090-2950-5127
080-3336-8739

宮町商店街振興組合
店舗一覧
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・アルテイル／こめっと宮町
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●

022-272-4682

● 白い森おぐにサテライト
アンテナショップ仙台店
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● 花京院市場

022-395-8574
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AM 10:00〜

10

本店

宮町の
最新情報を
更新中！

2 フリーマーケット
AM 10:00〜PM 15:30

ふれあい広場

8
9

本部
受付

4

5

9 宮町縁日（射的、とすけなど）

お客様への
お願い

5 東北高校 SDGｓランド
楽しくＳＤＧｓを知れる・学べる・体験できる

6 パトカーと記念撮影

雑貨や衣類ハンドメイド商品が勢ぞろい！！
掘り出しモノを見つけよう！！
フリマ担当：株式会社NETプラス リサイクル活動友の会 うさぎ

主催/宮町商店街振興組合

しましょう！

山形県西川町、地元の農産物や町産酒、玉こんにゃくなど美味しい
食材を販売します！

6
2

利府太鼓
北六ソーラン
東六小スクールバンド
五城中吹奏楽部
仙台ジャズスクールオーケストラ
菅田かおりとお宮町JAZZBAND
常盤木学園 吹奏楽部
小泉駿介デビューLive in東照宮
仙台ガブリエリブラス
お買物券をゲット
お宮町ジャンケン大会

4 産地直売

7

1 秋の味覚市

022-355-6550

●

１０時０５分〜
１０時３５分〜
１１時０５分〜
１１時４０分〜
１２時１５分〜
１２時５０分〜
１３時２５分〜
１３時５５分〜
１４時２５分〜
１４時５０分〜

○
（株）後藤

宮町テント村（カキ氷、からあげ、たこ焼き、焼きそば、カレー、フラ
ンクフルト、のり巻き、いなりなど）秋にぴったり！あつあつの芋
煮をチャリティー料金でご提供しております。

★

千円〜五千円進呈!

宮町商店街で使えるお買物券をゲットしよう！この大会への参加券は、お買物券取扱店で配布中！
ジャンケン大会に参加できない方のために本部に抽選箱を設置しています

●

・

医療法人安心会 宮町歯科医院

勝者には、お買物券

●

・
・
・

◯
● フレッシュショップ魚市
◯
● hymn（ヒム）

社会福祉法人青葉福祉会特別養護老人ホームアルテイル宮町
小規模多機能型居住介護こめっと宮町

●

●

七十七銀行 宮町支店
●
● UP!BAKER ﬂuﬀ 宮町店（アップベイカー） 022-200-2432
仙台ジャズスクール
022-266-0708

022-222-3628

15時スタート予定！（14時50分受付）

村形青果店

◯
●
●

●
● みそ壱 小田原店
●
● 田代酒場
●
◯
●
●
◯ 後藤 [ 時計卸・電池交換 ]

