
様式第１号

１　事業所の概要

〇

２　温室効果ガスの削減目標等

2020 年度 t-CO2

t-CO2

％ 6.00 ％

３　温室効果ガスの排出抑制に関する取組

％

市が実施する環境関連事業
への参画

仙台市との環境分野における協定書の締結により、
マイボトルキャンペーンなどの連携事業を実施

実施済

その他地球温暖化を防止す
る対策の実施

ノンフロン（CO2冷媒）冷凍・冷蔵システムの導入 実施済

環境教育・学習の実施（従業
員以外を対象にしたもの）

市内小学校での環境学習の実施 実施済

廃棄物削減対策の実施
食品ロス削減、プラスチック削減について2030年目
標を立てて、売れ残り商品のリサイクルや容器包装
プラスチック削減などの取組を実施

実施済

実施済

そ の 他 の 対 策 の
実 施 計 画

項目 具体の取り組み内容 実施年度

SBTやRE100等の国際的な
気候変動イニシアティブなど
脱炭素経営への取組

2020年4月に「TCFD（気候関連財務情報開示タスク
フォース）」に賛同

実施済

選 択 対 策 の
実 施 計 画

項目 実施年度

再生可能エネルギーの導入 第1年度

商品や原料輸送時の省エネ 実施済

エネルギー使用量の見える化（前年度比較） 実施済

窓の断熱性向上

目標設定の
考え方

ローソン環境ビジョン2030年目標である1店舗当たりのCO2排出量2013年対比50％
削減に基づき、2年間で6％の削減を目標とする。

基 本 対 策 の
実 施 計 画

基準年度実施率 100 目標年度実施率 100 ％

7,634 目標原単位 72.02

削減率 6.00 削減率温 室 効 果 ガ ス の
排 出 状 況
及 び 削 減 目 標

基準年度 基準排出量 8,122 基準原単位 76.62

目標年度 2022 年度
目標排出量

主 た る 事 業 飲食料品小売業

事業者の該当要件

条例第2条第5号イに該当する特定事業者

条例第2条第5号ロに該当する特定事業者

条例第2条第5号ハに該当する特定事業者

条例第15条第1項に該当する一般事業者

事業者温室効果ガス削減計画書概要（第一計画期間）

事 業 者 の 名 称 株式会社ローソン　東北エリアサポート部

事 業 所 の 名 称 ローソン仙台河原町駅前店外105店舗（別紙参照）

事 業 所 の 所 在 地 仙台市若林区舟丁3-1外（別紙参照）

（一般事業所等用）1/3



様式第１号

店舗名 住所

1 仙台河原町駅前 〒984-0806　宮城県仙台市若林区舟丁３‐１

2 仙台宮城野三丁目 〒983-0045　宮城県仙台市宮城野区宮城野３‐２‐１

3 仙台苦竹 〒983-0037　宮城県仙台市宮城野区平成１‐３‐３８

4 仙台郡山七丁目 〒982-0003　宮城県仙台市太白区郡山７‐１‐４１

5 仙台五橋一丁目 〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋１‐１‐１０

6 仙台向山 〒982-0841　宮城県仙台市太白区向山２‐２‐６

7 仙台高松 〒981-0907　宮城県仙台市青葉区高松１‐１５‐１７

8 仙台鹿野三丁目 〒982-0023　宮城県仙台市太白区鹿野３‐１９‐３０

9 仙台小松島 〒981-0905　宮城県仙台市青葉区小松島４‐１５‐２３

10 仙台上杉一丁目 〒980-0011　宮城県仙台市青葉区上杉１‐１７‐７

11 仙台川内三十人町 〒980-0866　宮城県仙台市青葉区川内三十人町１０‐５

12 仙台泉中央一丁目 〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央１‐１６‐７

13 仙台大町一丁目 〒980-0804　宮城県仙台市青葉区大町１‐２‐７

14 仙台定禅寺通 〒980-0803　宮城県仙台市青葉区国分町３‐３‐１

15 仙台東二番丁通 〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町２‐１６‐１５

16 仙台南光台四丁目 〒981-8003　宮城県仙台市泉区南光台４‐１５‐２２

17 仙台二日町晩翠通 〒980-0802　宮城県仙台市青葉区二日町１６‐５

18 仙台北鍛冶町 〒980-0802　宮城県仙台市青葉区二日町１７‐２７

19 仙台北目町通 〒980-0023　宮城県仙台市青葉区北目町２‐４０

20 仙台木町通中央 〒980-0801　宮城県仙台市青葉区木町通１‐８‐１

21 仙台木町通二丁目 〒980-0801　宮城県仙台市青葉区木町通２‐６‐５６

