
イオン富谷店（本体）

味の牛たん喜助　　※辞退 富谷市大清水1-32-12 網地島屋 富谷市富ケ丘1-16-25

あじわいの朝 富谷店 富谷市成田1-6-9 味処 きく乃 富谷市太子堂2-5-23 イオンモール富谷テナント

アペテラ 富谷市あけの平3-6-16 あったか・お箸ダイニング熊谷 富谷市ひより台2-35-2 阿部蒲鉾店

イエローハット富谷店 富谷市大清水1-33-1 ＆Tomiya gelato 富谷市富谷新町111-1 ｉｋｋａ／ＬＢＣ

イオン富谷店（本体） 富谷市大清水1-33-1 いい茶や 富谷市富谷新町111-1 ＡＢＣーＭＡＲＴ

ウィンマート 富谷市東向陽台2-12-6 石焼ステーキ贅 明石台店 富谷市明石台6-1-20 エステール

㈾内ヶ崎酒造店 富谷市富谷新町27 il mio campo 富谷市成田4-19-3　アスール･コート101 ａｎｙＦＡＭ／ａｎｙＳｉＳ

EIGHT CROWNS 富谷市富谷新町111-1 ウイング丼丸 富谷店 富谷市富ケ丘1-16-21 Ｌ．Ｏ．Ｈ２

ENEOSジェイクエスト 仙台富谷店 富谷市上桜木1-1-4 お肉のレストラン かのや 富谷市富ケ丘2-16-7 お茶の井ケ田　喜久水庵

お菓子のアトリエ ムー 富谷市成田4-2-3 オモウマ麵堂  富谷市明石台5-2-12 菓匠三全

カインズオート 仙台富谷店 富谷市上桜木1-1-3 ガーデンレストランノースポール 富谷市富谷仏所210-20 KAMU

カインズ 仙台富谷店 富谷市上桜木1-1-6 カフェ ドゥ ラぺ 富谷市日吉台3-11-1 カメラのキタムラ

菓子処いさわ屋 富谷市富谷新町102 カフェ MAGY 富谷市成田4-28-26 ＫＩＳＥＩ

からあげ専門石井商店 富谷店 富谷市鷹乃杜2-1-18 カフェMaHaNa 富谷市成田1-6-1 クイックセンター

カワチ薬品 富谷店 富谷市成田8-2-3 カレーハウスCoCo壱番屋 富谷あけの平店 富谷市あけの平1-2-1 グリーンパークストピック

ギャラリーノースポール 富谷市富谷仏所210-20 きそばあさひ 富谷市杜乃橋1-8-8 げんき堂整骨院

ケーキと焼菓子の店 白いオルゴール 富谷市日吉台2-34-8 キャナリィ・ロウ 富谷店 富谷市大清水2-22-1 サーティワンアイスクリーム

児島ジーンズ仙台 富谷大清水下45-3 牛角 富谷店 富谷市大清水2-22-1 ＴＨＥ　ＣＬＯＣＫ　ＨＯＵＳＥ

佐忠 富谷市富谷新町105-1 牛々 富谷店 富谷市富ケ丘1-15-21 サンキューメガネ

㈲サンコー商店 富谷市石積中町57 牛たん炭焼利久 富谷あけの平店 富谷市あけの平1-2-1 ＪＩＮＳ

サンドラッグ 富谷店 富谷市大清水2-13-1 牛屋たん兵衛 富谷市明石台5-1-12 スターバックスコーヒー

シャトレーゼ 富谷店 富谷市大清水2-22-3 憙楽宴 佐藤 富谷市日吉台2-34-3 Ｓｅｒｉａ

シャルメ 富谷市日吉台2-4-20 銀結び 富谷店 富谷市日吉台3-9-10 ＳＵＮＣＲＵＩＳＥ

純生カステラ キミとホイップ 富谷市鷹乃杜2-1-21 蔵出し醸造味噌ラーメン えんまる 富谷市大清水2-13-6 伊達の牛たん本舗

純生食パン工房HARE/PAN 富谷店 富谷市鷹乃杜2-1-21 蔵八ラーメン 富谷大清水店 富谷市大清水2-22-1 築地銀だこ

スーパーヤマザワ 富谷成田店 富谷市成田1-6-8 珈琲所 コメダ珈琲店 富谷店 富谷市成田8-2-4 ハクジュプラザ

西友 富谷店 富谷市ひより台2-37 ココス 富谷店 富谷市上桜木1-1-1 バックステージ

セブン-イレブン 富谷明石台6丁目店 富谷市明石台6-3-4 ごはんカフェ 鈴家 富谷市日吉台2-34-5 パティズ

セブン-イレブン 富谷上桜木店 富谷市上桜木1-37-1 ゴリラファーム AMEHARE 富谷市太子堂1-14-13 ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ

