステティックサロン ソシエ

（その他）
022-268-2525

※宿泊、宴会、婚礼などもご利用可能

ホテルメトロポリタン仙台 イースト
ﾌｫﾚｽﾄｷｯﾁﾝ ｳｨｽﾞ ｱｳﾄﾄﾞｱﾘﾋﾞﾝｸﾞ

ホテルモントレ仙台
中国料理 彩雲
レストラン エスカーレ
日本料理 隨縁亭

（宿泊）022-302-3373
（レストラン）022-794-8232

022-265-5545
022-265-5502
022-265-5504

https://east-sendai.metropolitan.jp/

https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/

ダイワロイネットホテル仙台2F
こちら丸特漁業部

テンザホテル・仙台ステーション
Trattoria Ｗ

022-298-7377

https://www.daiwaroynet.jp/sendai/breakfast/

022-299-5213

https://tenzahotels.jp/sendai/

電話番号

ホームページ

◆ＪＲ仙台駅構内店舗
店舗名

仙台駅２階ステンドグラス前臨時

※臨時販売店舗によって異なります。詳細は店頭にてご確認ください。

パスタハウス トライアングル

022-716-6670

麺飯甜

022-722-2801

仙令鮨 1階

022-224-0170

プチ ラフィネ

022-726-3227

８７８エルベ

022-227-0410

マツモトキヨシ

022-721-0321

サロンフレッシュ

022-224-1058

NewDays

022-726-1351

伊達の牛たん本舗

022-716-5678

むとう屋

022-796-8815

アカイロコウザン

022-398-8105

＆ EARL GREY

022-397-6668

パンセ

022-748-4068

肉のいとう

022-398-4129

旬海堂

022-393-6678

COPIN DELI ＆ DINE

022-797-8864

ジュピター仙台駅店

022-714-5031

3007

022-393-9339

DaTe Café O'rder

022-302-5291

ドトールコーヒー仙台駅店

022-713-6543

FLO仙台駅店

022-722-5010

ＲＩＮＧＯ仙台駅店

022-398-6099

もちべえ仙台駅店

022-226-8778

ビアードパパ仙台駅店

022-726-1132

ドンクエディテ（ラッチ内）

022-211-1584

BAKE CHEESE TART仙台店（ラッチ内）

022-224-6306

おみやげ処3号

022-267-1965

おみやげ処7号（菓匠三全）

022-715-1071

おみやげ処8号（阿部蒲鉾）

022-397-8260

おみやげ処8号（白謙蒲鉾）

022-722-3480

カフェ杜の香り

022-738-9061

https://www.livit.jregroup.ne.jp/

キリンシティプラスJR仙台駅店

022-722-7277

レストラン ハチ

022-796-8225

杜のカフェcocode（ラッチ内）

022-222-1021

喜久水庵けやきの森（ラッチ内）

022-399-7035

ずんだ小径 喜久水庵

022-721-8861

ずんだ小径 ずんだ茶寮

022-715-1081

おみやげ処4号

022-716-5721

おみやげ処5号（ラッチ内青葉亭）

080-2809-5591

おみやげ処6号（幹中内）

022-716-5751

おみやげ処9号（南口改札）

022-714-4332

伊達の牛たん本舗（牛たん通）

022-715-5056

牛たん炭焼き利久（牛たん通）

022-214-3255

味の牛たん喜助（牛たん通）

022-221-5612

たんや善治郎（牛たん通）

022-722-5081

牛たん焼助（牛たん通）

022-796-0833

牛たんと仙台牛 伊勢屋（牛たん通）

022-796-2946

仙令鮨 ３階（すし通）

022-214-6180

すし三陸前（すし通）

022-217-3047

気仙沼あさひ鮨（すし通）

022-722-3326

寿司処こうや（すし通）

022-721-0371

◆ＪＲ仙台駅おみやげ処
店舗名

かまぼこの鐘崎 （おみやげ処せんだい1号）

蒲鉾本舗 高政
松島蒲鉾本舗
伊達の牛たん本舗
牛たん炭焼き利久
牛たん陣中
味の牛たん喜助
たんや善治郎
菓匠三全
ずんだ茶寮
白松がモナカ本舗
お茶の井ケ田 喜久水庵
玉澤総本店
かまぼこの佐々直
粟野蒲鉾店

電話番号

ホームページ

022-261-1790
(LiViT仙台営業所）

https://www.livit.jregroup.ne.jp/

末永海産
石渡商店
牛たん青葉亭1号
阿部蒲鉾店
かまぼこの鐘崎（おみやげ処せんだい2号）

及善蒲鉾店
松島蒲鉾本舗
伊達の牛たん本舗
牛たん炭焼き利久
牛タン陣中
奥州牛たん本舗
白松がモナカ本舗
仙台駄がし本舗 日立家
仙台ひとくちずんだ餅本舗
菓匠 みとわ

◆五橋横丁
店舗名

たんや善治郎別館
立ち呑み処
ミンパンティン
炭火焼き鳥
キーチャンズ

電話番号

ホームページ

022-393-8015

https://itsutsubashiyokocho.owst.jp/

