
 

 

 

２０１８年７月１０日 

イオンリテール株式会社 

 

 

東北最大級の食のフロアとベビー・キッズ専門店を中心に 

“人々が集い、くつろぎ、食を楽しむ”新たな流通・商業拠点のシンボルへ 

９月１５日（土）「イオンスタイル仙台卸町」グランドオープン 
 

イオンリテールは２０１８年９月１５日（土）、仙台市若林区に宮城県初のイオンスタイルと

なる「イオンスタイル仙台卸
おろし

町
まち

」（以下、「当店」）をグランドオープンします。 
 

当店は“卸町周辺にお住まいの方々にとって便利で楽しく過ごせる店舗”をコンセプトとして、

地域の特徴や、ライフスタイルに合わせた専門性の高い商品とサービスを提供する      

「イオンスタイル」を中心に約７０店舗の専門店で構成する仙台最大級の商業施設です。 

地域のお客さまはもちろん、通勤前やランチタイム、仕事帰りのお買物や食事などに毎日

ご利用いただくほか、行政との連携を深めて地域に寄り添うサービスを提供します。そして、

より公共性の高い、流通拠点「卸町」の新たなシンボルとして地域に根差してまいります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イオンスタイル仙台卸町」の代表的な取り組み 
 

お子さまやママ友との“やすらぎのひととき”やビジネスランチ、ディナーなど流通

拠点卸町にこれまで無かった、人々が集い、くつろぎ、食を同時に楽しめる施設です。 
 

 できたてのおいしさをその場で楽しむ「ここｄｅデリ」を中心とした“食”の一大ゾーン 

約７００席のフードコートや食の専門店と融合し、家族やママ友が集い、食を楽しん

でいただける東北最大級の“食”のフロアを展開します。 

また、「オーガニック」や「選ぶ楽しさ」をキーワードに、より安全・安心で鮮度感

あふれる地域食材や、その場ですぐにお楽しみいただける総菜などを提供します。 
 

 “美と健康”“私らしいライフスタイル”が見つかる、家族とのお気に入りの場所 

    美と健康、癒し、おシャレをテーマに、毎日を着飾るファッションや雑貨、ヘルス＆

ビューティケアを展開し、お客さまのライフスタイルを応援します。 

    また、学童用品からキッズファッション、おもちゃ、ベビー用品などを集結した 

イオンのキッズ専門店「キッズリパブリック」を中心に、お子さまと一緒に遊べる 

スペースもご用意します。 
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≪商圏の特徴≫ 
 

当店が立地する仙台市若林区は、市の南東部に位置しています。東側は水田地帯が多く占められ、

稲作が盛んなエリアです。また、北部に市の流通拠点「卸町地区」が位置しており、同地区内に

は“市民の台所”「仙台市中央卸売市場」も立地しています。 

車１０分圏内に約７万４千世帯、約１５万人が居住し、３０～４０歳代の構成が高く単身の方

や共働きの夫婦世帯が多く暮らしています。人口、世帯数ともに堅調に伸びていることから、  

今後もさらなる成長が見込めるエリアです。 

 

≪外観イメージ≫ 
 

南東側テラスのデザインは、“杜の都”といわれる仙台と卸町のシンボルでもある「ケヤキ並木」

をイメージし、卸町の新たなランドマークに相応しい施設となることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     店舗 南東（駅側）の外観【日中】              店舗 南東（駅側）の外観【夜間】 

 

≪内観イメージ≫ 
 

１階メインエントランスには、１階から２階までをつなぐ大きな吹抜空間の「憩いの場」を  

配し、仙台市の木であるケヤキをモチーフに、大きな木々に囲まれた雰囲気と開放的な環境で、

居心地のよい空間を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     １階 メインエントランス               １階 食品側エントランス 
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【１階 集い・くつろぎ・食を楽しむフロア】 
 
 １階は約６,３００㎡、東北最大級の“食”のフロアです。鮮度にこだわった食材と豊富な 

品揃えの食料品コーナーでは“作る楽しさ”を、食品専門店では“選ぶ楽しさ”を提供します。 

また、約７００席を備えたフードコートでは、ビジネスランチはもちろん、お買物の休憩や  

家族で飲食を楽しんでいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ゆったりと食事を楽しめるフードコート「杜のオアシス」 

