
仙　　台

酒どころ 7,000円～9,000円

焼肉食べ飲み放題2,980円(税込)安い!
仙台市青葉区一番町2-17-9 第七丸昌興業ビル7F

☎022224-9181(90分)2,980円／17:00～／無休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 40席

炭火焼肉 KAGURA 63
Free Drink

仙台で一番うまいと絶品・手打ち冷麺
本　店/仙台市青葉区国分町3丁目 小玉ビル1Ｆ  

☎022263-78643,000円／17:00～／無休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 50席

焼肉 三水苑 1

低価格で楽しめる熟成肉と旨安ワインの店
仙台市青葉区国分町2丁目 EXプラザビル1F

☎022268-86063,000円／18:00～／無休
DIN、UC、VISA、UFJNICOS、JCB 90席

Euro-29 （ユーロ29） 50
Free Drink

直火、炭火焼きで味わう、仙台牛ステーキ
仙台市青葉区一番町4丁目 堀田ビル2Ｆ

☎022224-398812,000円／17:00～／第2・第4日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 30席

大胡椒 49

杜の都に受け継がれる一流のおもてなしでお迎えいたします
仙台市青葉区国分町2丁目 邦栄ビル3Ｆ

☎022225-090960分 10,000円／19:30～／土・日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 30席

0909waku-waku わくわく国分町 57

新規！仙台名物『キャバサロ…？』はココ
仙台市青葉区国分町2丁目 大春ビル3Ｆ

☎022281-806210,000円／10:00～／不定休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 10席

JELLY BEANS SENDAI(ジェリー ビーンズ センダイ ) 46

東北一のクラブを是非一度、御堪能下さいませ
仙台市青葉区国分町2丁目 丸伊プラザビル4Ｆ

☎022262-060613,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、DC 40席

クラブ ＯＲＯ ＯＲＯ 24

酒どころ 10,000円～

四季折々の旬の素材を堪能できるお店です。
仙台市宮城野区宮千代2-13-13

☎022236-28383,500円／17:00～／無休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 40席

宮千代
馳走処 さくら亭

栗原の食材と三陸の旬を満喫できるお店です。
仙台市宮城野区出花1-3-4

☎022794-73183,500円／17:00～／第2・第4日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 60席

中野栄
馳走処 さくら亭 中野栄店

仙台牛一頭買いの焼肉店
仙台市宮城野区榴岡1丁目 サニービル1F

☎022296-57363,500円／17:00～／火曜休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 40席

三水苑 東口店 仙台駅
東口

シックで大人の雰囲気でステキな女性と乾杯を！
仙台市青葉区国分町2丁目 成瀬カントリービル2Ｆ

☎022265-75217,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 23席

花たば 21

安心して飲めるお店
仙台市青葉区国分町2丁目 グランパレビルB1F

☎022224-77137,000円／19:30～／土・日・祝休
DIN、UC、VISA、UFJNICOS 30席

エスポワール 6

花魁遊女と素敵なひとときをお過ごし下さい
仙台市青葉区国分町2丁目 千大ビル3Ｆ

☎022399-71217,000円／20:00～／不定休
UC、VISA、JCB、UFJNICOS 14席

和遊おいらん 47

圧迫感のない最高級を...
仙台市青葉区国分町2丁目 MORIX 翠ビル3Ｆ

☎022263-61618,000円／20:00～／日・祝休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 80席

CLUB STELLAR(クラブ ステラ ) 2

心地よい空間で優しいおもてなしを致します。
仙台市青葉区国分町2丁目 第3吉岡屋ビル6F

☎022266-11447,000円／19:30～／日・祝休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 28席

千 29

キャバクラなのに、超ハードサービス。本ガイド持参で3,000円割引
仙台市青葉区国分町2丁目 大春ビル4Ｆ

☎022217-99869,000円／20:00～／日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 20席

スキャンダル 46

新感覚ないちゃいちゃキャバクラ誕生！！
仙台市青葉区国分町2丁目 ナンバーワンビル2F

☎022796-71359,000円／20:30～／月曜休
VISA 7席

S（エス） 93

ご友人と大切な接待にお・も・て・な・し致します。
仙台市青葉区国分町2丁目 仙台第3協立ビル1F

☎022227-1180セット9,000円／19:30～／日・祝休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 20席

