
 

【イオンモール新利府 北館 専門店一覧】 
 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ 

新規店舗 

ＮＯ． 店名 業種 地元企業 

１ グリーンパークストピック レディス  

２ アヴェニュー レディス  

３ リブルマルシェ 雑貨 ○ 

４ ウエルシア ドラッグストア  

５ こもれび．．． 生鮮食品 ○ 

６ ドムドムハンバーガー ハンバーガー  

７ から揚げの天才 からあげ ○ 

８ らーめん おっぺしゃん ラーメン ○ 

９ メローガーデン カフェ ○ 

１０ セカンドストリート リサイクル  

１１ スーモカウンター 不動産情報  

１２ そろばん教室８８くん そろばん教室  

１３ ザ・ビッグ 食品ディスカウントストア  

１４ コジマ×ビックカメラ 家電  

１５ Ｍ２ ｂｙ ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ レディス  

１６ ｎａｉｌ ｓａｌｏｎ ａ－ｎｉｎｅ ネイル  

１７ ＳＡＡＤ シルバーアクセサリー  

１８ 大盛や もり達      （9月オープン予定） 和食  

１９ 凛々堂 フルーツ大福  

移転店舗 

２０ ハニーズ レディス  

２１ イオンバイク 自転車  

２２ ディッパーダン クレープ  

２３ ミスタードーナツ ドーナツ ○ 

２４ 阿部蒲鉾店 蒲鉾 ○ 

２５ エージェンシー 自動車販売 ○ 

２６ 金犬くん 金券ショップ  

２７ コムサイズム レディス・メンズ・キッズ  

２８ エステール 宝飾  

新規店舗： ３２店舗  移転店舗： １３店舗  その他： ３５店舗    

合  計： ８０店舗（内、地元企業： ２０店舗） 

※一部店舗はオープン日が異なります。 

※店名・業態および本資料については、６月３０日現在のため変更となる場合がございます。 



１Ｆ つづき 

その他 

ＮＯ． 店名 業種 地元企業 

２９ グランサックス 鞄  

３０ オンデ－ズ 眼鏡  

３１ ヴィレッジヴァンガード バラエティ雑貨  

３２ 果汁工房 果琳 フルーツジュース  

３３ 喜久水庵 お茶 ○ 

３４ 築地銀だこ たこ焼き  

３５ ケンタッキー・フライド・チキン フライドチキン  

３６ Ｂ-Ｒサーティワンアイスクリーム アイスクリーム  

３７ 十割そば 利府庵 そば ○ 

３８ ＦＵ－ＰＡＯ虎包 中華  

３９ 平禄寿司 回転寿司  

４０ スタディオクリップ レディス・雑貨  

４１ a.v.v メンズ・レディス・キッズ  

４２ ビットコ レディス ○ 

４３ 白牡丹 雑貨 ○ 

４４ カメラのキタムラ DPE・カメラ  

４５ 四六時中 和食  

４６ ホワイト急便 クリーニング ○ 

４７ 七十七銀行 ＡＴＭ ○ 

４８ 仙台銀行 ＡＴＭ ○ 

４９ ゆうちょ銀行 ＡＴＭ  

５０ ゆうちょ銀行② ＡＴＭ  

５１ イオン銀行 ＡＴＭ  

５２ チャンスセンター 宝くじ  

２Ｆ 

新規店舗 

５３ Ｔ＇ｓｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ レディス  

５４ ダイソー １００円ショップ  

５５ ギャラリーメモリア 仏壇・仏具 ○ 

５６ ＰＥＴＥＭＯ ペット  

５７ ＡＰＩＮＡ アミューズメント  

５８ いずみ調剤薬局（仮称）2022年春オープン予定 薬局  

５９ 皮膚科（仮称）    2022年春オープン予定 皮膚科  

 

 

 

 



２F 新規店舗 つづき 

NO. 店名 業種 地元企業 

６０ 花咲くジム デイサービス ○ 

６１ ニトリ 雑貨・インテリア  

６２ 占いの館・東明館/東明学院 占い  

６３ シュガーロック 鞄  

６４ Ａ＆Ｐ レディス・メンズ  

移転店舗 

６５ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ／ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＳＰＯＲＴＳ 靴  

６６ メガネスーパー メガネ  

６７ ザ・クロックハウス 時計  

６８ ほけんの窓口 保険  

その他 

６９ タカキュー スーツ  

７０ ｉｋｋａ レディス・メンズ  

７１ ＫｉｍｏｎｏＳｈｏｐ あいこ きもの  

７２ Ｌ．Ｏ．Ｈ２ レディス ○ 

７３ アスビー 靴  

７４ ＷＩＺ バラエティ雑貨  

７５ はんこ・印刷の大谷 はんこ  

７６ バンダレコード ＣＤ・ＤＶＤ  

７７ 未来屋書店 書籍  

７８ 幼児教室 ドラキッズ 幼児教室  

７９ ＫＩＳＥＩ 美容室 ○ 

８０ 整骨院ｇｒｅｅｎｒｏｏｍ 新利府 整骨院 ○ 

 

 


