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【イオンモール新利府 南館 専門店一覧】 

 
東北初（新業態含）： ３５店舗、宮城県初： ７店舗、地元企業： ２７店舗  
・東北：青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県の６県 
・地元企業：宮城県内に本社を持つ企業 

 ※店名・業態および本資料については、３月１日現在のため変更となる場合がございます。 
 

 

１Ｆ 

ＮＯ． 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

１ GU レディス・メンズ・キッズ    

２ ユニクロ レディス・メンズ・キッズ    

３ アズールバイマウジー レディス・メンズ    

４ アメリカンホリック レディス    

５ 
アースミュージック＆エコロジー  

ナチュラルストア 
レディス    

６ ロペピクニック レディス    

７ ミルクルーム ライクアフラワー レディス    

８ オペークドットクリップ レディス    

９ CALNE レディス ○   

１０ イェッカ ヴェッカ レディス ○   

１１ MEDOC レディス  ○  

１２ フランボン レディス・メンズ・キッズ  ○  

１３ ブランドショップハピネス ブランド品    

１４ C smart Apple 専門店 ○   

１５ レビテイト パワード バイ オン 靴 ○   

１６ ジュエリーツツミ 宝飾    

１７ アルビオン ドレッサー コスメ ○  ○ 

１８ サックスバー 鞄・財布小物    

１９ ミルフローラ・ドゥ 宝飾    

２０ オンネマトカシューズ 靴 ○   

２１ BK home インテリア  ○ ○ 

２２ WABＩ×SABI 和雑貨 ○   

２３ ティファール ストア 調理器具 ○   

２４ フライングタイガー コペンハーゲン ライフスタイル雑貨 ○   

２５ LAKOLE レディス・メンズ・雑貨 ○   

２６ グリーンハウス × ドルフィン ライフスタイル雑貨  ○  

２７ kissora＋日乃本帆布 鞄・財布小物 ○   

２８ アイシティ コンタクトレンズ    

２９ アジアナーセリー 生花・観葉植物   ○ 

３０ ドコモショップ 携帯電話    
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１Ｆ つづき 

ＮＯ． 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

３１ au ショップ 携帯電話    

３２ ソフトバンク 携帯電話    

３３ イオン銀行 銀行    

３４ 整体院オアシス リラクゼーション    

３５ 建てる窓口 不動産   ○ 

３６ 美容室イレブンカット 美容室    

３７ 買取専門店大吉 リサイクル用品    

３８ リアット！ リペア    

３９ チャンスセンター 宝くじ    

４０ イオンのほけん相談 保険    

４１ カメラのキタムラ ＤＰＥ    

４２ 小学館の幼児教室 ドラキッズ 幼児教室    

４３ メガブルーバード 英会話    

４４ もみの木整骨院 整骨   ○ 

４５ 金犬くん 金券ショップ    

４６ イオンカードお問合わせカウンター クレジットカード    

４７ 久世福商店 グロッサリー    

４８ カルディコーヒーファーム グロッサリー    

４９ 菓匠三全 和洋菓子   ○ 

５０ ルピシア 茶葉    

５１ GODIVA チョコレート    

５２ モノバザール 食品・生活雑貨    

食物販ゾーン 「りふマルシェ」 

５３ アグリエの森 Leaf marche 生鮮・物産品   ○ 

５４ 肉匠鈴吉 精肉 ○   

５５ OHAGI３ スイーツ ○   

５６ 蒲鉾本舗 髙政 かまぼこ   ○ 

５７ タピキング タピオカ ○   

５８ gelateria boo boo cochon by kazunori ikeda ジェラート 新業態  ○ 

５９ ハートブレッドアンティーク ベーカリー    

レストラン街 「ＤＩＮＩＮＧ ＴＥＲＲＡＣＥ」 

６０ 和食 飛賀屋 和食    

６１ すし清次郎 回転寿司    

６２ とんかつ新宿さぼてん とんかつ    

６３ 上海常 中華 ○   

６４ カウアイダイナー＆フードボートカフェ ハワイアン ○   

６５ Ｒｏｊｉｕｒａ Ｃｕｒｒｙ ＳＡＭＵＲＡＩ． スープカレー    

６６ 味噌乃屋田所商店 ラーメン   ○ 

６７ しゃぶしゃぶ但馬屋 しゃぶしゃぶ   ○ 

６８ 牛たん炭焼 利久 牛タン   ○ 

６９ フードバズール by hummingbird マルシェ 新業態  ○ 
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レストラン街 つづき 

ＮＯ． 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

７０ ベイクドマジック シュークリーム・カフェ    

７１ 五穀 和食    

７２ Italian Kitchen VANSAN イタリアン  ○  

７３ やっぱりステーキ ステーキ    

７４ スターバックスコーヒー カフェ    

７５ 星乃珈琲店 カフェ    

 

