
バリアフリー法認定建築物リスト(2021年4月更新)
年度 建物名称 用途 所在地

H29
（仮称）フォレストモール仙台茂

庭
物販店舗

太白区茂庭土地区画整理8街区の一

部

〃
（仮称）パラマウントベット株式

会社 仙台支店

展示場、事務所

及び倉庫
若林区卸町2丁目3-3

〃
（仮称）イオン仙台卸町ショッピ

ングセンター
物販店舗 若林区卸町1丁目1-1他

H28 ヨークベニマル仙台西の平店 物販店舗 太白区西の平2丁目37番1他

H27 （仮称）ヨークベニマル田子西店 物販店舗 仙台市宮城野区田子字中坪33他

〃 クロスモール仙台荒井SM棟 物販店舗

仙台市若林区南小泉字梅木28、29-

1、29-2、30-1、30-2、31、93の

各一部

H26 みやぎ生協共同組合鶴ヶ谷店 物販店舗
仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1-8-

の一部

〃 みやぎ生協共同組合太子堂店 物販店舗
仙台市太白区諏訪町478番1の一

部、2の一部

〃 みやぎ生協共同組合⾧町店 物販店舗

仙台市太白区⾧町7丁目158-1、

158-2、158-39、158-40、158-

41、158-42

H25 （仮称）ヨークベニマル若林店 物販店舗 仙台市若林区若林二丁目45番地1他

〃 （仮称）ヨークベニマル太子堂店 物販店舗
仙台市太白区あすと⾧町土地区画

整理事業49街区2他

H24 特別老人ホーム 宮城野の里
特別養護老人

ホーム

宮城野区田子字富里139の一部他9

筆の各一部

H23
（仮称）いきいき・セーフティ

ホーム
有料老人ホーム

宮城野区鶴ヶ谷字京原12番2、13番

1

H22 （仮称）泉野村パーク（A棟） 物販店舗

仙台市野村土地区画整理事業施行

地区内 3街区2画地,3街区3画地の

各一部

〃 （仮称）泉野村パーク（B棟） 物販店舗

仙台市野村土地区画整理事業施行

地区内 3街区2画地,3画地,4画地,5

画地,10画地の各一部,11画地,12画

地,13画地,14画地

H21 ヨークベニマル荒巻本沢店 物販店舗 青葉区荒巻本沢2丁目257(地番)

H20 特別養護老人ホーム 春の森から
特別養護老人

ホーム
太白区東郡山2丁目28-2他(地番)
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〃 カインズホーム仙台港店 物販店舗 宮城野区中野字神妻218

H19 みずほ銀行仙台支店
事務所・銀行・

店舗・駐車場
青葉区一番町3丁目1-1

〃 （仮称）花京院ビル 事務所 青葉区花京院2丁目8,9-1(地番)

〃 （仮称）仙台一番町プロジェクト

事務所・ホテ

ル・店舗・駐車

場

青葉区一番町1丁目9-1(地番)

〃 (仮称)仙台中央広瀬通ビル
事務所・店舗・

駐車場
青葉区中央1丁目721他(地番)

〃 泉大沢ショッピングセンター 物販店舗 泉区大沢1丁目5-1

〃 特別養護老人ホーム 萩野の風
特別養護老人

ホーム
若林区上飯田字天神1-1

〃 杜都千愛病院 病院 太白区茂庭字人来田西8-13

〃 こーぷのお家 緑ヶ丘
デイサービスセ

ンター
太白区大塒町3-1(地番)

H18 みやぎ生協八木山店 物販店舗 太白区八木山本町2丁目33-1

〃 東二番丁スクエア
事務所・店舗・

駐車場
青葉区一番町4丁目1-25

〃

(仮称)花京院一丁目第一地区第一

種市街地開発事業施設建築物新築

工事（東ブロック）

共同住宅・事務

所・駐車場
青葉区花京院1丁目192他(地番)

H17 ヨークベニマル福田町店 物販店舗 宮城野区福田町南11-25

〃 ヨークベニマル南中山店 物販店舗 泉区南中山6丁目1

〃 ヨークベニマル市名坂店 物販店舗 泉区市名坂字中道100-9

〃 みやぎ生協南光台店 物販店舗 泉区南光台7丁目19-11

〃 みやぎ生協岩切店 物販店舗 宮城野区岩切字分台2

〃 マックスバリュ仙台八乙女店 物販店舗 泉区松森字後田7-1

H16 せんだんの館
特別養護老人

ホーム
青葉区水の森3丁目24-1

〃
ヨークベニマル新田東店

ケーヨーデイツー新田東店
物販店舗 宮城野区小鶴字羽黒32-1,32-2

〃 ロイネットホテル仙台 ホテル 青葉区花京院1丁目4-12

〃 鈎取ショッピングセンター
物販店舗・駐車

場
太白区鈎取本町1丁目20,他
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H15 みやぎ生協榴岡店 物販店舗 宮城野区榴岡5丁目10-10