石斛 （せっこく） 10

美を彩る知性と品性・・・大人の社交場
仙台市青葉区国分町2丁目 第1津乃田ビルＢ１Ｆ

☎022221-62027,000円／20:00～／日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 15席

CLUB  L’aman（ラマン） 43
Free Drink

仙台の夜はめちゃイケから始まる...
仙台市青葉区国分町2丁目 大春ビル2Ｆ

☎022302-79878,500円／18:00～／無休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 15席

めちゃイケ 46
Free Drink

お洒落でリーズナブルな美味しい仙台牛をどうぞ♪
仙台市青葉区国分町1丁目 仙台パルクビル1F

☎022397-77874,000円／17:00～／日曜休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB
http://hitosara.com/0006076133/ 40席

三水苑 国分町にごう 94

煮込み・もつ焼き・ホッピーの大衆酒場
仙台市青葉区一番町1-2-16

☎022722-86772,000円／17:00～／日・祝日
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 37席

もつ焼き たまふく 64

味どころ

十勝和牛を中心に、北海道素材を味わえる店
仙台市青葉区国分町2丁目 マルハラビル2F

☎022393-66016,000円／17:30～／日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 52席

札幌豊平館厨房 仙台店※本場札幌味噌ラーメンを食べられる店はココです！！
85

今日の出会いに感謝！
仙台市青葉区国分町2丁目 第2藤原屋ビル1F

☎022711-98665,000円／18:00～／無休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 50席

寿司こうや 44

海鮮料理と地酒、十四代、田酒など多数
仙台市青葉区国分町2丁目 MARKビル2F

☎022268-64645,000円／17:00～／日・祝休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 20席

たべ処 奥の細道 55



酒どころ 6,000円～6,100円

創業48年。仙台の名士が集う有名店です。
仙台市青葉区国分町2丁目 グランパレビル2Ｆ

☎022264-10306,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 25席

Bar Road（バー ロード） 6

酒どころ 7,000円

リーズナブルな価格で上質な空間
仙台市青葉区国分町2丁目 Jプラダビル1F

☎022797-0186※ガイド持参のご新規様に限り7,000円／20:00～／日曜休・12/31～1/1
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 25席

club L’ecrin （クラブ レカン） 91

ゴルフ大好きな、お店です。
仙台市青葉区国分町2丁目 のっぽビル4Ｆ

☎022227-37476,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 25席

ホワイトサクセス　サロンドゥ 梨香 32

リゾート感の溢れる店内と上質な接客
仙台市青葉区国分町2丁目 エムロードビル2Ｆ

☎022265-74886,000円／19:00～／無休
DIN、UC、VISA、JCB 80席

バーゼキャバレートクラブ 27

お一人様でもお楽しみ頂けるお店です☆
仙台市青葉区国分町2丁目 グランパレビル3F

☎022266-29966,000円／20:00～／年中無休
DIN、UC、VISA、UFJNICOS、JCB 11席

EXCELLENT CLUB  VOGA(ヴォーガ) 6

ゆったりとしたカウンターで楽しい時間を！
仙台市青葉区国分町3丁目 ルナ国分町ビル3F

☎022265-38086,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 15席

濱田 83

美しく、きらびやかな女性と最高の夜を・・・
仙台市青葉区国分町2丁目 セブンビレッジビル2F

☎022714-132360分6,100円～（人数・時間帯により変動）／20:00～／日曜休・12/31～1/1
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 55席

NEW CLUB Kingyo（キンギョ） 12

プレミアムな貴方に贈る極上の空間へ。
仙台市青葉区国分町2丁目 エムロードビル6F

☎022797-795060分6,400円～（人数・時間帯により変動）／20:00～／日曜休・12/31～1/1
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 60席

B CLUB（ビー クラブ） 27

上品な空間で、寛ぎと癒しの時間を貴方に...
仙台市青葉区国分町2丁目 のっぽビル2F

☎022393-638660分Set 6,000円／20:00～／日曜休
DIN、VISA、JCB、UFJNICOS
http://www.club-sphere-web.com/ 40席