  フードコート「杜のオアシス」では、ママやパパとお子さま

が対面で一緒に座ることができる「離乳食コーナー」や、家族

やママ友とゆったりと過ごしていただける「小上がり席」を 

ご用意します。また、お一人さま席も多く配置するとともに、

忙しいビジネスパーソンに便利な電源（コンセント、ＵＳＢポート）も備えています。 

 

◆素材にこだわる焼きたてクレープ＆もちもちタピオカドリンク「ミルメルシークレープ」 

「食物繊維が豊富な小麦」「国産大豆１００％の豆乳」「栄養価の高い

こだわり卵」にこだわったクレープを提供します。定番のトッピングから

アイスクレープまで、専門店ならではのフレーバーを展開します。お買物

の休憩や、カフェタイムにもおすすめです。 

 

◆もっちりパスタとたっぷりチーズ「モッチーズパスタ」 

  仙台で創業以来、もちもちの自社製麺生パスタが人気の    

「ハミングバード」が、生パスタ＆ナポリピッツァ専門の新業態で

フードコートに初出店します。「お客さまの目の前で削る、チーズ

がたっぷりのぐつぐつパスタ」は、新しいスタイルのパスタです。

お手頃な価格でも味にこだわった「新スタイル生パスタ」を焼き

たてのナポリピッツァとあわせてお楽しみいただけます。 

 

◆おいしい一杯にこだわる「らーめんくろく識（SHIKI）」 

  本格的なラーメンを提供する「仙臺
せんだい

くろく」グループの、４ブランド目と

して出店します。らーめん、つけめんをベースとし“おいしい”を求める

姿勢は変わらず、お客さまに喜んでいただける“一杯”を提供します。 
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◆上質な牛肉をリーズナブルな価格で提供「ミートヒバチ」 

  「ミートヒバチ」では、厳選された上質な牛肉を多くの方々に

味わっていただけるよう、仕入れと調理にひときわこだわって 

います。 

  家族や友人はもちろん、一人でも気軽に入れるお店で、くつろ

いでおいしいステーキやローストビーフ丼をお手頃な価格で楽し

んでいただけます。 

 

できたてを、おいしさを、楽しむ、その場で食べる「ここｄｅデリ」 

 

 「それぞれが好きなものを、できたてを、気軽に、食べたい」という声にお応えし、お弁当や、

おにぎり、サンドイッチといった、できたての総菜やスイーツなどを店内のフードコートで、

お召し上がりいただける“ここｄｅデリ”を提案します。 

 

◆“ハレの日”のご馳走から“ふだん”のおかずまで！対面形式で提供する「リワードキッチン」 

平日に料理する時間がとれない共働きの家庭や手軽に 

おいしいものを食べたい単身世帯などの需要の高まりに  

より、総菜に求められる声も変化しています。 

「リワードキッチン」は“がんばった自分へのご褒美に、

ちょっぴり贅沢なご馳走をお手軽に”をコンセプトとして、

ローストビーフやサラダなどの総菜を対面方式で提供します。

“ハレの日”の食卓を彩るメニューとして、また“ふだん”

の食卓がちょっと豪華に、和洋中最大で約４０種類を取り揃えます。 

 

◆石窯で焼き上げ！やわらかく、ふわふわ生地のピッツァを提供する「ピッツァソリデラ」 

やわらかな食感で食べごたえのあるふわふわ生地のピッツァを、店内の石窯で焼き上げて 

提供します。手軽に食べることができる１/４サイズや、家族での食事に最適なホールサイズの

２つのピッツァをお手頃価格で提供します。 

 

◆できたて！たっぷり野菜の彩りサンドの「Ｓａｎｄｗｉｃｈ
サ ン ド イ ッ チ

 ｓｈｏｐ
シ ョ ッ プ

」 

サンドイッチ専用食パンを店内でスライス、１品に野菜を３種類以上使用し、ひとつずつ

店内でつくった、たっぷり野菜の彩りサンドを提供します。家族やママ友と一緒に楽しく

お召し上がりいただける、デザート感覚で食べられるスイーツ系サンドなど、約３０種類を

用意し“選ぶ楽しさ”も提供します。 
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仙台や宮城の「じもの（地物）」で地域の魅力を楽しむ 

 

