
店舗名 郵便番号 住所

丸森舘矢間 981-2102 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲１６０番１

丸森大内 981-2501 宮城県伊具郡丸森町大内字七夕西２５番１

宮城小牛田 987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字川戸浦２９－１

宮城南郷 989-4203 宮城県遠田郡美里町練牛字二十号４３番地１

涌谷バイパス 987-0144 宮城県遠田郡涌谷町下新田５５

塩釜松陽台 985-0071 宮城県塩竈市松陽台一丁目４－１５

北浜四丁目 985-0003 宮城県塩竈市北浜四丁目９－１

女川中央 986-2261 宮城県牡鹿郡女川町被災市街地復興土地区画整理事業地区内ＳＧ－１３

角田幸町 981-1505 宮城県角田市角田字幸町５６番地

角田中島下 981-1505 宮城県角田市角田字中島下６２２他１筆

プラスＣＯＯＰ七ヶ宿 989-0522 宮城県刈田郡七ヶ宿町字一枚田２０番地１

蔵王遠刈田 989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂５９番地１１

蔵王宮 989-0701 宮城県刈田郡蔵王町宮字井戸井前４１－１

岩沼たけくま 989-2459 宮城県岩沼市たけくま１丁目３１番１３号

仙台空港前 989-2421 宮城県岩沼市下野郷字切新田１－１

岩沼桑原 989-2445 宮城県岩沼市桑原一丁目８番４８号

岩沼吹上一丁目 989-2436 宮城県岩沼市吹上１－１５－５０

岩沼相の原三丁目 989-2431 宮城県岩沼市相の原三丁目４番５号

岩沼中央四丁目 989-2432 宮城県岩沼市中央４丁目２－２０

岩沼北の町 989-2432 宮城県岩沼市中央四丁目１２－２０

宮城岩沼バイパス 989-2426 宮城県岩沼市末広２丁目１０－２７

船岡中央 989-1601 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２－１－２

船岡東四丁目 989-1604 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１２番３０号

宮城川崎町 989-1503 宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山１７２－１０

宮城川崎インター 989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原４番地１０

村田小泉 989-1302 宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦７番１他

村田南 989-1321 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字千塚１番地１

大河原高砂町 989-1202 宮城県柴田郡大河原町字高砂町２－６

大河原住吉町 989-1213 宮城県柴田郡大河原町字住吉町４番地２

大河原見城前 989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字見城前４９－１

石巻恵み野 986-0868 宮城県石巻市恵み野五丁目１番地１

石巻広渕 987-1222 宮城県石巻市広渕字町５８番

石巻中浦 986-0858 宮城県石巻市三ツ股二丁目６－５０

石巻新橋 986-0878 宮城県石巻市新橋１番７３号

石巻港インター 987-1221 宮城県石巻市須江字大刈場２０－１－２

石巻千石町 986-0827 宮城県石巻市千石町８番２号

石巻井内 986-0003 宮城県石巻市大瓜字井内３７番２

石巻折立 986-2102 宮城県石巻市沢田字折立３－１

渡波栄田 986-2135 宮城県石巻市渡波字栄田９４番

佐々木桃生町 986-0313 宮城県石巻市桃生町中津山字四軒下５８－１

石巻不動町 986-0017 宮城県石巻市不動町一丁目６番３４号

石巻流留 986-2103 宮城県石巻市流留字一番囲６１－１

仙台栄一丁目 983-0011 宮城県仙台市宮城野区栄一丁目７－１７

岩切青津目 983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目１２２－３

小鶴二丁目 983-0031 宮城県仙台市宮城野区小鶴二丁目６－８

新田東 983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東１丁目１７番地の２

田子一丁目 983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子一丁目１－５０



宮城野田子二丁目 983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子字入４１－１

田子西 983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子西一丁目１２番地の１

みやぎ福田町 983-0023 宮城県仙台市宮城野区福田町３－１－１

仙台薬師堂前 984-0047 宮城県仙台市若林区木ノ下四丁目４番９号

六丁の目中町 984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町１８－１０

仙台旭ヶ丘三丁目 981-0904 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘三丁目４－１

青葉通一番町 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町２－５－２２

広瀬通一番町 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町４－２－１

一番町三丁目 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目４－２６よろづ園ビル

仙台タワービル 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６－１

一番町二丁目 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目３番１０号

一番町駅前 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４－１仙台興和ビル１Ｆ

東一番丁通り 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目５番５号

仙台花京院 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院１－５－１０

花京院一丁目 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目４番７号

宮町四丁目 980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町四丁目６－２１

仙台愛宕上杉通 980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目１０番１１号

五橋二丁目 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋２－４－７

仙台北目町通り 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目１番５８

仙台高野原 989-3216 宮城県仙台市青葉区高野原４丁目１３－１８

東北福祉大学 981-0943 宮城県仙台市青葉区国見１－８－１

国分町中央 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２－１０－１８

国分町二丁目 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２ー１０ー１０

仙台国分町 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２－２－４

青葉春日町 980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町４－１５

小松島 981-0905 宮城県仙台市青葉区小松島２丁目７－６

小松島二丁目 981-0905 宮城県仙台市青葉区小松島二丁目２番１３号

小田原五丁目 980-0003 宮城県仙台市青葉区小田原５丁目３－４８

北仙台駅前 981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町６番８号