クラブ・スフィア 32

仙　　台

酒どころ 2,000円～3,900円

大人の隠れ家
仙台市青葉区国分町2丁目 鈴木ビル3Ｆ

☎022264-15323,000円／17:00～／日曜休
UFJNICOS 42席

ディナーハット粋華 ( はな ) 60
Free Drink

豊富なワインが売りのおしゃれな焼き鳥バル
仙台市青葉区国分町2丁目 第1津乃田ビル1・2Ｆ

☎022217-87713,000円／18:00～／無休
DIN、UC、VISA、UFJNICOS、JCB 70席

仙台焼き鳥とワインの店  大魔王 Jr. 43

極上と呼ばれるラウンジ。「地底の楽園」。
仙台市青葉区国分町2丁目 セブンビレッジB1F

☎022281-955819:00～20:59(3,000円)・21:00～LAST(4,000円)／日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS
http://www.saquya-sendai.com/ 50席

Lounge SAQUYA(ラウンジ サクヤ ) 12

年中無休！昼キャバ ¥3,000！夜キャバ ¥5,000！
仙台市青葉区国分町2丁目 やぶ家ビル3Ｆ

☎022714-5866昼の部(8:30～17:00)3,000円
夜の部(20:00～)5,000円　　／無休

DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 70席

CLUB EVER. (クラブ エヴァー) 73

男女問わず歓迎！三千円～五千円で旅の思い出に
仙台市青葉区国分町2丁目 セブンコートビル2F

☎022797-0201（女性）3,000円 （男性）5,200円／17:00～／火曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS
http://host2.jp/shop/unchain/ 10席

クラブ アンチェイン（ホスト） 90

仙台焼き鳥とワインの店 個室最大25名収容
仙台市青葉区国分町2丁目 コロニアルハウス１F

☎022722-00873,000円／17:00～／無休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 90席

大魔王 House 41
Free Drink

女の娘、在籍30人!安心、明朗会計のお店です
仙台市青葉区国分町2丁目 センカンプラザビル6Ｆ

☎022222-62323,500円／20:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 40席

エターナル 20
Free Drink

昭和へタイムスリップ。私達今、熟れてます。
仙台市青葉区国分町2丁目 グランパレビル5Ｆ

☎022713-82131時間3,500円～（人数・時間帯により変動）／19:00～／12/31～1/2休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 25席

CLUB ADEJO ( アデージョ） 6

メイドさんに癒されながら楽しく飲める♡
仙台市青葉区国分町2丁目 レモンシャトービル4F

☎022797-88683,500円／19:00～／無休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 15席

メイドバー Larme（ラルム） 92

お疲れ気味の貴方に、心の句読点…
仙台市青葉区国分町2丁目 シャルマンビル7F

☎022224-43733,900円／19:30～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 36席

セイント 25
Free Drink

ヨ  サン   ナ    ミ

酒どころ 4,000円～4,500円

可愛いママと唄って踊って楽しい一時を
仙台市青葉区国分町2丁目 ピースビル2Ｆ

☎022263-10274,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 18～20席

スナック花火 26
Free Drink

夢ごこち、歌って楽しいオズ空間。
仙台市宮城野区榴岡4丁目 Fタウンビル5F

☎022781-56024,000円～5,000円／20:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 30席

カラオケ ラウンジ オズ 仙台駅
東口

可愛いコスプレの女の子が笑顔でお出迎え♡
仙台市青葉区国分町2丁目 大春ビル3Ｆ

☎022224-71504,000円／14:00～／不定休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS
http://strawberry-maid.com/index.html 10席

ストロベリー 46
Free Drink

さあ楽しく飲んでママと一緒に歌いましょう
仙台市青葉区国分町2丁目 石井ビル3Ｆ

☎022265-530390分 4,000円／19：00～／日・祝休
UC、VISA、JCB、MASTER 16席

夢二 ( ユメジ ) 38

くつろぎの時をママと、心あたたまるスタッフと。
仙台市青葉区国分町2丁目 ＥＸプラザビル2F

☎022225-01504,000円／18:30～／日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 30席

松本 50

仙台カラオケの元祖！アットホームの楽しい店
仙台市青葉区国分町2丁目 ニュー若竹ビル2F

☎022222-92344,000円／18:00～／日曜休
UC、VISA、JCB 28席

歌う館 ホールインワン 8
Free Drink

綺麗なママとアットホームに楽しいお酒を♡
仙台市青葉区国分町2丁目 シマヅビル 6F

☎022211-00844,000円／18:00～／無休
DN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 30～40席