◆「まごころ農家コーナー」では地場野菜を、「仙臺
せんだい

いちば」では市場直送コーナーを展開 

「ＪＡ仙台」の女性部員と青年部に協力をいただ

き仙台近郊で採れた新鮮野菜を提供するほか、 

生産地から情報発信（農家の食べ方・保存方法）を

していくとともに、食育提案も行います。 

また、東北最大級の取扱高を誇る「仙台市中央卸

売市場」に近い立地を活かし、新鮮な野菜やおいし

い果実をお値打ち価格で提供します。 

   このほか「オーガニックコーナー」も展開し、 

福島の会津や青森など東北地方の産地を含むオーガ

ニック野菜、果実も取り揃えます。 

 

◆宮城前浜の主要漁港から仕入れた「地獲れ鮮魚」「朝獲れ鮮魚」を対面コーナーで提供 

   宮城前浜の主要漁港（女川港、石巻港、塩釜港）  

から直送便で届いた「地獲れ鮮魚」「朝獲れ鮮魚」

を取り揃え、対面コーナーで調理サービスの要望を

承りながら提供します。 

また、お魚屋さん直営の寿司コーナーでは「朝獲

れ鮮魚」のにぎり寿司を、同じくお魚屋さん直営の

魚総菜コーナーでは「地獲れ鮮魚」の唐揚げなどを

取り揃えることで、地域の味を提供します。 

（注）天候、水揚げ状況で漁港が変わる場合があります 

   

◆東北初！塩釜港より直送の生まぐろをメインに「まぐろのすべて。」を展開 

   “まぐろのすべてを楽しむこと”をコンセプトにしたショ

ップ「まぐろのすべて。」を東北で初めて展開します。 

全国有数の水揚げ量を誇る、塩釜港から直送した生まぐろ

を中心に、赤身、中とろ、大とろなどを提供するほか、それ

らを使ったまぐろ丼や握り寿司、目玉、ほほ肉、頭肉、 

かまなどの希少部位も取り揃えます。また毎週末には、

「解体即売会」を実施します。 

  

◆地域の味・旬の味を総菜売場でも楽しめる 

   揚げ物コーナーでは、旬の三陸産かきはフライに、さんまは天ぷらや竜田揚げなどで提供

します。また、冬のせりは天ぷらで、仙台味噌で味付けした厚揚げなども展開します。 

   お弁当コーナーでは仙台牛を使用した牛めしや、郷土メニューとして欠かせない、はらこ

めしも展開します。 
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◆モンドセレクション金賞受賞商品からご当地パンまで、手づくりパンのおいしさを提供 

焼きたてパンの「カンテボーレ」では、原料・製法にこだわった２０１８年モンドセレクシ

ョン金賞受賞の「穂の極
きわみ

 ホテルブレッド」をはじめ、地域の新商品として、ずんだ餡をつか

った「塩ぱん」やご当地キャラの「ねこまさむね」の焼印パン、牛タン入りのシチューを包ん

だパンを提供します。このほか、手づくりパンやサンドイッチのお得なセットを販売します。 

 

◆宮城はもちろん、東北土産をそろえる「銘店コーナー」 

全国銘店では、お馴染みの店舗に加え、ワッフル専門店「Ｒ.Ｌ（エール・エル）」が東北

初出店するほか「コロンバン」では、仙台いちごや、ずんだを使用し“むすび丸”の焼印を  

押した当店オリジナル商品を提供します。 

   宮城のお土産として、ふじや千舟「支倉焼」や「白謙かまぼこ」「牛たん利久」などの人気

商品はもちろん、東北各県の手土産も取り揃えます。 

  

  

  

  

  

 

◆宮城県富谷市のケーキ屋さん、パティスリー「ＭＡＣＨＥＮ（マッフェン）」 

蔵王クリームチーズや富谷産ブルーベリーなど地域の素材を

使い、マッフェンの“魔法”をかけて一つひとつ、ゆっくり丁寧

につくった商品を提供します。人気の焼き菓子は、ギフトやプレ

ゼントにもおすすめです。 

 
 