上愛子中遠野原 989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字中遠野原２８番地４

上杉一丁目 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１－７－３０

上杉四丁目 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉四丁目４番１２号

川平一丁目 981-0954 宮城県仙台市青葉区川平１－２－８

大町二丁目 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町２－６－１

仙台アエル 980-6101 宮城県仙台市青葉区中央１－３－１

山一仙台中央ビル 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番１８号

仙台中央一丁目 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央一丁目８番３８号ＡＫビル１階

仙台駅前 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央三丁目７－１エンタツパーキングビル１Ｆ

仙台中央四丁目 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央四丁目７－２９

仙台広瀬通駅 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目１０番２０号

仙台中央二丁目 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目１－３０

新伝馬町通り 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目３番２０号セザーヌビル１Ｆ

仙台クリスロード 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目５－８実業興産ビル

中山台 989-3202 宮城県仙台市青葉区中山台１－１１－１

仙台堤通 981-0915 宮城県仙台市青葉区通町二丁目６－１０

堤町一丁目 981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町１丁目２－６０

仙台二日町 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号

柏木一丁目 981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木１－８－３５



仙台八幡二丁目 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡２丁目１７－２１

八幡三丁目 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡３丁目１８－１１

北根黒松 981-0901 宮城県仙台市青葉区北根黒松１－１

北根四丁目 981-0902 宮城県仙台市青葉区北根四丁目１－１５

本町一丁目 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町１－１－７

広瀬通本町 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目３－１０仙台本町ビル

仙台木町通一丁目 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通一丁目３番３号

仙台木町通 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通二丁目６番３６号

落合一丁目 989-3126 宮城県仙台市青葉区落合一丁目１３－４１

立町 980-0822 宮城県仙台市青葉区立町１－１８

仙台泉松陵 981-3108 宮城県仙台市泉区松陵一丁目１２番１

仙台西の平 982-0825 宮城県仙台市太白区西の平一丁目１５番４０号

西多賀四丁目 982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀四丁目２８－８

南仙台駅西口 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田４－１１－６

仙台西中田 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田５丁目１７番６６号

西中田六丁目 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田６－５－６

泉崎一丁目 982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎一丁目３４番８号

中田七丁目 981-1104 宮城県仙台市太白区中田７－８－１６

太白中田 981-1103 宮城県仙台市太白区中田二軒橋土地区画整理事業地内１－１他８筆

仙台たいはっくる 982-0011 宮城県仙台市太白区長町五丁目３－１

長町南駅前 982-0012 宮城県仙台市太白区長町南３－３－３６

長町六丁目 982-0011 宮城県仙台市太白区長町六丁目７番７号

富沢南一丁目 982-0036 宮城県仙台市太白区富沢南１丁目２３－１

多賀城笠神 985-0831 宮城県多賀城市笠神二丁目１０番２１号

多賀城育英高校前 985-0853 宮城県多賀城市高橋５－５－３

多賀城山王 985-0852 宮城県多賀城市山王字山王２区５１－２

多賀城大代 985-0832 宮城県多賀城市大代１丁目３番１８号

多賀城町前 985-0845 宮城県多賀城市町前１－２０９－１（１７街区５画地）

田尻町 989-4415 宮城県大崎市田尻字町５６－１

石森加賀野 987-0601 宮城県登米市中田町石森字加賀野三丁目２番５

南方瀬ノ淵 987-0411 宮城県登米市南方町瀬ノ淵５２番

佐沼江合 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字江合三丁目１番２

宮城小野駅前 981-0301 宮城県東松島市牛網字駅前一丁目１３番地３

グリーンタウン矢本 981-0505 宮城県東松島市大塩字緑ヶ丘一丁目１－１

東松島野蒜駅 981-0411 宮城県東松島市野蒜字北余景５６番３６野蒜地域交流センター１Ｆ

矢本航空自衛隊前 981-0503 宮城県東松島市矢本字南浦２０２

白石駅前 989-0243 宮城県白石市字沢目５６－１

白石大鷹沢 989-0213 宮城県白石市大鷹沢三沢字板端１３２－２

白石蔵王駅前 989-0222 宮城県白石市鷹巣東一丁目１０番２５号

白石八幡町 989-0247 宮城県白石市八幡町９番１号

白石インター 989-0731 宮城県白石市福岡深谷字地蔵堂６２

名取愛の杜二丁目 981-1230 宮城県名取市愛の杜二丁目１－１０

名取高舘吉田 981-1242 宮城県名取市高舘吉田字野来２９－１

名取熊野堂 981-1241 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口下５２－１他１筆

名取小塚原 981-1212 宮城県名取市小塚原字東中塚２９５－４

名取バイパス 981-1226 宮城県名取市植松字新橋２００番１

名取増田 981-1224 宮城県名取市増田四丁目３番２１号

名取大手町五丁目 981-1232 宮城県名取市大手町５－１７－１２



名取田高 981-1221 宮城県名取市田高字原５７５番地

名取美田園二丁目 981-1217 宮城県名取市美田園二丁目１番地の６

名取が丘 981-1235 宮城県名取市名取が丘四丁目１７－２１

宮城山元インター 989-2205 宮城県亘理郡山元町小平字北２０－４

亘理鳥の海 989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字鷹野橋５１番地１０

亘理公園前 989-2371 宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前南３７－７

亘理インター 989-2301 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字八幡８５－１

荒浜 989-2311 宮城県亘理郡亘理町荒浜字八幡４－３

宮城亘理 989-2351 宮城県亘理郡亘理町字狐塚６６－１
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