２Ｆ 

NO. 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

７６ H＆M レディス・メンズ・キッズ    

７７ スポーツオーソリティ＋コーナーズ スポーツ用品    

７８ ライトオン レディス・メンズ・キッズ    

７９ ムラサキスポーツ アクションスポーツ    

８０ m.f.editorial レディス・メンズ    

８１ エメフィール ランファン    

８２ ANAP レディス    

８３ チャイハネ エスニック雑貨    

８４ きものおおみ 呉服    

８５ コムサイズム レディス・メンズ・キッズ    

８６ Ikka レディス・メンズ    

８７ タカキュー メンズ    

８８ SM2 keittio レディス    

８９ ロデオクラウンズ ワイドボウル レディス・メンズ    

９０ アンサーガレージ レディス・メンズ ○   

９１ サード シルバーアクセサリー   ○ 

９２ ハッシュパピー レディス・メンズ    

９３ リルマーヴ レディス    

９４ フレーベル館 Kinder Platz 絵本読み聞かせ ○   

９５ B-DESIGN home 枕    

９６ CHELSEA New York ライフスタイル雑貨    

９７ ABC-MART 靴    

９８ 未来屋書店 書籍    

９９ ビジュラポール アクセサリー ○   

１００ WEDY 宝飾 ○   

１０１ ゴーナッツ レディス・メンズ    

１０２ サンキューマート ３９０円均一    

１０３ オーサムストア ライフスタイル雑貨    

１０４ マイヤー 調理機器    

１０５ Zoff 眼鏡    

１０６ JINS 眼鏡    
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２F つづき 

NO. 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

１０７ スタディオ エス 鞄  ○  

１０８ レクラ レディス  ○  

１０９ スリエスコスメティクス 韓国コスメ ○   

１１０ ギフトハット 帽子 ○   

１１１ Ｓｈｏｅｓ Ｓｔｏｃｋ 靴   ○ 

１１２ ベーネポスト レディス・メンズ・キッズ   ○ 

１１３ スターバックスコーヒー カフェ    

１１４ 果汁工房果琳 フルーツジュース    

１１５ LEMONADE by Lemonica レモネード    

１１６ サーティワン アイスクリーム アイスクリーム    

１１７ BALLER：S カフェ 新業態  ○ 

１１８ サイゼリヤ イタリアン    

１１９ ほけんの窓口 保険    

１２０ マジックミシン リペア    

１２１ QB ハウス ヘアカット    

１２２ ヘアーサロン CHIC NOIR 美容室   ○ 

１２３ ラフィネ リラクゼーション    

１２４ 銀座グラティア・ラココ エステ・脱毛    

１２５ JTB 旅行    

１２６ 利府アイクリニック 眼科   ○ 

１２７ 利府こども歯科・大人歯科 歯科   ○ 

１２８ セキスイハイム暮らしミュージアム利府 住宅   ○ 

 

３F 

NO. 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

１２９ プティマイン キッズ    

１３０ アプレレクール キッズ    

１３１ ベビードール キッズ    

１３２ グーティー キッズ    

１３３ パティズ ファンシー雑貨    

１３４ ヴィレッジヴァンガード POPUP SHOP キャラクター雑貨    

１３５ ３COINS＋plus ３００円ショップ    

１３６ Yogibo Store ビーズソファ    

１３７ 島村楽器 楽器・音楽教室    

１３８ ガチャガチャの森 ガチャガチャ    

１３９ スマプラ 携帯電話アクセサリー・修理 ○   

１４０ ダイソーナチュラル １００円ショップ 新業態   

１４１ ザ・クロックハウス ニューベーシック 時計 ○   
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３Ｆつづき 

NO. 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

１４２ ドクターエア 美容健康器具    

１４３ バンダレコード CD・DVD    

１４４ F PREMIUM PLAZA 健康器具    

１４５ ドンドンダウン オン ウェンズデイ ユニセックス・買取    

１４６ メガネのアイガン 眼鏡・補聴器    

１４７ イオンバイク 自転車    

１４８ UQ スポット 携帯電話    

１４９ コジマ×ビックカメラ 家電    

１５０ スタジオアリス 写真館・レンタル衣装    

１５１ セイハ英語学院 こども英会話    

１５２ Moff animal cafe アニマルカフェ ○   

１５３ こととや by HOMECOMING グロッサリー    

アミューズメント 

１５４ ナムコ アミューズメント    

１５５ VS PARK アミューズメント ○   

１５６ イオンシネマ シネマ    

１５７ モーリーファンタジー アミューズメント    

フードコート「Food Forest」 

１５８ マクドナルド ハンバーガー    

１５９ 丸亀製麺 うどん    

１６０ 築地銀だこ たこ焼き   ○ 

１６１ ミスタードーナツ ドーナツ   ○ 

１６２ ドトールコーヒーショップ カフェ    

１６３ H’s CREAM / LION TEA 獅子茶 スイーツ・ティースタンド ○   

１６４ えびそば えび助 ラーメン   ○ 

１６５ 仙台辛み噌ラーメン 味よし ラーメン   ○ 

１６６ テキサスキングステーキ ステーキ ○   

１６７ まぐろ屋やまもと まぐろ丼   ○ 

１６８ 鳥と卵の専門店 鳥玉 鳥料理・卵料理 ○   

１６９ マルハのカルビ丼 カルビ丼 ○   

１７０ 牛たん Kitchen きすけ 牛タン 新業態  ○ 

核店舗 

１７１ イオンスタイル新利府 総合スーパー    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