◆東北初！「食」と「コト」のセレクトショップ「こととや」 

日本中、世界中にあるさまざまな「楽しい食」を提供するとと

もに、「食」にまつわる本や雑貨まで、「食」から広がる世界観

を展開する「こととや」が東北に初出店します。 

  トレンドな食文化から思わず、おつかいものにしたくなるお菓

子まで、あまり見かけないラインナップで、食の「発見」を提供

します。 

 
◆東北初！北海道・旭川の菓子処「ＵＭＥＹＡ」 

大正３年（１９１４）に北海道・旭川で創業した老舗の菓子処

「梅屋」が東北に初出店します。 

昭和３９年（１９６４）より独自の生シュークリームをつくり

はじめ梅屋ならではの“とろけるような舌触り”は語り継がれた

技と高度な職人技があっての味わいです。北海道産の素材にこだ

わったお菓子をつくりつづけて１００余年の「梅屋」が、北海道

が本来もっているピュアな感性と、澄んだ空気やおいしい水、森や生命の輝きをお届けします。 

 

このほか、仙台で欠かせない人気店の「阿部蒲鉾店」や「お茶の井ヶ田 喜久水庵」     

「菓匠三全・ずんだ茶寮」も展開します。 
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◆インテリアに最適なグリーンや雑貨も取り揃えるなど、花のある生活を提案 

「ルポゼ・フルール」は“ココロを休める・カラダを休める”をコンセプトに「人々の暮ら

しに花を通して癒される生活を提供したい」という想いから生まれたイオンの花の専門店です。 

宮城県美里町「ＪＡみどりの」産のバラをはじめ、自宅を彩る季節の花々や鉢花、贈り物用

として、お客さまの要望に応じてブーケやアレンジメントの製作も承ります。 

 
【２階 “美と健康”“私らしいライフスタイル”が見つかるフロア】 

 

  ２階は「美と健康、癒し、おシャレ」をテーマに、毎日を着飾るファッションや雑貨、ヘルス

＆ビューティケアを展開し、お客さまのライフスタイルを応援します。 

  

“美と健康”をサポートする「Ｇｌａｍ Ｂｅａｕｔｉｑｕｅ（グラムビューティーク）」 

 

美と健康の専門ショップ「Ｇｌａｍ
グ ラ ム

 Ｂｅａｕｔｉｑｕｅ
ビ ュ ー テ ィ ー ク

」では、専門スタッフがお客さまの 

年代・生活に合わせた美容提案や健康管理のお手伝いをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビューティでは、「素肌に触れるものはやさしいものでありたい」、

と同時に「トレンドメイクも楽しみたい」方へ、フレッシュフルーツ

のエキスを使った国産オーガニックコスメ「アクア・アクア」や最新

トレンドを取り入れた色づくりと、肌につけたときの軽やかさがうれ

しい、スキンケア仕立ての１００％天然由来メイクブランド「ナチュ

ラグラッセ」などを展開します。 

また、日々の生活の中で可愛い猫に癒されたい方に向けて「フェリシモ 

猫部」の雑貨などを初めて導入するほか、肌解析機「スキンアナライザー」

で肌状態をきめ細かく測定し、お客さまにぴったりのお手入れやアイテム 

選びのお手伝いをします。 

 

「イオン薬局」の「サルーステーション」では、血圧計や血管年齢計、体組成計などの測定

機器を設置します。お客さま自身で気軽に健康状態を確認していただくことができます。 

また、薬剤師や登録販売者などによるカウンセリングを通じてお客さまの健康づくりをサポ

ートします。 

 

このほか、美と健康ゾーンに隣接してレディスファッションやイタリアブランドの服飾雑貨

などを展開することで、美とおシャレをテーマに毎日を着飾るファッションや雑貨と融合させ、

同じフロアで提案します。 
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【３階 キッズと暮らしのフロア】 
 
宮城初！ベビー・キッズの専門店「ＫＩＤＳ ＲＥＰＵＢＬＩＣ（キッズリパブリック）」 

 

「ＫＩＤＳ
キ ッ ズ

 ＲＥＰＵＢＬＩＣ
リ パ ブ リ ッ ク

」は、ベビー・マタニティ用品から、おもちゃやギフト用品まで

取り揃えるイオンのベビー・キッズの専門店です。「食べる・遊ぶ・学ぶ」など赤ちゃんから

小学生までの生活シーンに合わせ、お子さまを中心とした普段の生活に寄り添い、わかりやすく、

お買物しやすい売場と商品を提供します。 

また、イオンの子育て応援アプリ「キッズリパブリックアプリ」を通じて子育て支援情報や

お買得商品を発信し、妊婦をサポートする「プレママ通信」も利用いただけます。現役の産婦人

科医のもと、妊婦が感じる悩みごとの解消をサポートする情報をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベビー用品売場では、マタニティから子育てファミリーのお買物のお手伝いのためにイオン