○
● 田代酒場

022-797-5388

ジャン ケン 大会

○

うらいし洋装店

●

022-797-5122
022-797-7515
022-265-8088

・

仙台ジャズスクール

●

雨天決行

1F UP!BAKER ﬂuﬀ 宮町店
●

城南コベッツ ○

お宮町

東照宮境内

●
● 花京院市場 宮町店

●

・

会場 /

●

心 hair Labo（ヘアラボ）
・

022-281-9575

15

10/

10:00〜
（土）PM 15:30
AM

●

ゆずりは歯科医院・
ヘルスセルフケアラボ●

○

●
● EDGE STORE
◯

・コインランドリー ABC

●

●

022-217-0033
022-393-8233

25

白い森 おぐにサテライトアンテナショップ仙台店

●

EDGE STORE ●

ゆずりは歯科医院
● ヘルスセルフケアラボ
心hair Labo（ヘアラボ）

● イオン仙台宮町店

●

エービーエステート ●

●

●

○やきとり大吉仙台宮町店

●

・あっぷる整骨院

○

・

のいえ保育園 ・

学生服リユース SHOP
さくらや青葉店 ●

2022

まつり

・仙台銀行宮町支店

・杜の都信用金庫宮町支店

●

022-748-4648
022-222-0083
090-5237-8266

・朝日住宅センター

・ファミリーマート

・

秋

ホープビビンパ食堂

090-9632-3396

022-208-3272

お宮町

●

●

● イオン仙台宮町店
●
●
● エービーエステート [ 不動産業 ]
コインランドリー ABC

●

・

●

・

仙台銀行宮町支店

あっぷる整骨院
● 学生服リユースSHOPさくらや青葉店
◯
●
◯ やきとり大吉仙台宮町店

●

●

・

●
●
●
●
●

・

・

●デジタルスタンプラリー参加店・
秋まつりお買物券取扱店
◯秋まつりお買物券取扱店
★デジタルスタンプラリー参加店

●

★

回

●
● ホープビビンパ食堂
●

第

秋まつりジャンケン大会で宮町商店街で使えるお買物券をゲットしよう！

お子様もパトカーに試乗できます！
※状況により来られない場合もあります。

7 「お宮町」まちづくり協議会の紹介
宮町通りの無電柱化を目指して

8 似顔絵実演
イトオテルミー体験 10分 500円

あったかくて気持ちいい〜♪

※このイベントは、仙台市商店街イベント助成金を活用して実施しています。

●場内では周りに人が居る場所でのマスク着用、咳エチケットへのご協力をお願い致します。 ●場内各所に消毒液を設置しておりますので、こまめな手洗い・消毒をお願い致します。 ●人と人との距離を保って
いただくようお願い致します。お並び頂く場合、密接しての会話はお控えください。 ●体調が優れない方、風邪のような症状や不安のある方は、ご来場をお控え頂きますようお願い申し上げます。ご来場のお客様
に安心してお楽しみいただく為、お客様の感染予防へのご協力お願い申し上げます。

10月20日（木）からスタート！
宮町 商店街

デジタルスタンプラリー
一部店舗では、
独自の特典あり！
あなたにお似合いのメガネを
お探しします！

旬のフルーツを使った
宮町のケーキ屋さん

5 パティスリー ル・ボアドゥフェ
季節の旬のフルー
ツを使った洋菓子
や焼き菓子は、お
宮町のお土産とし
ても喜ばれていま
す！

しんせつ、ていねいな接客
でより精度の高いメガネを
提案します。

7 酒処 ひで

参加にはスマートフォンアプリが必須となり
ますので事前にご準備ください。

Androidの方はこちら

仕事帰りに仲間と
ゆっくり、お酒を
飲み交わせる店で
す。

お一人お一人のお住まいを快適にリフォームする
お手伝いをする会社、ハウテックです！

8 リフォームのハウテック

トイレ、バスルーム、
キッチン、洗面所など
の水廻りからお家全
体のリフォームまで、
住まいの事なら何で
もご相談ください。他
社にはできない提案
やサービスを、いつで
も納得の価格でご提
供します。ご相談はお
気軽に！

