
1. 百貨店、マーケット業の会員の皆様 令和5年1月1日現在

事業所名 業種 ＰＲコメント ＵＲＬ 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ
危険物保安部会 

兼任

株式会社ＯＰＡ仙台フォーラス
百貨店、マーケット業 
不動産業

https://www.forus.co.jp/sendai 980-8546 仙台市青葉区一番町三丁目１１－１５ 022-264-8111 022-216-4439

イオン東北㈱　イオン仙台店　 百貨店、マーケット業 980-0021 仙台市青葉区中央二丁目３－６ 022-261-1251 022-261-1278

㈱ 藤 崎（総務部防災保安担当） 百貨店、マーケット業 https://www.fujisaki.co.jp/ 980-8652 仙台市青葉区一番町三丁目２－１７ 022-261-5157 022-215-3879 ○

㈱仙台三越 百貨店、マーケット業
三越伊勢丹グループの百貨店です。昭和８年
開店の仙台地元の百貨店として、これからも
宜しくお願い致します。

https://www.mitsukoshi.mistore.jp/s
endai.html

980-8543 仙台市青葉区一番町四丁目８－１５ 022-225-7111 022-221-3240 ○

みやぎ生活協同組合　柏木店 百貨店、マーケット業 981-0933 仙台市青葉区柏木一丁目２－４５ 022-276-6322 022-276-6356

みやぎ生活協同組合　台原店 百貨店、マーケット業 981-0911 仙台市青葉区台原五丁目１－２ 022-271-1281 022-275-2428

㈱エンドーチェーン
百貨店、マーケット業 
不動産、不動産賃貸業

https://www.e-beans.jp 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目１－１ 022-266-2222 022-227-4193

アエル㈱
百貨店、マーケット業 
不動産、不動産賃貸業

https://www.sendai-aer.jp 980-6104
仙台市青葉区中央一丁目３－１ 
アエル4F

022-723-8001 022-723-8002

㈱ロフト　仙台ロフト 百貨店、マーケット業 980-0021 仙台市青葉区中央一丁目１０－１０ 022-726-6215 022-726-6289

JR東日本東北総合ｻｰﾋﾞｽ㈱ 仙台支店
百貨店、マーケット業 
物品販売業 
不動産業

https://www.livit.jregroup.ne.jp/ 980-0021
仙台市青葉区中央4-10-3 
キャピタルタワー２階

022-281-9234 022-281-9239

㈱パルコ　仙台店 百貨店、マーケット業 http://sendai.parco.jp 980-8484
仙台市青葉区中央一丁目２－３ 
仙台ﾏｰｸﾜﾝﾋﾞﾙ

022-774-8021 022-774-8080

みやぎ生活協同組合 幸町店(セラビ) 百貨店、マーケット業 983-0835 仙台市宮城野区大梶７－１０ 022-257-0891 022-256-7260

仙台原ノ町ピボット 百貨店、マーケット業 983-0842 仙台市宮城野区五輪二丁目１２－５５ 022-292-3722 022-292-3986

みやぎ生活協同組合　榴岡店 百貨店、マーケット業 983-0852 仙台市宮城野区榴岡五丁目１０－１０ 022-292-4321 022-297-6551

イオン東北㈱ 
イオン仙台幸町店

百貨店、マーケット業 983-0836 仙台市宮城野区幸町五丁目１０－１ 022-292-1001 022-292-1003

みやぎ生活協同組合　荒井店 百貨店、マーケット業 984-0017 仙台市若林区なないろの里3-3-3 022-352-3135 022-352-3140

みやぎ生活協同組合　沖野店 百貨店、マーケット業 984-0831 仙台市若林区沖野三丁目１３－１５ 022-285-7573 022-285-7582

㈱ヨークベニマル　 
ヨークマルシェ大和町店

百貨店、マーケット業 984-0042 仙台市若林区大和町四丁目６－１ 022-238-4555 022-238-4557
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㈱ヨークベニマル　遠見塚店 百貨店、マーケット業 984-0823 仙台市若林区遠見塚二丁目３－１ 022-781-1690 022-781-1691

イオン東北㈱ 
イオンスタイル仙台卸町店

百貨店、マーケット業 984-0015 仙台市若林区卸町1丁目1番1号 022-782-6030 022-782-6031

㈱ホンダ四輪販売南・東北 
あすと長町店

百貨店、マーケット業 982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目２－３９ 022-247-6151 022-246-0856