の専門販売員が丁寧に相談に応じることで、充実した子育てライフを提案します。 

おもちゃのコーナーでは、プレゼントに最適な知育・教育玩具をセレクトした     

「ラーニングキッズ」や、お子さまが体験できる「タッチ＆トライコーナー」を設置します。 

 

当店では「キッズリパブリックオンラインショップ」で注文した商品を店頭で受け取ること

ができる「店舗受け取りサービス」を実施します。これまでの自宅での受け取りだけでなく、

“お買物ついで”にお持ち帰りいただくこともできます。 

 

イオンの子育て応援アプリ「キッズリパブリックアプリ」会員に、当店の

お得情報やクーポンを配信するほか、アプリ会員限定で、現役小児科医に

子育ての悩み相談ができます。 

また、アプリ会員限定で「小児科オンライン※1 for キッズリパブリック」

などのサービスも使用できるなど、お子さまの健やかな成長を応援します。  

「小児科オンライン for キッズリパブリック」は、平日１８時～２２時の

間の１０分間※2、ＬＩＮＥや電話などで、現役小児科医へ無料で悩み相談が

できるサービスです。 
 

※1：「小児科オンライン」は、株式会社 Kids Publicが提供するスマートフォンで小児科医に相談ができる遠隔医療 

相談サービスです。「第１１回キッズデザイン賞の経済産業大臣賞」を受賞しています。 

※2：予約が必要です。詳しくは「キッズリパブリックアプリ」（http://www.kidsrepublic.jp/about/）をご覧下さい。 
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宮城初！シンプルでゆたかな暮らしをコーディネート「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ（ホームコーディ）」  

 

宮城初出店の「Ｈ
ホ

ÓＭＥ
ー ム

 Ｃ
コ

ÓＯＲＤＹ
ー デ ィ

」では、“シンプルで飽きのこないデザインで長く

使える”をコンセプトに、寝具やインテリア、収納、バストイレ用品から履物、タオル、キッチン

用品まで、住まいに関する商品を一堂に展開します。商品は同じテイストで統一されており選び

やすく、どのような組み合わせでも調和がとれる商品を取り揃え、お客さまに、より豊かな

暮らしを提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＡＣＣＰ制度化を見据えた、より安全・安心な衛生環境づく り 

 

当店では開店後、「仙台市食品衛生自主管理評価制度（通称：仙台ＨＡＣＣＰ）」の取得を目指す

とともに、国のＨＡＣＣＰ
ハ サ ッ プ

※3（危険度分析による衛生管理）制度化を見据えた衛生管理の考え方

に基づく設備を食品フロアで本格導入します。 

 

お客さまへ提供する食品の温度管理を、より確実なものとするため食品フロアの冷蔵・冷凍  

ケースの温度を自動計測し、パソコンへ自動転送、温度に異常があった場合には自動で発報し、

従業員に知らせる設備を導入します。 

また、従業員用トイレにおいては学校給食施設の衛生管理設備に倣った個室手洗い設備を  

採用し、衛生管理レベルを高めます。 

当店を皮切りに、今後の新設店舗はもちろん既存店舗へも取り組みを拡大してまいります。 
 

※3：「ＨＡＣＣＰ」とは、食品を製造する際に安全を確保するための管理手法です。 
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【誰もが安心して快適に利用いただくための店舗施設やサービス】 
 
◆ネットで注文、店舗でも受け取とることができる！「店舗受け取りサービス」 

当店では「キッズリパブリックオンライン

ショップ」（Ｐ８記載）に加え「イオンスタ

イルファッション」「イオンスタイルホーム」

「グラムビューティークウェブストア」で

注文いただいた商品を店舗のサービスカウン

ターでも受け取ることができる「オンライン

ショップ店舗受け取りサービス」を実施しま

す。お客さまの都合のよい時間や、お買物の

ついでに利用いただくことができます。 

 