デジタル商品券利用時に

メガネくもり止めサービス
致します！

9 ファミリーマート 宮町４丁目店

昼・夜１組限定なので安心してお食事が
出来ます。
（２名様より受付）

3 Lumos General Store

4 中国懐石料理 一元

デジタル商品券利用時に

デジタル商品券利用時に

デジタル商品券利用時に

デジタル商品券利用時に

仙台市青葉区東照宮1-7-32

仙台市青葉区東照宮2-6-8

仙台市青葉区東照宮2-2-16 1F

仙台市青葉区東照宮2-4-1

営業時間/ 11：00〜17：00
定休日/ 日曜・月曜・祝日

営業時間/【月・火・木〜日・祝・祝前】通常10:30〜20:00(L.O.19:30)
定休日/ 水曜

営業時間/ 12:00〜18:00 P有り
定休日/ 月曜、火曜

営業時間/ 11:00〜22：00
定休日/ 不定休

090-2950-5127

家族のように地域に寄り添う
あなたとコンビニファミリーマート

こだわりの個性的なセレクト雑貨店

2 ホープ ビビンパ食堂

手作り焼菓子をプレゼントします！

※10月20日以降、
参加登録可能です。

本格石焼ビビンバと肉入り
特製コチュジャン。

1 はぴ café

駄菓子屋の中のカフェス
ペースにてランチ・軽食・ド
リンクを提供しています。
テイクアウトもやっていま
す。

このキャンペーンは仙台市が実施するものです。QR コードはデンソーウェーブの商標登録です。

安心、安全がモットーです！
夕時からゆっくり楽しめる店。

6 宮町メガネ館

駄菓子屋とカフェが一緒になった
小さなお店です。

iPhoneの方はこちら

味も素材も優しくを探究し
て、四種類のビビンパやキム
チの量り売りもお気軽にご
利用頂いております！

クーポン券（キムチ120グラム）進呈！

080-3336−8739

日本製をはじめとした、アパ
レル、食器など、主に生活雑
貨を取り扱っております。お
客様の普段使いの物や、ギフ
トなどにご利用頂いている
ショップです。

2000円以上お買い上げの方、
10％OFF！

022-341-9833

完全予約制 中国料理コー
スをお1人様4000円（税別）
より承ります。

入店時にお声がけ頂きますと一元
チャーハンをサービス致します。

022-234-1544

あなたの愛犬をトリマー（４名）が、
かわいくキレイに仕上げます！

お客様第一！！『洗たくや』だからできる
親切 丁寧なお店です。

手づくりのお惣菜と
あったかお弁当の店

美味しい日本酒
たくさん取り揃えております！

学生服や体操服の買取り・引取り・
販売いたします。

10 ペットショップさまん

11 クリーニング洗たくや 宮町店

12 まかない屋

13 阿部八酒店

14 学生服リユース SHOP さくらや青葉店

愛犬美容＝３キロ以内無料送迎致します！ペットホ
テル＝小型犬〜大型犬・猫・小動物が泊まれます！
動物取扱登録番号：仙台市（健保動） 指令第５００５
登録年月日：平成１８年６月２２日
有効期限令和８年8月31日
動物取扱責任者：佐藤 広行

1 点 1 割 引 、2 点 2
割引、3点4割引さ
せていだきます。
※特殊品は除きま
す。襟や袖の黄ば
みやシミには『ウ
エットクリーニン
グ』断然おすすめ
します。

デジタル商品券利用時に

愛犬美容のご利用の方、
当店独自スタンプ2倍！！

日替わり弁当（1,000円以
上）などを宮町内配達致しま
す。近隣地区はお問い合わせ
下さい。

当店は、日本酒専
門店です。

なんとか家計を抑
えたい子育て世帯
のために愛着のあ
る学生服をバトン
タッチ！

デジタル商品券利用時に

クーポン券進呈（次回、500円以上
お買い上げで50円割引！）

仙台市青葉区宮町5-6-20ライオンズマンション１F

仙台市青葉区宮町5-2-10

仙台市青葉区宮町5-1-9

仙台市青葉区宮町4-3-27

仙台市青葉区宮町4丁目6-21

仙台市青葉区宮町4丁目6-25

仙台市青葉区宮町4-6-28 イムーブル1F

仙台市青葉区宮町4-6-29

仙台市青葉区宮町4丁目5-35

仙台市青葉区宮町4丁目5-43 山十ビル401号室

営業時間/ 10:00〜19：00
定休日/ 水曜

営業時間/ 9:00〜18：30
定休日/ 日曜・祝日

営業時間/ 18:00〜24：00
定休日/ 日曜、祝日

営業時間/ 9:00〜18:00
定休日/ 日曜・祝日 夏季休暇、年末年始

営業時間/ 24時間
定休日/ なし

営業時間/ 9:30〜18：30
定休日/ 火曜・水曜

営業時間/ 9:30〜18：30
定休日/年中無休（お盆お正月・休業あり）

営業時間/11:00〜19：00 売り切れ次第終了
定休日/ 日曜・祝日

営業時間/ 9:30〜19:00
定休日/ 日曜・祝日

営業時間/ 10：00〜16:00
定休日/ 火曜・木曜・土曜

022-275-5567

旬の食材をふんだんに使った
創作和食

15 茶寮ここの

昼 日替わり三段弁当
夜 創作懐石料理
テイクアウト
￥1,500〜

仙台市青葉区宮町4丁目7-17

022-275-8013

022-274-1800

くらしを豊かにする商品を
お値打ち価格でご提供致します。

全国展開の地域最大級の総合スポーツクラブ
ルネサンス 仙台宮町24

16 イオン仙台宮町店

17 スポーツクラブ ルネサンス仙台宮町 24

当店は食料品や日
用雑貨品を豊富に
取り揃えており、
大変多くの地域の
お客さまにお越し
頂いております。
是非、この機会に
ご来店・ご利用下
さいませ。

24ｈジム・スタジオ・
温水プール・庭園風呂・
サウナ・生後6ヶ月か
らのスイミングスクー
ルなど豊富なアイテム
と充実の設備で、お子
様から大人の方まで楽
しんでいただける地域
最大級の総合スポーツ
クラブです。