彩（あや） 88
Free Drink

「こんなお店を求めていた!」がここにある
仙台市青葉区国分町2丁目 グランパレビル2F

☎022721-63884,000円／20:00～／日曜休
DIN、UC、VISA、UFJNICOS、JCB 40席

コンフォートクラブ ココミラノ 6

正統派バニーガールのガールズバー！
仙台市青葉区国分町2丁目 千鳥屋ビル1Ｆ

☎022738-86744,000円／21:00～／日曜休
VISA、JCB 16席

ONZE BAR（オンズバー） 19
Free Drink

１人でもグループでも!アットホームなお店
仙台市青葉区国分町2丁目 センカンプラザビル5F

☎022216-958590分 4,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS
http://www.d5.dion.ne.jp/̃ch-hirok/ 14席

チャイブ 20
Free Drink

お客様と共に44年、家庭的なお店でお寛ぎ下さい
仙台市青葉区国分町2丁目 ゴロク参番館ビル3Ｆ

☎022264-073790分 4,000円／18:30～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS
http://koku-map.com/building/goroku-3.php 22席

愛子（カラオケ・スナック） 42
Free Drink

Free Drink

お一人様でも大歓迎！特に歌好き大歓迎です。
仙台市青葉区国分町2丁目 ライオンビル仙台館5F

☎022263-71235,000円／19:00～／日・祭・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 15席

ギルビー 72

気取らず、アットホームなお店です
仙台市青葉区国分町2丁目 凱旋門ビル2Ｆ

☎022211-00315,500円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 20席

Natural ( ナチュラル ) 11

清楚で可愛らしい娘と楽しく飲めるお店♡
仙台市青葉区国分町2丁目 シャルマンビル5F

☎022721-71745,000円／20:00～／火曜休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 20席

New club CATS（キャッツ） 25

みなさんと楽しい夜
仙台市青葉区国分町2丁目 セブンビレッジビル3F

☎022796-73796,000円／20:30～／日曜休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 40席

CLUB PROUD(クラブ プラウド） 12

落ち着いた店内で優雅な一時を。。。
仙台市青葉区国分町2丁目 グランパレビル4F

☎022393-68836,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、DC、VISA、UFJNICOS、JCB 25席

WORLD PEACE （ワールドピース） 6

ログハウス調の店内、上質な空間をあなたと
仙台市青葉区国分町 セブンビレッジビル4F

☎022224-50085,500円～／21:00～／日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 15席

アンクルージュ 12

店名に込められた願い それは皆様の至福の時
仙台市青葉区国分町2丁目 NJビル2F

☎022797-22165,000円(1名様の場合1,000円プラス)／20:00～／日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 16席

CLUB ROGAR (クラブ ロガール ) 86

楽しく一緒に過ごしたい方集合！
仙台市青葉区国分町2丁目 邦栄ビル3F

☎022711-68685,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、UFJNICOS 20席（個室あり）

NOIR（ノアール） 57
Free Drink

上質なキャストと素敵な夜を・・・
仙台市青葉区国分町2丁目 千鳥屋ビル5F

☎022721-23725,000円／20:30～／日・祝休
UC、VISA、JCB、UFJNICOS 20席

club Aventure（クラブ アヴァンチュール） 19

昼の部・夜の部　可愛い子多数で大好評
仙台市青葉区国分町2丁目 ＭＳＣビル4Ｆ

☎022212-33305,000 円／（昼の部）8:30 ～（夜の部）19:30 ～／無休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS
http://ts-communication.com/ 30席

New Club 桜塾 16

お一人様でもどうぞ。団体割引・カラオケ有
仙台市青葉区国分町2丁目 グランパレビルＢ１Ｆ

☎022267-95555,940円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS
https://yuko-a.wixsite.com/empress 40席

Empress（エンプレス） 6

仙台駅東口で楽しむなら絶対ココ♡
仙台市若林区新寺１丁目3-21 EASTビル5F

☎022290-90675,000円／20:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 25席

Club Datura（クラブ ダチュラ） Free Drink 仙台駅
東口

飲んで歌って楽しい一時を過ごしましょう。
仙台市宮城野区平成2-6-52 光ビル１F

☎022235-78905,000円／20:00～／無休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 20席