◆たくさん買っても帰りは手ぶらで楽ちん！「イオンの即日便（トドくん）」 

  「イオンの即日便（トドくん）」は、徒歩や自転車、 

地下鉄で来店されたお客さまに、少しでも便利にお買物 

していただくため店舗でお買い上げいただいた商品を、 

当日中に自宅までお届けするサービスです。（有料） 

例えば、健康のためにウォーキングでお店に来て、 

お買物を済ませ、手ぶらでウォーキングして帰宅できるスタイルも提案します。 

 

◆地域の皆さまに便利に利用いただく「お買いものバス」を運行 

  「お買いものバス」は、「北ルート（仮称）」、「南ルート（仮称）」の２ルートで運行し

ます。乗り降りがしやすい小型バスで、約３０名のお客さまが乗車いただけます。（無料） 

 

◆お子さま連れや忙しい方に便利な注文・決済「Ｐｕｔｍｅｎｕ」※4をフードコートに導入 

  「Ｐｕｔｍｅｎｕ（プットメニュー）」は、飲食店のレジに並ばず注文・会計ができるサー

ビスで、小さなお子さま連れの方や、忙しいビジネスパーソンに最適なサービスです。 
 

※4：利用には、お客さまのスマートフォンに「Ｐｕｔｍｅｎｕ」専用アプリのダウンロードが必要です。 
 

 

【Ｐｕｔｍｅｎｕの利用フロー】 

 

 

 通常注文の流れ 

 

 

 

 

 Ｐｕtｍｅｎｕ 

利用の流れ 
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◆沿線活性化を目指した仙台市・ＪＲ東日本企画とのコラボレーション※5 

来店に際して公共交通機関をご利用いただくことで、ＣＯ₂排出量の削減を目的に、交通系

ＩＣ乗車券利用促進サービスを導入します。 

本サービスは交通系ＩＣ乗車券「ｉｃｓｃａ」か「Ｓｕｉｃａ」で乗車いただき「卸町駅」

で降車、店内に設置する端末にタッチいただくことで来館ポイント（グリーンスコアポイント）

を付与するものです。一定のポイントが貯まるとＷＡＯＮポイントに移行することができます。 

サービスの利用促進と認知度の向上を継続的に行うことにより、仙台市交通局地下鉄路線の 

活性化とともに、公共交通機関での来店促進による環境負荷低減や渋滞緩和等にも努めてまい

ります。 
 

【ポイント連携フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※5：ＪＲ東日本Ｓｕｉｃａ利用承認第１０７号/仙台市交通局ｉｃｓｃａ利用承認済。 

この許諾や記載の商標は、交通系ＩＣカード発行事業者が本商品、サービスの内容・品質を保証するものではありません。 

本サービスで使用する端末およびプログラムでは、個人を特定できる情報は一切取得しません。 

本サービスで使用する端末およびプログラムで取得した交通系ＩＣカードのデータは、本サービスの提供を目的とした 

用途範囲のみで利用します。 

本サービスで使用する端末およびプログラムでは、交通系ＩＣカードへのデータ書き込みは一切行いません。 

本サービスで使用する端末にタッチしてもＩＣカードの残高は一切引き落とされません。 

交通系ＩＣカードの更新または交通系ＩＣカード発行事業者の都合により、予告なく交通系ＩＣカードが交換されること

があります。この場合は､本商品・サービスを継続して利用することができません。その際の継続方法についてはサービス

提供者にお問い合わせ下さい。 

「Ｓｕｉｃａ」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「ｉｃｓｃａ」は仙台市の登録商標です。 

 

 

◆東北初！日本郵便の受け取り・発送ができるサービス「はこぽす」を設置 

  「はこぽす」は、インターネット通販等で購入した商品などの受け取りと

発送に対応した無人宅配ロッカーで、主に一人暮らしや共働きで自宅を不在

にしがちな方が「いつも通るところで」「自分が好きな時間に」「簡単に」

荷物を受け取ることができるサービスです。 

  東北では初の設置となり、２４時間好きな時間に、荷物を受け取ることが

できます。 
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認可保育園「ビッグママランド卸町園」（２０１９年春 開園予定） 

 

◆地域の待機児童の解消の一助となるため、店内に認可保育園を設置 

  当店の立地する地域の待機児童は近年、減少

傾向にあるものの未だ解消にはいたっていません。 

地域の待機児童解消の一助となるとともに、 

仕事と子育ての両立を支援することを目的として

２０１９年春、認可保育園「ビッグママランド

卸町園」の開園を目指します。 

また、当店敷地内への保育園の設置になること

から、お子さまの送迎ついでにお買物や「杜の

オアシス」での食事もできます。 

 