仙台市青葉区宮町4丁目7-5

仙台市青葉区宮町4-7-3

022-302-5338

0120-2960-89

18 兎豆屋

全国豆腐品評会で
金賞を受賞した「香
おぼろ」が大人気。
厳選したこだわり
の国産大豆。大豆の
個性に合わせた製
法で丁寧に仕上げ
ております。濃厚で
芳醇なお豆腐をぜ
ひご堪能ください。

仙台市青葉区福沢町4-52

022-217-7751

022-216-5517

【全国豆腐品評会で金賞受賞】職人が
つくる、こだわりのお豆腐！

022-702-4168

営業時間/ 平 日6:00〜19：00
土・祝6:00〜18：00
定休日/ 日曜

022-268-1310

お茶のご用命は当店へ！！

19 エービーコーポレーション

20 シローの店 宮町店

21 にがおえ がんじースタジオ

22 早稲田教育ゼミナール宮町校

23 お茶の店 ことぶき園

24 花京院市場 宮町店

不動産の仲介業務（賃貸・売
買）、管理業務、リフォーム業
務、コインランドリー事業

デジタル商品券利用時に

炭火牛タン仙台旬祭「りとらい」
（青葉区国分町
2丁目）のクーポン券500円分を進呈！

営業時間/ 月〜火曜・木〜金曜10：00〜20：00
水・土曜・祝日10：00〜18：00

営業時間/ 10：00〜18：30
定休日/ 水曜・日曜

定休日/ 日曜

毎日が、特売日！

35 フレッシュショップ 魚市
新鮮な品物でよ
り安く販売して
おります！

仙台市青葉区宮町３-６-５

営業時間/ 9:30〜18：00
定休日/毎週水曜

営業時間/ 10:00〜19:00
定休日/ 木曜日

営業時間/ 14:00〜21：00
定休日/ 日曜

営業時間/ 7:30〜18：00
定休日/ 日曜、初売は、1月2日（月）3日（火）です。

営業時間/ 10：00〜19：00
定休日/ なし

旬の海の幸を寿司職人が真心込めて
握ります。

ハンバーガーとコーヒーの専門店。肉厚でジューシーな
ハンバーガーとこだわりのコーヒーをご用意しております。

地域に根ざしてよい商品をお届けします！

なんのかんのと言ってもくすりは
やっぱりカンノ薬局♪

七五三、成人式、卒入学等の記念写真を屋外でも！

定禅寺本店で開花しふわふわと飛んだ綿毛がたど
り着いた場所で地域に根差す小さなパン屋さん

30 coffee&burger EDGE STORE miyamachi

31 山加加藤商店

32 漢方のカンノ薬局

33 藤野写真美術院

34 UP!BAKER ﬂuff 宮町店

新陳代謝を促し痩せるセル
フエステや美白美肌になる
美容施術をゆずりは歯科医
院内プライベート空間で行
います。

デジタル商品券利用時に

歯磨剤サンプルプレゼント！

昨年10月にオープンした本格バーガーとコー
ヒーのお店。ベーコンやプルドポーク、ビーフ
ブリスケットなどを自家製でご用意していま
す。コーヒーはSENDAICOFFEESTANDのス
ペシャリティコーヒー豆を使用。バーガーと
コーヒーの相性はバツグンです。