スナック ティファニー
東仙台

さぁ、カラオケ歌って景品ゲットしよう。
仙台市青葉区一番町4丁目 仙台第五協立ビル3Ｆ

☎022263-04045,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 22席

スナックバー ユキ 36
Free Drink

楽しく飲んで！！お一人でもお気軽にどうぞ！！
仙台市青葉区国分町2丁目 千鳥屋ビルB1Ｆ

☎022266-00325,000円／21:00～／日・月曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 15席

サイファー 19

シックの中に美しさ満載、若さと熟女のコラボ
仙台市青葉区国分町2丁目 ナイタービル3Ｆ

☎022266-24665,000円／19:30～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 30席

A SOCIABLE LOUNGE  邦月 22

低価格とは思えないキャストのレベルの高さ
仙台市青葉区国分町2丁目 成瀬カントリービル3Ｆ

☎022221-81415,000円／19:00～／日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 19席

CLUB ATELIER (クラブ アトリエ ) 21

若くて綺麗なママに癒されてみませんか？
仙台市青葉区国分町2丁目 山国ビル3F （仙台リッチホテル国分町）

☎022266-76585,000円／20:00～／日曜休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS カウンター8席/ボックス3席

Mellow(メロウ ) 89
Free Drink

2丁目あがりの魅惑のオネェマンズバー
仙台市青葉区国分町2丁目 仙台第3協立ビルB1F

☎022393-91065,000円～／20:00～／日・祝休
VISA、JCB、AMEX、MASTER 30席

吟 10
Free Drink

大人の雰囲気が漂う仙台で超人気のスナック
仙台市青葉区国分町2丁目 グランパレビル5Ｆ

☎022215-23345,000円／20:00～／日曜日
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS
http://ts-communication.com/ 20席