 

【環境保全、地域・社会貢献活動への取り組み】 

 

「イオンスタイル仙台卸町」地域の皆さまとのつながりを大切にした取り組み 

 

当店では９月の開店に向け、高齢のお客さまに適切な応対ができる

従業員を育成し、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組んで

います。 

厚生労働省が推進する「認知症サポーター※5養成講座」を仙台市と

協働で実施し、従業員が高齢や認知症のお客さま、付添いの家族を

サポートします。 

また、公的資格「サービス介助士※6」を有する従業員が、高齢の方や、

身体が不自由なお客さまの要望に応じて介添えします。 

 

※5：「認知症サポーター」とは、認知症について理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、できる範囲での手助けを

するもので、所定の講座を受講することで認定されます。 
 

※6：「サービス介助士」とは、お年寄りや体の不自由な人に対する「おもてなしの心」と「介助技術」を身につけるための

資格です。 

 

環境保全活動を通じて子どもたちの健全な育成を目指す「イオン チアーズクラブ」 

 

イオンでは小学１年生から中学３年生までの子どもた

ちを対象に、環境学習や体験の場を提供する「イオン  

チアーズクラブ」を各店に結成しています。店舗の近隣

にお住まいのお子さまが集まり、イオンの従業員がサポ

ートしながら環境に関するさまざまな活動に取り組んで

います。 

当店でも参加するメンバーを募集し「仙台卸町イオン

チアーズクラブ」を結成します。 
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お買物を通じて地域社会を応援する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン 

 

「お買物を通じて、地域のボランティア団体や地域の

活性化に貢献している団体の活動を応援したい」という

お客さまの気持ちと地域の団体をつなぐ「イオン 幸せの

黄色いレシートキャンペーン」。毎月１１日の「イオン・

デー」にお客さまにお渡しする黄色いレシートを団体名

や活動内容が書かれた備え付けの箱に投函いただくこと

で、レシート合計金額の１％分の品物をイオンが各団体

に寄贈する取り組みです。 

当店でも、このキャンペーンを通して地域の団体を応援します。 

 

イオンの環境保全・社会貢献活動「イオン ふるさとの森」植樹祭 

 

イオンでは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全・社会貢献活動の一環として、施設の 

敷地内に、その地域に自生する「ふるさとの木」の苗木を植えて大切に育てていく「イオン   

ふるさとの森づくり」植樹祭を開催しています。 

 当店では２０１８年７月１５日（日）に、地域にお住まいの約５００名の方々に参加いただき

宮城県および仙台市の木である「ケヤキ」をはじめ、「モミ」や「ヤマブキ」など地域の樹木を

中心とした苗木、約５,０００本の植樹を行います。 
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【イオンスタイル仙台卸町 専門店一覧】 
 