デジタル商品券利用時に

仙台市青葉区宮町2-3-11 2階

仙台市青葉区宮町2-3-11

営業時間/ 9:00〜19：00
定休日/ 月曜（第三日曜はご予約のみ）

受付時間/ 月曜から金曜
定休日/ 土曜・日曜・祝日

営業時間/17：00〜23：00 日・祝17：00〜22：00
定休日/ 水曜、第三火曜

営業時間/火〜金:11:00〜15:00/17:00〜20:00
土・日:11:00〜20:00
定休日/ 月曜

営業時間/ 9:00〜18:00
定休日/ 日曜・祝日

営業時間/月〜金9時〜19時、土10時〜18時
定休日/ 日曜・祝日

営業時間/10:00〜18：00（土日祝日はご予約の撮影のみ）
定休日/ 土曜,日曜,祝日 （撮影のご予約がある場合は営業）

営業時間/ 11：00〜19：00
定休日/ 不定休

宮町、ステーキ、店員全員変なやつ。

高音質カラオケで仮装カラオケも
楽しめるお店です。

よく眠りよく生きる
Good Sleep Good Life！

釣具各種取り扱い・釣具の修理、
改造等、ご相談ください。

41 BANNA BULL JUMP

42 歌屋笑時間

43 西川チェーン ふとんの菅野

44 中野釣具店

9:00-16：00

37 SEIYU 小田原店

38 みそ壱 小田原店

39 HAIR＆BEAUTY 理粧

40 田代酒場

鮮魚他食料品、住
居用品の一部を
24H販売してお
ります。

トッピング（150円まで）クーポン券進呈！
（麺大盛りは使用不可）

旬な刺身とうまい
もん！

営業時間/ 17:00〜翌1：00
定休日/ 水曜

営業時間/ 19:00〜24：00
定休日/ 月曜

営業時間/ 19:00〜0:00
定休日/ 水曜

森と雪がもたらす豊かな恵み、
自慢の品々をお届けいたします。

血液を循環させて身体をポカポカに。
寒い冬を乗り越えましょう！

ニューヨークドライカットで学んだ
確かなカット。

48 白い森 おぐに サテライト アンテナ ショップ 仙台店

49 イトオテルミー温熱刺激療法 癒香（ゆいか）療術所

50 トランスヘアーシェルストーン

まちの本屋

45（有）コピーセンタータナカ

46 Looser

47 ゴコー書店 小松島店

雑誌・書籍 図書カードの販
売CD、DVDも取扱いしま
す。

小国町の山菜、キ
ノコ、雑穀など自
慢の品々の販売。

デジタル商品券利用時に

ドコサラクトンを
ふんだんに使った
オリジナルトリー
トメントで髪に艶
と張り、しなやか
さが蘇ります。
キュキュッとした
髪に戻る頭髪専用
シリコン落としも
大人気！

デジタル商品券利用時に

布製エコバッグプレゼント!
（先着30名様）

次回使える300円引きチケット
プレゼント！

仙台市青葉区宮町1-1-30

仙台市青葉区小松島2丁目3-1

青葉区小松島二丁目2-5

仙台市青葉区宮町3-9-8

営業時間/ 9:00〜18：00
定休日/日曜

営業時間/ 19:00〜24：00
定休日/ 月曜

営業時間/ 10:00〜20：00
定休日/ 毎月第二日曜

営業時間/ 10:00〜18：00
定休日/ 火曜

022-272-4682

イトオテルミー療法は、90年の
歴史を持つ日本の民間療法で
す。血液やリンパの流れを促進
させ、自然治癒力を高めます。免
疫力を高め、丈夫な身体を作り
ましょう。 完全予約制です。

022-200-2666

022-200-2386

51 花京院市場 本店

生産者と消費者を
つなぐ橋渡し的な
存在でありたいと
思っています。い
つも元気なスタッ
フとお野菜がお待
ちしております。

仙台市青葉区小田原7-5-55

青葉区花京院1-5-21

営業時間/ 10:00〜19：00
定休日/ 土曜・日曜営業・不定休

営業時間/ 9:00〜18：00
定休日/ 月曜（不定期に火曜日）

営業時間/ 10：00〜20：00
定休日/ 無休

022-262-9012

631ビル2階

022-200-2432

◇各種メーカー釣具販売◇オ
リジナル釣具の製造販売◇
オーダーメイドの釣竿、仕掛
の制作◇既存釣具のドレス
アップ・カスタマイズ◇釣竿・
リール等、取り具の修理等

デジタル商品券利用時に

デジタル商品券利用時に釣具メーカー
ステッカーをプレゼント!