セブン-イレブン 富谷太子堂店 富谷市太子堂2-1-6 寿松庵 本店 富谷市成田9-2-9 はなまるうどん

セブン-イレブン 宮城富谷店 富谷市ひより台1-43-24 ストロベリーコーンズ 富谷店 富谷市ひより台1-43-18 ハニーズ

タイヤ＆ホイール館フジスペシャルブランド 富谷WILD店 富谷市成田1-7-1 炭火焼鳥 翔家 富谷市成田1-6-1 ハンズオン

タカラ米穀㈱ 富谷市成田9-3-2 そば処さくら UZ-42 富谷市富谷新町45 バンダレコード

ツルハドラッグ 富谷上桜木店 富谷市上桜木2-3-4 中華屋丹心　　　※閉店 富谷市富ケ丘2-17-5 ホワイト急便

ツルハドラッグ 富谷ひより台店 富谷市ひより台2-36-6 中華屋丹心 とみやど店 富谷市富谷新町111-1 マクドナルド

デイリーポート新鮮館 富谷店 富谷市上桜木2-3-3 中国料理　大鵬 富谷市日吉台2-16-3 ｍＩＡＳ　ＣＡＬＬＡ

手作りケーキ ばにら・びーんず 富谷市日吉台2-35-4 手打ちそば 七福 富谷市富ケ丘1-12-18 ミスタードーナツ

東京靴流通センター 富谷店 富谷市ひより台1-43-6 天下一品 明石台店 富谷市明石台6-1 未来屋書店

とがせ酒店 富谷市日吉台2-2-18 桃源花 富谷店 富谷市鷹乃杜4-3-33 杜屋文化堂商店

「とみやど」お土産コーナー 富谷市富谷新町111-1 トラットリア デル チェッポ 富谷市富谷大清水下64-1-2 Ｒｉｇｈｔ－Ｏｎ

ドラッグヤマザワ 富谷成田店 富谷市成田1-6-8 信鮨 富谷市鷹乃杜2-14-7 幸楽苑

ニンナ・ナンナ 富谷市上桜木1-40-9 飲み喰い処 虎二郎 富谷市ひより台2-31-1　マチカド.Y102 天ぷら和食処　四六時中

ノワイエ 富谷市富ケ丘1-6-26 HACCHIME 富谷市富谷新町111-1 ワンズテラス

バースデイ 明石台店 富谷市明石台6-1-38 ハンバーグの店 オニオン 富谷市日吉台2-24-9 5CURRY

ハチヤミート 富谷市富谷新町87 ひより屋 富谷市ひより台1-24-10

パティスリー マッフェン 富谷市明石台5-2-6 富久寿司 富谷市富ケ丘1-16-1

パンセ 富谷本店 富谷市成田8-2-6 平禄寿司 明石台店 富谷市明石台6-1-37

B家具･アウトレットABCマツモト 仙台富谷店 富谷市ひより台2-41-1 まいどおおきに仙台富谷食堂 富谷市上桜木2-1-2

ビッグハウス 富谷店 富谷市成田1-7-1 mamemaru+ 富谷市杜乃橋2-1-8

ファミリーマート 富谷成田四丁目店 富谷市成田4-1-1 都寿司 富谷市清水仲115-7

ファミリーマート 富谷明石台店 富谷市明石台3-1-28 麺や遊大 富谷市富ケ丘2-20-2 サイバーパーク富谷102

ファミリーマート 富谷成田八丁目店 富谷市成田8-2-2 やきとり源次郎 富谷市明石台5-2-12