DISTINO 6

酒どころ 5,000円～5,940円

仙台駅前の夜に楽しいひとときを♡
仙台市青葉区中央4丁目1-3 仙台プレイビル2F

☎022263-39335,000円／19:00～／日・祝休
DIN、UC、VISA、JCB、UFJNICOS 25席

すなっく SAKURA 2010
仙台駅前

Free Drink
塩　　釜

あかちょうちんとみたや 塩釜市海岸通6-14 新橋ビル1F ☎ 022-365-1563
あみ 塩釜市尾島町22-3 2F ☎ 022-366-8912 
居酒屋　いそや 塩釜市尾島町4-25 第2グリーンビル1F ☎ 022-367-1865 
居酒屋　五万石 塩釜市尾島町4-26 長栄ビル1F ☎ 022-364-1960
居酒屋　爺 塩釜市尾島町22-20 ☎ 022-366-6778
居酒屋　寿し海鮮処　結城 塩釜市尾島町8-10 1F ☎ 022-365-1238
居酒屋　ナンバーワン 塩釜市尾島町25-1 ☎ 022-362-8095
居酒屋　まき 塩釜市尾島町18-21 ☎ 022-362-8301
居酒屋　ろまん 塩釜市尾島町22-9 ☎ 022-364-9592
イタリアン　TheKitchen82 塩釜市尾島町11-15-2 ☎ 022-365-7625
いりそ 塩釜市尾島町18-21 2F ☎ 022-766-8756
エワル 塩釜市尾島町22-5 ☎ 090-4635-4680
お好み焼　はっちゃん 塩釜市尾島町13-15 ☎ 022-765-5270
おでん　三吉 塩釜市尾島町13-18 ☎ 022-365-9266
御料理処　浜乃宴 多賀城市桜木3-2-46 ☎ 022-367-4288
Girls Bar Pomyu（ポミュ） 塩釜市尾島町8-10 ☎ 080-1655-1709
海鮮料理　とんかつ大関 塩釜市尾島町27-26 ☎ 022-362-7974
カラオケ居酒屋　わくわく 塩釜市尾島町22-1 ☎ 022-366-6076
カラオケ和風スナック　萌村 塩釜市尾島町22-3 佐精ビル2F ☎ 022-364-9995
串焼き屋・信 塩釜市東玉川町8-2 ＮＫ－ノビル1F ☎ 022-794-7655
けんちゃん 塩釜市尾島町4-25 第2グリーンビル ☎ 090-8783-2646
酒処　寿 （々すず） 塩釜市尾島町24-17 ☎ 022-363-6170
シーブルー 塩釜市尾島町19-2 1F ☎ 022-367-6266
酒膳　たなごころ 塩釜市尾島町13-19 ☎ 022-367-8132
昭和ホルモン福郎 塩釜市尾島町22-13 ☎ 090-6622-0338
新鮮組 塩釜市尾島町8-11 ☎ 090-2609-8033
すだ屋 塩釜市港町2-1-7 ☎ 090-7931-8059
スナック　赤い靴 塩釜市尾島町2-1 2Ｆ ☎ 022-366-5969
スナック　あぐり 塩釜市尾島町4-25 第2グリーンビル1F ☎ 022-364-8840
スナック　綾 塩釜市尾島町16-12 丙ビル ☎ 022-362-9663
スナック　アラジン 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ2F ☎ 022-365-5970
スナック　一松 塩釜市尾島町11-5 ジョイフル尾島 ☎ 022-364-5982
スナック　ETSUKO 多賀城市八幡3-6-12 ☎ 022-364-2820
スナック　Angel 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ ☎ 022-367-5567
スナック　OOZU（オーズ） 塩釜市尾島町19-1 ファイン尾島 ☎ 022-367-4250
スナック　和音 塩釜市尾島町25-12 ☎ 022-366-1832
スナック　KAVERI（カベリ） 塩釜市尾島町19-6 尾島パークビル3F ☎ 022-364-5925
すなっく　伽羅 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ2F ☎ 022-364-1322
スナック　華蓮 塩釜市尾島町22-7 勝山ビル ☎ 022-364-0728
スナック　きまま 塩釜市尾島町11-7 ☎ 022-366-8785
スナック　クイーンビー 塩釜市尾島町13-14 ANBERビル4F ☎ 022-364-5627
スナック　グレース 塩釜市尾島町19-6 尾島パークビル1F ☎ 022-362-5276
スナック　琥珀 塩釜市尾島町20-6 ☎ 022-366-0695
スナック　こまち 塩釜市尾島町16-12 丙ビル ☎ 022-362-3601
スナック　姉弟 塩釜市尾島町20-6 ☎ 022-365-5956
スナック　西少女 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ6F ☎ 022-366-4982
スナック　竹 塩釜市尾島町7-13 ☎ 022-366-9501
スナック　竹伸 塩釜市尾島町20-4 ☎ 022-365-1388
スナック　環 塩釜市尾島町4-25 第2グリーンビル1F ☎ 022-365-9080
スナック　椿 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ6F ☎ 022-366-4478
Snack D 塩釜市尾島町22-3 佐精ビル2F ☎ 022-366-1607
スナック　斗木 塩釜市尾島町10-13 ☎ 022-363-1339
スナック　NANA 塩釜市尾島町24-11 1F ☎ 022-365-7817
スナック　NEXT 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ4F ☎ 022-365-8108
スナック　乃梨子 塩釜市尾島町24-17 ☎ 022-366-7953
スナック　ノンノン 塩釜市尾島町22-7 勝山ビル ☎ 022-364-5911
スナック　花 塩釜市尾島町24-2 ☎ 022-365-4655
スナック　晴美 塩釜市尾島町24-17 ☎ 022-362-1277
スナック　BE BRAVE 塩釜市尾島町11-17 ☎ 022-366-2420
スナック　Fizz 塩釜市尾島町19-1 ファイン尾島1F ☎ 022-366-1455
スナック　風月 塩釜市尾島町22-3 佐精ビル2F ☎ 022-365-5202
スナック　ブルーキャット 塩釜市尾島町24-17 ☎ 022-366-3108
スナック　ぷるる 塩釜市尾島町23-2 ☎ 022-762-8998
スナック　蛍　－HOTARU－ 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ4F ☎ 022-367-6435
スナック　ポプラ 塩釜市尾島町8-8 JK尾島ビル2F ☎ 022-363-7051
スナック　まごころ 塩釜市尾島町4-25 第2グリーンビル1F ☎ 022-365-2959
スナック　眉 塩釜市尾島町20-9 第1勝山ビル1F ☎ 022-366-4660
スナック　マリモ 塩釜市尾島町24-14 12番街 ☎ 022-365-9095
スナック　恵 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ3F ☎ 022-367-3198
スナック　奴（やっこ） 塩釜市尾島町10-20 ☎ 022-365-4070
スナック　由衣 塩釜市尾島町19-6 尾島パークビル ☎ 022-367-8441
スナック　REASON 塩釜市尾島町19-6 尾島パークビル ☎ 022-364-5955
スナック　鈴鈴 塩釜市尾島町8-10 ☎ 022-363-0045
スナック　RooM 塩釜市尾島町16-12 丙ビル2F ☎ 022-362-5635
スナック　檸檬（レモン） 塩釜市尾島町22-7 勝山ビル2F ☎ 022-367-8520
スナック　若加 塩釜市尾島町13-11 ☎ 022-365-7683