仙台市青葉区宮町2-２-３

仙台市青葉区宮町1-4-12

営業時間/ 10:00〜18：00
定休日/ 水曜、木曜

営業時間/ 21:00まで
定休日/なし（年末年始休業あり）

022-222-7727

022-261-0752

生産者の思いを伝える
「街の八百屋さん」

仙台市青葉区小田原8-1-23

090-5355-8693

022-265-6421

022-226-8563

睡眠は今日の終わ
りではなく新しい
明日の始まり。お
一人おひとりの快
適な眠りをつくる
ための寝具等を提
案致します。

入店時にお声がけ頂きますと
カクテル１杯サービス致します。

仙台市青葉区小田原6-3-1

営業時間/9：00〜18：00（日・祝〜17：00）
定休日/ 毎週月曜 第３火曜

笑って飲んで楽しいひとときを！
☆女性スタッフ募集中☆

宮町コーポ107

022-222-4633

デジタル商品券利用時に

仙台市青葉区宮町2-2-25

営業時間/ 11:30〜22:00
定休日/ 水曜

022-262-2098

広い店内、歌いやすいカラオ
ケ、歌好き、お酒好きな人が
集まる店。 仮装カラオケ
(要予約)や、ママの手料理、
マスターのカクテルも人気
です。

仙台市青葉区宮町2-2-16 エスペランサＭＭ店舗Ｄ

営業時間/ 24時間
定休日/ 年中無休

022-355-6550

022-223-3522

宮町のちょっと変
わったステーキ
屋 、B A N N A
BULL JUMPで
す。ステーキもさ
ることながら、当
店の唐揚げはお祭
りでも毎回売り切
れるほどの絶品で
す！

オリジナル水ヘッドスパ半額券
プレゼント（6,000円→3,000円）

仙台市青葉区小田原6-1-8

022-222-9074

022-222-2897

デジタル商品券利用時に

仙台市青葉区小田原6-1-22 宮町フラット103

印刷のことならなんでもおまかせ！！

022-275-6292

全てビーワン天然水を使用
した髪をいためないパーマ・
カラー。サロン特有の匂いも
ありません。
☆2,500円以上ご利用で空くじ
なし抽選会も同時開催中！！

仙台市青葉区小田原6-1-25

022-702-7038

当店独自スタンプカード2倍！

シンプルでオーソドックス
なみそラーメンから みそ
壱オリジナルのマー油を
使った黒みそラーメンなど
種類が豊富です。

デジタル商品券利用時に

022-261-2875

デジタル商品券利用時に

ﬂuﬀは、たんぽぽ
の綿毛
たんぽぽのように
身近で親しまれる
ちょっとほっこり
と気持ちがUP！
するパン屋さんに
なれるよう頑張っ
てまいります！

仙台市青葉区宮町2-1-55（七十七銀行隣り）

36 hymn（ヒム）

ママの手造りおつまみも人
気。国産そば粉100％の十割
そば「信州そば」は当店でし
か味わえません。

スタジオでの七五三、成人
式、卒入学、家族写真等をご
予約いただいたお客様に東
照宮等でのロケーションス
ナップ撮影をサービスで行
なっております。その際2L
サイズのプリント約20枚と撮影データ40〜60
カットを無料でお渡ししております。お電話お
待ちしております。

仙台市青葉区宮町２-1-52

022-797-5388

飲み天国
〜大人のオアシス田代酒場〜

営業時間/レンタルスペース9時〜16時
パブ17時〜0時
定休日/月曜

創業大正十二年の
漢方相談薬局で
す。健康に関する
お悩みやお薬のこ
となんでもお気軽
にご相談下さい。

022-281-9575

仙台市青葉区宮町2-1-46

022-223-1768

＜おかげさまで今年55周年＞
水と空気を使った自然派美容室

営業時間/ 10:30〜19:00
定休日/ 日曜・祝日

022-222−0370

仙台市青葉区宮町3-5-19

022-797-7515

本格的なみそラーメンの専門店。

仙台市青葉区小田原6-1-33

(取扱商品)・ビー
ル、日本酒、ウィス
キ ー 、焼 酎 、リ
キュール、ワイン
等の酒類・一般精
米及び、業務用精
米・業務用食材一
般の方でも、ぜひ
お立ち寄りくださ
いませ。

お好きなハンバーガー
10％オフクーポン進呈！

品質の確かなものを毎日低価格で
お届けします。

仙台市青葉区宮町2-3-1

022-797-2799

仙台市青葉区宮町3-7-44 グリーンリーフ宮町A棟101

022-265-7628

宮町サワー(サイダー・ハイボール)
1杯無料クーポン進呈!