ファミリーマート 富谷ひより台店 富谷市ひより台2-2-10 山の猿 富谷店 富谷市上桜木2-3-17

プチアンヌ 富谷市富ケ丘2-26-15 レストラン フュメドゥコスモ 富谷市成田3-8-1

フラワーステーション 明石台店 富谷市明石台6-1-37 和食 緒 富谷市ひより台1-44-5

フローラル２1 富谷市富ケ丘2-21-7 和食感イエローファクトリー 富谷市鷹乃杜2-1-25

星のこ工房 富谷市鷹乃杜2-7-1 和風レストランまるまつ 富谷店 富谷市三ノ関太子堂中62-1

㈲松田商店 富谷市富谷一枚沖87-1 和風レストランまるまつ 成田店 富谷市成田3-32-1

マツモトキヨシ 明石台店 富谷市明石台6-1-38

みやぎ生活協同組合明石台店 富谷市明石台6-1-39

MEGAドン・キホーテ 仙台富谷店 富谷市富ケ丘1-27-1 ㈱大崎防災 富谷市富ケ丘2-22-8

メガネの相沢 明石台店 富谷市明石台6-1-39 髪の家ハートフルミウラ 富谷市鷹乃杜4-13-27

餅よし 富谷市富ケ丘2-3-18 COOL DELSOLE 富谷市成田3-32-14

MonaMona 富谷成田店 富谷市成田1-6-1 ㈲小松自動車 富谷市三ノ関太子堂下163-50

焼き芋 あいも 富谷市成田3-32-5 車検のコバック 富谷店 富谷市富谷湯船沢28-1

薬王堂 富谷成田店 富谷市成田3-16-2 ダスキン 富谷支店 富谷市杜乃橋1-1-6

薬王堂 富谷西沢店 富谷市富谷西沢84-1 富谷カントリークラブ・富谷パブリックコース 富谷市三ノ関狼沢73-1

ヤマザキショップ 富谷さとうや店 富谷市富谷新町33 富谷宿焼くんぷう 富谷市富谷新町111-1

ヤマダデンキ テックランド仙台富谷店 富谷市上桜木2-5-2 ヘアーサロンけい 富谷市富ケ丘2-20-7

やまや 明石台店 富谷市明石台6-1-37 ヘアーサロンファイン 富谷市富谷新町122

ヨークベニマル 明石台店 富谷市明石台６丁目１−２１ ヘアースタジオM's 富谷市ひより台1-23-20

ラグノオ みやぎ生協 明石台店 富谷市明石台6-1-39 ボウル・サンシャイン富谷 富谷市ひより台2-37西友富谷２階

リカーハウスかめや 富谷市東向陽台2-3-28 ゆっぽとみや大清水 富谷市大清水1-32-3

レアフローレ和花 富谷市成田3-32-5 理容くまがい 富谷市富谷新町67-2

ワインショップフジ 富谷市成田1-7-1 理容ワコウ 富谷市富谷新町54-2

大清水整骨院 富谷市大清水1-18-1

富ケ丘鍼灸整骨院 富谷市富ケ丘2-4-6

富谷自動車学校 富谷市三ノ関膳部沢上11-3

富谷市ブルーベリー生産組合 富谷市富谷西沢13

その他
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飲食業

市内店舗

小売業

サービス業