〃
イオン仙台幸町ショッピングセン

ター

物販店舗・駐車

場
宮城野区幸町5丁目10-1

〃 みやぎ生協新田東店 物販店舗 宮城野区小鶴字羽山127-1

〃 みやぎ生協高森店 物販店舗 泉区高森8丁目53-47

〃 ヨークベニマル遠見塚店 物販店舗 若林区遠見塚2丁目3-1

〃 みやぎ生協愛子店 物販店舗 青葉区下愛子字本木前35-1

〃 ナムコ プラボ仙台愛子店 遊戯場 青葉区下愛子字本木前12-1

〃 マックスバリュー仙台郡山店 物販店舗 太白区郡山8丁目13

H14 ヨークベニマル泉将監店 物販店舗 泉区将監殿2丁目2-5

〃 ヤマダ電機テックランド仙台東店 物販店舗 宮城野区南目館20-20

〃 みやぎ生協台原店 物販店舗 青葉区台原5丁目1-2

〃 ヨークベニマル山田鈎取店 物販店舗 太白区山田字田中前186

H13 ショッピングプラザにしたが
物販店舗・飲食

店舗
太白区西多賀3丁目1-1

〃 宮城県立こども病院 病院 青葉区落合4丁目3-17

H12 シェルコムせんだい 観覧場 泉区野村字新桂島前48

〃 SEIYU太白店 物販店舗 太白区太白1丁目6-1

〃 ハーネル仙台 集会場 青葉区本町2丁目12-7

〃 ザ・モール仙台⾧町Part2
物販店舗・映画

館・駐車場
太白区⾧町7丁目20-15

H11 ロイネットホテル仙台
ホテル・飲食店

舗
青葉区花京院1丁目4-12

〃 せんだんの丘
介護老人保建施

設
青葉区国見ヶ丘6丁目126-51

〃 メガネの相沢桜ヶ丘店 物販店舗 青葉区桜ヶ丘2丁目20-7

〃 みやぎ生協富沢店 物販店舗 太白区富沢南1丁目9-5

H10 セルバ
物販店舗・駐車

場
泉区泉中央1丁目4-1

〃 八乙女ユナイトビル
物販店舗・郵便

局
泉区真美沢202-4
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〃 こーぷのお家
ディサービスサ

ンタ―
青葉区桜ヶ丘2丁目20-1

〃 たいはっくる

図書館・劇場・

市民センター・

児童館・駐車場

太白区⾧町5丁目3-2

H9 ヤマザワ田子店 物販店舗 宮城野区田子2丁目40-28

〃 花京院スクエア
物販店舗・展示

場・駐車場
青葉区花京院1丁目1-20

〃 みやぎ生協高砂駅前店 物販店舗 宮城野区高砂2丁目2-5

〃 鹿島広業ビル 展示場 青葉区本町2丁目2-3

〃 ヨークベニマル柳生店 物販店舗 太白区柳生4丁目9-7

〃 仙台市太白障害者福祉センター
身体障害者福祉

センター
太白区⾧町南1丁目6-10

〃 ビックハウス大野田店 物販店舗 仙台市太白区大野田23-1

〃 藤崎スーパーマーケット泉寺岡店 物販店舗 泉区寺岡4丁目1-1

〃 グリーンマート桂店 物販店舗 泉区桂1丁目12-1

〃 せんだいメディアテーク

図書館・美術

館・興行場・駐

車場

青葉区春日町2-1

〃 仙台市青葉体育館 体育館 青葉区堤町1丁目1-5

H8 ザ・モール仙台⾧町店
物販店舗・飲食

店舗・駐車場
太白区⾧町7丁目20-3

〃 みやぎ生協柳生店 物販店舗 太白区柳生5丁目1-1

〃 ヤマザワ荒井店 物販店舗 若林区荒井字大場伝45-3

〃 ジャスコ仙台中山店
物販店舗・駐車

場
泉区南中山1丁目35-40

H7 ヨークベニマル泉古内店 物販店舗 泉区古内字坂ノ上1-23

〃 みやぎ生協南小泉店 物販店舗 若林区中倉2丁目3-12

H6 アエル
物販店舗・公益

施設・駐車場
青葉区中央1丁目3-1
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