022-215-8351

新鮮な海の幸を手
ごろな値段で。お
寿司はもちろんの
ことお刺身や一品
料理を東北の美味
しい地酒などとお
楽しみください。

022-395-7626

仙台市青葉区宮町3-7-41

デジタル商品券利用時に

創業35年を迎え
るコピー屋さん。
『こんなことお願
いできるのか
な？』というお悩
みあればコピー
に関わらずなん
でもOK！幅広く
お答えしますの
で、気軽にお問い
合わせください。

022-265-4850

皆んなの挑戦を応援する場所

昼はレンタルスペース・夜は
パブとして営業。宮町の観光
案内所となるような地域と
共生するお店を目指してい
ます！是非お気軽にお立ち
寄りください。

デジタル商品券利用時に

デジタル商品券利用時に60分
受講料無料クーポン進呈
仙台市青葉区宮町３−６−７

28 ヘルス セルフケア ラボ（ゆずりは歯科医院内で併設しています） 29 友寿司

0120-913-079

似顔絵制作のお客様に、
「スタンダード額」
をサービスでお付けします。

農家直送、市場直
送の新鮮野菜や旬
の果物を中心にこ
だわりの食品もた
くさんありますの
で、見て楽しい、食
べて楽しい！

仙台市青葉区宮町3-6-12

27 散髪屋 ささげん

仙台市青葉区宮町3-8-38

デジタル商品券利用時に

ご自宅用、ご贈答
用に喜ばれる美味
しいお茶を各種取
り揃えておりま
す。

仙台市青葉区宮町3-9‐38

26 ダイエット・ボディメイク専門店 Cure Body

022-225-7340

デジタル商品券利用時に施術5000円以上利用
かつ商品購入の方に個店スタンプ2倍

小学3年以上対象のプログ
ラミング講座を受講できま
す。また年に数回、塾生対象
にマイクラのイベントを開
催しています。

営業時間/ 平日10:00〜19：00（水曜16時まで）
土日 9:00〜19:00（日曜18時まで）
定休日/月曜、第1、第3火曜定休

25 音の里ミュージック

仙台市青葉区宮町3-8-34

デジタル商品券利用時に

似顔絵制作。結婚式や還暦な
どのお祝いに喜ばれていま
す。プレゼントにもどうぞ。

仙台市青葉区宮町3丁目9-1-1

022-217-0033

健康につながる美容サービスを
提供しています。

女子にプチ人気のグッズ、
先着29名様に進呈！

40年以上宮町にあるヘアサ
ロン。ハリスノフ、着付け、
ファイテンチェア、ヘッドス
パを提供しています。

新鮮野菜そろっています！
皆様の食を応援します。

仙台市青葉区宮町3-8-33

お客様とのお付き合いも大切に
仕事しています。ご予約優先です。

デジタル商品券利用時に

090-5237-8266

小学生プログラミング教室
無料体験会申し込み受付中！

トータルケアのできる
ダイエット・ボディメイク専門店

宮町通りに面している床屋さ
んです。特別な仕事はできませ
んが１回１回一生懸命やらせ
ていただきます。お子様からご
年配の方まで、また単身赴任の
方も多くいらっしゃいます。

022-222-6433

大切な記念日に心をこめて
お描きします。

楽しく基礎が身につくレッスン♪
ピアノ ♪リトミック

ダ イ エ ッ ト・ボ
ディメイク・セル
ライト除去専門店

022-399-7118

居心地よい美容室。最上級トリートメント
ハリスノフがおすすめ

営業時間/ 平日9:00〜23:00 土・日・祝日9:00〜22:00
定休日/ なし

ピアノはコロナ
禍でもお部屋で
楽しめる趣味と
して、近年特に人
気が出ています
お子様からシニ
ア世代まで楽し
く学べる音楽教
室です。

022-265-1745

お客様のあらゆるニーズに私達は、
誠心誠意お答え致します。

通常営業時間/ 平日:11:00〜23:00 / 土曜:11:00〜21:00 /
日・祝:11:00〜19:00
定休日/ 火曜

営業時間/11：00〜15：00 17：00〜21：00（完全予約制）
定休日/毎月1回毎週水曜・その他貸し切り日

0120-23-1941

022-395-8574

デジタルスタンプラリーの詳細に関しては「お宮町」のホーム
ページもしくは掲載店舗にお問い合わせください

【お客様へのお願い】
●店内では周りに人がいる場所でのマスク着用、咳エチケットへのご協力
をお願い致します。
●各所に消毒液を設置しておりますので、こまめな手洗い・消毒をお願い
致します。
●人と人との距離を保っていただくようお願い致します。お並び頂く場合、
密接しての会話はお控えください。
●入店時に検温させて頂く場合がございます。
●体調が優れない方、風邪のような症状や不安のある方は、ご入店をお控
え頂きますようお願い申し上げます。ご来店のお客様が安心してお楽
しみいただく為、お客様の感染予防へのご協力をお願い申し上げます。