石　　巻
居酒屋　あたらしや 東松島市大曲字あおい3-16-8 ☎ 090-2847-4830
居酒屋　天 石巻市中里4-7-34-2 ☎ 0225-96-6263
居酒屋　とよ川 石巻市駅前北通り4-10-23 ☎ 0225-95-8372
居酒屋　春が来た 石巻市開北4-2-78-2 ☎ 0225-23-2747
居酒屋　六文銭 石巻市立町2-3-10 ☎ 0225-93-3100
ごくう旬鮮居酒屋 石巻市立町2-5-41 ☎ 0225-23-5821
小料理　ふなや 石巻市穀町1-22 ☎ 0225-95-6492
酒処　うかじ 石巻市中央2-1-6 ☎ 0225-93-7840
酒処　おもと 石巻市立町2-1-1 ☎ 0225-22-6121
THE BAR　K 石巻市立町1-3-29 レイダースビル2F ☎ 0225-23-3733
J・グレース 石巻市立町2-3-30 プレイビル3F ☎ 0225-94-2089
ジェイズ 石巻市羽黒町1-5-18 KGビル2F ☎ 0225-94-7130
四季彩囲炉 酒房　魚菜 石巻市立町2-3-27 フジビル1F ☎ 0225-22-5836
酒房　びびあん 石巻市蛇田字下中埣12-1 ☎ 0225-96-4470
旬の味　汐だまり 石巻市羽黒町1-5-23 ☎ 0225-94-7585
庄や石巻店 石巻市鋳銭湯3-14 テイミス駅前ビル1～2F ☎ 0225-23-5671
ショットバー　フィールド 石巻市立町2-3-23 シルクヒルズビル1F ☎ 0225-94-0870
ショットバーU-2 石巻市羽黒町1-5-18 KGビル2F ☎ 0225-92-4333
スクリーンゴルフ＆スナック　ケ・セラ・セラ 石巻市立町1-3-13 STELLA BLDG 2F ☎ 0225-23-5091
助六鮨 石巻市立町1-3-7 ☎ 0225-95-5208
スナック　瓔 石巻市羽黒町1-5-16 ☎ 0225-23-2660
スナック　さざなみ 石巻市羽黒町1-5-18 ☎ 0225-96-4560
スワンキー 石巻市立町2-3-23 シルクヒルズビル2F ☎ 0225-96-4033
2nd Stage 石巻市羽黒町1-5-18 ☎ 0225-25-4617
TWIN フェイス 石巻市立町1-4-8 クリスタルビル1F ☎ 0225-93-4170
中国海鮮料理　北園 石巻市山下町1-19-7 ☎ 0225-95-8521
Tシャツに口紅 石巻市立町2-3-30 プレイビル2F ☎ 0225-96-6460
ナイト・イン　希来 石巻市立町2-3-23 シルクヒルズビル1F ☎ 0225-96-6777
ナイトインマハラジャ 石巻市立町2-5-3 ☎ 0225-32-6498
飲み処　酒尽尽 石巻市渡波字黄金浜96-13 ☎ 0225-97-3670
パブ　R 石巻市羽黒町1-5-19 ☎ 0225-95-4512
晩酌の友　ベロベロよっちゃん 石巻市立町1-4-8 クリスタルビル1F ☎ 0225-94-5139
ビジュー 石巻市立町1-2-13 リオモール二番館1F ☎ 0225-96-3378
飛翔閣 石巻市山下1-19-6 ☎ 0225-95-2424
フィリピンパブ　マドンナ 石巻市立町2-3-23 シルクヒルズビル3F ☎ 0225-22-3812
フィリピンパブ　モンロー 石巻市立町2-2-4-41 エリスビル1F ☎ 0225-23-5775
風香 石巻市立町2-4-14 秋田ビル1F ☎ 0225-94-8231