みやぎ生活協同組合　柳生店 百貨店、マーケット業 981-1106 仙台市太白区柳生五丁目１－１ 022-306-5802 022-306-5804

㈱ベルジョイス 
ビッグハウス大野田店

百貨店、マーケット業
ビッグハウス大野田店は"新鮮さ"と"安さ"そ
して"安全・安心"をﾓｯﾄｰにする食品ディスカウ
ントスーパーです。

http://www.arcs-
g.co.jp/group/beljois/

982-0014 仙台市太白区大野田三丁目１１－１４ 022-308-2387 022-308-2155

㈱ 西友 ザ・モール仙台長町 百貨店、マーケット業 982-0011 仙台市太白区長町七丁目２０－３ 022-304-1490 022-304-1548 ○

㈱ウジエスーパー　袋原店 百貨店、マーケット業 981-1102 仙台市太白区袋原字台４６ 022-306-0777 022-306-0780

㈱ウジエスーパー　長町店
百貨店、マーケット業 
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

http://www.ujiesuper.com/ 982-0012 仙台市太白区長町南二丁目３－１ 022-304-2233 022-304-2235

㈱ヨークべニマル 山田鈎取店 百貨店、マーケット業 982-0814 仙台市太白区山田字田中前１８６ 022-243-4941 022-243-4942

みやぎ生活協同組合　富沢店 百貨店、マーケット業 982-0036 仙台市太白区富沢南一丁目９－５ 022-248-5072 022-248-7435

三井不動産商業マネジメント㈱ 
ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ長町ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

百貨店、マーケット業 
不動産、不動産賃貸業

https://mitsui-shopping-
park.com/lalag-nagamachi/

982-0011 仙台市太白区長町七丁目２０－５ 022-399-7701 022-308-8550

マックスバリュ南東北㈱ 
ザ・ビッグ仙台郡山店

百貨店、マーケット業 982-0003 仙台市太白区郡山八丁目１４－３５ 022-748-0051 022-249-6963

イオン東北㈱ 
イオン仙台富沢店

百貨店、マーケット業 982-0014 仙台市太白区大野田五丁目30-6 022-308-8370 022-308-8371

㈱ヨークベニマル茂庭店 百貨店、マーケット業 982-0251 仙台市太白区茂庭一丁目2 022-281-0049 022-281-0050

イオン東北㈱　イオン仙台中山店 百貨店、マーケット業 981-3213 仙台市泉区南中山一丁目３５－４０ 022-303-1300 022-719-3300

グリーンマート　桂店 百貨店、マーケット業 981-3134 仙台市泉区桂一丁目１２－１ 022-371-3611 022-371-7447

㈱ヨークベニマル　真美沢店 百貨店、マーケット業 981-3135 仙台市泉区八乙女中央五丁目１０－２９ 022-772-9749 022-772-9750

ＤＣＭ㈱ ＤＣＭホーマック泉店 百貨店、マーケット業 981-3121 仙台市泉区上谷刈四丁目１１－３６ 022-772-2706 022-375-2007
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㈱ヨークベニマル　泉将監店 百貨店、マーケット業 981-3136 仙台市泉区将監殿二丁目２－５ 022-773-4950 022-773-4951

住商アーバン開発㈱　セルバ事業所
百貨店、マーケット業 
不動産、不動産賃貸業

泉中央副都心に位置し、「上質な日常」を提案
する地域密着型ＳＣ
オシャレやこだわりの食など、上質なライフス
タイルを提案します

http://www.selvaselva.com/ 981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目4-1 022-371-0101 022-371-4800

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ南東北㈱ 
ザ・ビッグ仙台南光台店

百貨店、マーケット業 981-8002 仙台市泉区南光台南三丁目２８－１ 022-388-3701 022-388-3711

㈱藤崎 フードマーケットフジサキ 百貨店、マーケット業 http://www.fujisaki.co.jp 981-3204 仙台市泉区寺岡四丁目１－１ 022-378-7535 022-378-7537

イオンタウン㈱ 
イオンタウン仙台泉大沢

百貨店、マーケット業
https://www.aeontown.co.jp/izumio
sawa/

981-3137 仙台市泉区大沢一丁目５－１ 022-772-7570 022-772-7573

三菱地所プロパティマネジメント㈱ 
泉パークタウン　タピオ

百貨店、マーケット業 
不動産、不動産賃貸業

981-3287 仙台市泉区寺岡六丁目５－１ 022-342-5091 022-342-5092

㈱ヨークベニマル　南吉成店 百貨店、マーケット業 989-3204 仙台市青葉区南吉成三丁目１－２１ 022-303-3201 022-303-3202

㈱ヤマザワ 百貨店、マーケット業
「より良いものをより安く」健康・元気・ヤマザワ
です！

https://yamazawa.co.jp 990-0025 山形県山形市あこや町三丁目8-9 023-631-2211 023-625-0709
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