
業態 業種 店　舗　名 会社名 新業態
宮城
県初

東北(６
県）初

1 レディス コムサヌーベル 株式会社ファイブ・フォックス ○ ○

2 レディス アンラシーネ 株式会社キャビン

3 レディス OFUON nex イトキン株式会社 ○ ○

4 レディス ＢＯＬＯ 株式会社ナップパーム ○ ○

5 レディス ＩＮＧＮＩ 株式会社イング

6 レディス アクシーズファム 株式会社アイジーエー

7 レディス ＨＥＡＲＴ ＭＡＲＫＥＴ 有限会社ハートマーケット ○ ○

8 レディス ザジ 株式会社キャビン

9 レディス ジ エンポリアム 株式会社ワールド

10 レディス ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸｽ ﾄﾋﾟｯｸ 株式会社クロスカンパニー ○

11 レディス Ｂｏｕ Ｊｅｌｏｕｄ 株式会社ジェイエーシートレーディング

12 レディス oneway/ByeBye 株式会社ヤングファッション研究所

13 ﾚﾃﾞｨｽ、ｷｯｽﾞ ドラッグストアーズ 株式会社シーズ・プランニング ○

14 ﾚﾃﾞｨｽ、キッズ、生活雑貨 s.t.closet&CRT 株式会社リオ横山ホールディングス ○ ○

15 レディス、服飾雑貨 スマイルランド 株式会社ニッセン ○ ○ ○

16 レディス、服飾雑貨 ラ ロトンダ 株式会社ワールド ○ ○

17 メンズ、レディス シャツプラザ 東京シャツ株式会社

18 メンズ、レディス コーエン 株式会社コーエン

19 メンズ、レディス Ｉｋｋａ 株式会社コックス

20 メンズ、レディス ＯＲＩＨＩＣＡ 株式会社オリヒカ

21 メンズ、レディス rough 有限会社ラフナチュラルカンパニー

22 メンズ、レディス、キッズ グローバルワーク 株式会社ポイント

23 アイウェア(ﾒｶﾞﾈ） ゾフ 株式会社ゾフ

24 アクセサリー プルミエール 株式会社プルミエール

25 アクセサリー・雑貨 クレアーズ クレアーズ日本株式会社

26 アクセサリー・雑貨 Ｌ．ＣＨＡＮＣＥ 株式会社アートアンドクラフト

27 ｲﾝﾅｰｳｪｱ AMO'S STYLE トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

28 革小物、雑貨 SAMURAI 立田良徳

29 ｷｯｽﾞ ＢＲＥＥＺＥ 株式会社Ｆ・Ｏインターナショナル

30 ｷｯｽﾞ ＪＥＮＮＩ 株式会社ジェニィ ○ ○

31 靴 ミュー　 株式会社エム・エム・ケイ ○ ○ ○

32 靴下、ｲﾝﾅｰ、ｳｪｱ チュチュアンナグリーンレーベル 株式会社チュチュアンナ

33 化粧品 shop ＨＡＢＡ 株式会社銀座ハーバー　

34 香水 パフュームティックス 株式会社パフュームティックス ○ ○

35 シューズ ABC-MART 株式会社エービーシー・マート

36 食物販、雑貨(服飾・ﾘﾋﾞﾝｸﾞ）、レディス、ギフト （仮称）藤崎長町 株式会社藤崎

37 生活雑貨 ロフト 株式会社ロフト

38 生活雑貨、ペット雑貨 マザーガーデン 株式会社クリエイティブ　ヨーコ

39 生活雑貨、レディス ｎｉｋｏ　ａｎｄ．． 株式会社トリニティアーツ ○ ○

40 知育玩具、絵本 eurobus 小松林可

41 天然石・アクセサリー ストーンマーケット 株式会社ストーンマーケット

42 時計 タイムステーションＮＥＯ 株式会社ナカザワ

43 ドラッグストア ― ―

44 バック(鞄） サックスバー 株式会社東京デリカ

45 ﾊﾞﾗｴﾃｨ雑貨 Party Heart IZ 株式会社イズ

46 ハワイアン雑貨 フラハワイ 株式会社ｾｷﾉﾚｰｼﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ

47 ファミリー ユニクロ 株式会社ユニクロ

48 帽子 ＭＡＯＺＩ 株式会社Ｆ・Ｉ・Ｓ

49 ﾏﾀﾆﾃｨ、ベビー用品、キッズ アカチャンホンポ 株式会社赤ちゃん本舗

50 和雑貨 ぶぶ 株式会社伊と忠 ○ ○

51 雑貨 Today is… 株式会社プティルウ ○ ○

52 雑貨 SWIMMER 株式会社白鳳

53 コーヒー豆、輸入食品 カルディコーヒーファーム 株式会社キャメル珈琲

54 ｸﾘｽﾋﾟｰﾎｯﾄｻﾝﾄﾞｲｯﾁ　ｱﾝﾄﾞ　ｶﾌｪ ＴＨＥ　ＴＡＩＹＡＫＩ 株式会社ホットランド　 ○ ○

55 カフェベーカリー デリフランス 株式会社ヴィ・ド・フランス

56 お茶・お菓子・甘味 お茶の井ｹ田・喜久水庵 井ケ田製茶株式会社

57 フルーツ、カフェ Fruit Full by ITAGAKI 株式会社いたがき

58 カフェ＋ﾁｮｺﾚｰﾄ タリーズコーヒー タリーズコーヒージャパン株式会社 ○ ○ ○

59 洋菓子 ARINCO アリンコサンド 株式会社パスティスリードパラディ ○ ○

60 洋菓子・雑貨 プリンセスロビン　セレクトショップ 株式会社プリンセス＆カンパニーリミテッド ○ ○

物販

食物販
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61 バーガーカフェ フレッシュネスバーガー 株式会社フレッシュネス

62 回転寿司 函館函太郎 株式会社アールディーシー ○

63 イタリアン トラットリア　ハミングバード 株式会社ハミングバード・インターナショナル

64 そば・日本酒 そば処　三津屋 有限会社三津屋 ○

65 鶏料理 炭火食堂　鳥心 株式会社エンタツ

66 ブッフェレストラン BUFFET STYLE ASSORT ニラックス株式会社 ○ ○

67 うどん 丸亀製麺 株式会社トリドール

68 石焼ごはん 石焼ごはん倶楽部 株式会社サンマルクチャイナ ○ ○

69 オムライス・洋食 創作ｵﾑﾗｲｽ･洋食 ﾎﾟﾑの樹 株式会社ポムフード ○

70 クレープ DeeDee Sweets/Little Ring Donuts 株式会社Ｔ-ｐｌａｎ ○ ○ ○

71 牛たん焼 牛たん焼 山上 有限会社オフィスリーフ

72 ラーメン 新福菜館 株式会社ASAP ○ ○

73 鉄板ステーキ 湘南ｸﾞﾘﾙ リーズダイニング株式会社 ○ ○ ○

74 定食 大戸屋ごはん処 有限会社ファイブエム商事

75 しゃぶしゃぶ・鍋料理 しゃぶしゃぶ寿々 株式会社ダックス

76 カフェ サンマルクカフェ 株式会社サンマルクカフェ

77 スポーツクラブ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ仙台長町 株式会社コナミスポーツ&ライフ

78 育児支援・託児（一時預かり） 仙台市子育てふれあいプラザ長町南 仙台市

79 内科・皮膚科・他・調剤薬局 メディパーク長町 ＪＡ三井リース株式会社

80 歯科 ララガーデン長町歯科診療室 医療法人　水仙会

81 保育所 （仮称）キッズプラザアスク仙台長町保育園 株式会社日本保育サービス ○ ○

82 美容室 美容室イレブンカット 株式会社エム・ワイ・ケー ○ ○

83 ATM ― ―

84 ネイルサロン Nail Salon  ROSEDALE 有限会社ローズデール

85 洋服のお直し ビッグ・ママ 株式会社ビック・ママ

86 旅行 ＪＴＢトラベランド 株式会社ＪＴＢトラベランド

87 整骨院・整体院 げんき堂整骨院/整体院 株式会社ＧＥＮＫＩＤＯ

飲食

サービス

＊なお本リストでは、出店企業の都合により85店舗の公表となっております。