炭火焼肉ぐら 塩釜市尾島町22-5 ☎ 080-1842-9696
炭火焼き肉とんとん 塩釜市海岸通5-8 ☎ 022-778-6411
ソアーナ 塩釜市尾島町19-6 パークビル2F ☎ 022-366-7077
ダイニング居酒屋ティティーツイスター仙台市宮城野区出花1-1-1 ☎ 022-254-2997
ダイニング 善菜 塩釜市尾島町22-3 2F ☎ 090-5842-8304
食菜彩笑み（タベナサイエミ） 塩釜市尾島町24-30 ☎ 022-290-9565
つがるの味っこ　な・ど・わ 多賀城市桜木3-1-8 パレクリスタル2F ☎ 022-365-3112
NaNaen 塩釜市尾島町19-1 ファイン尾島2F ☎ 080-9077-3338
呑処 　福 い゚ち 塩釜市尾島町24-17 ☎ 022-253-6884
バー　オリーブ 塩釜市尾島町8-13 第2勝山ビル1F ☎ 022-365-9042
Bar Contigo!（バーコンティゴ） 塩釜市尾島町19-1 ファイン尾島1F ☎ 022-362-9009
BAR Trip 塩釜市尾島町22-17 シーパルビル2F ☎ 022-367-8160
バー　狸穴（まみあな） 塩釜市尾島町4-26 長栄ビル1F ☎ 022-367-4849
花子ランド　多賀城店 多賀城市八幡1-2-34 ☎ 022-367-7889
パブ＆スナック・チャップリン 塩釜市尾島町19-6 尾島パークビル2F ☎ 022-365-6122
パブ＆スナック　美リーブ 塩釜市尾島町22-5 ☎ 022-366-3563
パブスナック　カンパニー 塩釜市尾島町24-14 12番街 ☎ 022-367-4353
パブ　南国 塩釜市尾島町12-17 尾島ビル1F ☎ 022-367-4666
パブ　パティオ 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ4F ☎ 022-364-1804
パブ　夜間飛行 塩釜市尾島町4-25 第2グリーンビル1F ☎ 022-365-5498
バンビーナイト 塩釜市尾島町10-13 ☎ 022-365-5122
163（ヒロミ） 塩釜市尾島町10-13 ☎ 022-365-6755
ピュアティ 塩釜市尾島町7-13 ☎ 022-362-9868
政（まつり） 塩釜市港町2-1-7 ☎ 090-2629-8033
まつり 塩釜市尾島町16-12 丙ビル ☎ 022-356-8273
都川 塩釜市海岸通6-14 新橋ビル1F ☎ 022-365-9405
館 塩釜市尾島町24-17 ☎ 022-365-6611
焼肉ホルモン鹽竈 塩釜市尾島町11-15 ☎ 022-366-2216
炉ばた　釧路 塩釜市尾島町20-9 第1勝山ビル1F ☎ 022-364-6988
らーめん　彦 塩釜市尾島町22-1 ☎ 022-290-9433
LOUNGE DEAR - ディアー - 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ5F ☎ 022-253-7464
和 DININGひなた 塩釜市海岸通4-1 ☎ 022-363-3060
和風　縁（えにし） 塩釜市尾島町13-11 ☎ 080-6058-4933
和風スナック　一枝 塩釜市尾島町25-13 ☎ 022-361-1801
和風スナック　つねさん 塩釜市尾島町22-5 ☎ 022-253-6388
和風スナック　夢二 塩釜市尾島町18-3 第2勝山飲食ビル2F ☎ 022-362-9658
one 塩釜市尾島町13-16 尾島プラザ1F ☎ 022-367-3117
Oneness（ワンエス） 塩釜市尾島町11-15 MIWAビル2-B ☎ 022-362-9195
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