８月１５日現在、出店予定の専門店は６７店舗（「イオンスタイル」を除く） 

１Ｆ 

Ｎｏ 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

１ ビックママランド卸町園 保育園   ○ 

２ こととや グロッサリー ○ ○  

３ ＭＡＣＨＥＮ（マッフェン） 洋菓子   ○ 

４ カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品    

５ ｇｒａｍ パンケーキ  ○  

６ 菓匠三全・ずんだ茶寮 和洋菓子   ○ 

７ 阿部蒲鉾店 蒲鉾   ○ 

８ ＵＭＥＹＡ（梅屋） 和洋菓子 ○ ○  

９ 六丁目農園 総菜   ○ 

１０ 日本一 焼鳥・うなぎ・総菜    

１１ お茶の井ヶ田 喜久水庵 お茶   ○ 

１２ マジックミシン 洋服リフォーム    

１３ リアット 靴リペア・合鍵    

１４ 買取店わかば 買取  ○  

１５ うさちゃんクリーニング クリーニング    

１６ ほけんの窓口 保険ショップ    

１７ イオン銀行 ＡＴＭ    

１８ ゆうちょ銀行 ＡＴＭ    

１９ 仙台銀行 ＡＴＭ   ○ 

フードコート 

２０ Ｂ-Ｒサーティワンアイスクリーム アイスクリーム    

２１ ミルメルシークレープ クレープ   ○ 

２２ モスバーガー ハンバーガー    

２３ カンティーヌ・ルポゼ オムライス・洋食   ○ 

２４ 中華麺飯 玄武 中華   ○ 

２５ らあめん花月嵐 ラーメン    

２６ 築地銀だこ たこ焼き    

２７ モッチーズパスタ パスタ・ピザ ○ ○ ○ 

２８ らーめんくろく識（SHIKI） ラーメン   ○ 

２９ リンガーハット ちゃんぽん    

３０ ミートヒバチ ステーキ   ○ 

３１ 十割蕎麦 丸松 和食   ○ 

３２ 丸福魚類 海鮮 ○ ○ ○ 

３３ はなまるうどん うどん    

２Ｆ 

３４ グリーンボックス 靴    

３５ ＫＩＳＥＩ 美容室   ○ 

３６ アパマンショップ 不動産    

３７ レイプラス エステ    

３８ 眼鏡市場 メガネ    

３９ ハンズオン カイロプラクティク   ○ 

４０ 保険見直し本舗 保険ショップ    

４１ ＮＯＶＡ 英会話教室    

４２ ダブルトールカフェ カフェ   ○ 

４３ ミルフローラ 宝飾    

４４ ソフトバンク 携帯電話    

４５ ＳＭ２ Keittio レディス    

４６ ａｕショップ 携帯電話   ○ 

４７ ハニーズ レディス    

４８ パワースターズ 天然石   ○ 

４９ ｉｒｏｋｏｂｉｎ（いろこびん） ネイル    

５０ ｍｙｌｃ 服飾雑貨 ○ ○  
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Ｎｏ 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

５１ ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＨＯＬＩＣ レディス    

５２ ファイテンショップ 健康食品    

５３ カーブス フィットネススタジオ    

５４ ＳＨＯＥＳ ＳＴＯＣＫ 靴  ○ ○ 

３Ｆ 

５５ スタジオアリスＢａｂｙ！ フォトスタジオ ○ ○  

５６ Ｓｅｒｉａ 百円均一    

５７ 宮脇書店 書籍    

５８ リブルマルシェ 生活雑貨   ○ 

５９ アミューズメント アミューズメント    

６０ みちのく Premiumデンタルクリニック 歯科    

６１ ミクサージュ キッズ ○ ○  

６２ リトルダム キッズ    

６３ テラス ル・フラン ペットサロン   ○ 

６４ 子供の遊び場 子供の遊び場    

６５ bene posto. / bp KIDS MARKET メンズ、レディス、キッズ、雑貨   ○ 

６６ ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ 呉服    

６７ Ｄｅａｒパティズ ファンシー雑貨・生活雑貨    

※「ビックママランド卸町園」は来春、「カーブス」「レイプラス」は本年１１月のオープンを予定 

 
【イオンスタイル仙台卸町 概要】 

 

・施 設 名 称 ： イオンスタイル仙台卸町 

・所 在 地 ： 宮城県仙台市若林区卸町１－１－１ 

・電 話 番 号 ： ０２２－７８２－６０３０（９月１５日（土）以降） 

・店 長 ： 川澄
かわすみ

 幹
みき

浩
ひろ

 

・開 店 日 ： ２０１８年９月１５日（土）グランドオープン 

・敷 地 面 積 ： 約１９,２３５㎡ 

・延 床 面 積 ： 約４６,４３４㎡ 

・Ｓ Ｃ 面 積 ： 約１８,４５８㎡ 

・建 物 構 造 ： 鉄骨造 地上６階建（屋上駐車場） 

・設計・施工 ： 株式会社 福田組 

・駐 車 台 数 ： 約 １,０００台 

・駐 輪 台 数 ： 約   ９５０台 

・営 業 時 間 ： １階  ８：００～２３：００ 

         ２階・３階 ９：００～２２：００ 

         ※一部営業時間が異なる売場がございます。 

・休 業 日 ： 年中無休 

・従 業 員 数 ： ＳＣ全体：約７００名（内、イオンスタイル直営：約４００名） 

・Ｓ Ｃ 商 圏 ： 車１０分圏 約７.４万世帯 約１５.４万人 
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【イオンスタイル仙台卸町 フロアレイアウト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ 

２Ｆ 
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