22 仙台立町 〒980-0822　宮城県仙台市青葉区立町１０‐１

23 仙台連坊 〒984-0022　宮城県仙台市若林区五橋３‐５‐２２

24 仙台連坊小路 〒984-0053　宮城県仙台市若林区連坊小路１００

25 仙台榴ヶ岡四丁目 〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡４‐１２‐１２

26 宮城陸運支局前 〒983-0034　宮城県仙台市宮城野区扇町３‐２‐７

27 仙台あすと長町 〒982-0003　宮城県仙台市太白区郡山１‐１６‐１５

28 仙台うみの杜水族館前 〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野４‐７‐１３

29 仙台愛子 〒989-3124　宮城県仙台市青葉区上愛子字雷神６‐２

30 仙台愛子中央一丁目 〒989-3128　宮城県仙台市青葉区愛子中央１‐１‐１６

31 仙台旭ヶ丘四丁目 〒981-0904　宮城県仙台市青葉区旭ケ丘４‐１１‐３３

32 仙台伊在 〒984-0038　宮城県仙台市若林区伊在２‐１４‐１１

33 仙台遠見塚 〒984-0823　宮城県仙台市若林区遠見塚２‐１‐１６

34 仙台沖野 〒984-0831　宮城県仙台市若林区沖野２‐６‐３７

35 仙台河原町 〒984-0827　宮城県仙台市若林区南小泉字八軒小路６‐１

36 仙台霞目 〒984-0035　宮城県仙台市若林区霞目２‐１６‐１５

37 仙台鈎取本町 〒982-0805　宮城県仙台市太白区鈎取本町１‐５‐１３

38 仙台蒲生 〒983-0002　宮城県仙台市宮城野区蒲生字上屋倉４２‐１

39 仙台宮城野二丁目 〒983-0045　宮城県仙台市宮城野区宮城野２‐７‐１２

40 仙台宮千代一丁目 〒983-0044　宮城県仙台市宮城野区宮千代１‐１０‐１０

41 仙台宮町通 〒980-0004　宮城県仙台市青葉区宮町２‐１‐６２

42 仙台苦竹一丁目 〒983-0036　宮城県仙台市宮城野区苦竹１‐３０‐１３

43 仙台桂四丁目 〒981-3134　宮城県仙台市泉区桂４‐１‐８

44 仙台古城一丁目 〒984-0825　宮城県仙台市若林区古城１‐１７‐１

45 仙台向山四丁目 〒982-0841　宮城県仙台市太白区向山４‐２８‐１５

46 仙台荒井西 〒984-0017　宮城県仙台市若林区なないろの里２‐１１‐９

47 仙台荒巻本沢三丁目 〒981-0966　宮城県仙台市青葉区荒巻本沢３‐３‐２０

48 仙台高砂一丁目 〒983-0014　宮城県仙台市宮城野区高砂１‐９‐１

49 仙台高砂二丁目 〒983-0014　宮城県仙台市宮城野区高砂２‐２‐１

50 仙台高森 〒981-3203　宮城県仙台市泉区高森１‐１‐１８９

51 仙台国見一丁目 〒981-0943　宮城県仙台市青葉区国見１‐５‐５

52 仙台鷺ケ森 〒981-0922　宮城県仙台市青葉区鷺ケ森１‐３‐６

53 仙台山の寺一丁目 〒981-3103　宮城県仙台市泉区山の寺１‐３９‐３１

（一般事業所等用）



様式第１号

店舗名 住所

54 仙台山田 〒982-0814　宮城県仙台市太白区山田字新田堀下南５２‐２

55 仙台四郎丸 〒981-1101　宮城県仙台市太白区四郎丸字落合４４‐２

56 仙台四郎丸渡道 〒981-1101　宮城県仙台市太白区四郎丸字渡道１１‐１

57 仙台寺岡一丁目 〒981-3204　宮城県仙台市泉区寺岡１‐２５‐３

58 仙台鹿野一丁目 〒982-0023　宮城県仙台市太白区鹿野１‐１‐２０

59 仙台秋保 〒982-0241　宮城県仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０３‐１

60 仙台住吉台西四丁目 〒981-3223　宮城県仙台市泉区住吉台西４‐６

61 仙台出花二丁目 〒983-0012　宮城県仙台市宮城野区出花２‐４‐７

62 仙台春日町 〒980-0821　宮城県仙台市青葉区春日町６‐１

63 仙台小角 〒981-3216　宮城県仙台市泉区小角字白山１１‐１

64 仙台小田原一丁目 〒983-0803　宮城県仙台市宮城野区小田原１‐３‐２２

65 仙台小田原三丁目 〒983-0803　宮城県仙台市宮城野区小田原３‐５‐４１

66 仙台松森 〒981-3117　宮城県仙台市泉区市名坂字砂押２‐１

67 仙台松森陣ケ前 〒981-3111　宮城県仙台市泉区松森字陣ケ前１３６‐１

68 仙台新港 〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野５‐３‐３

69 仙台新田四丁目 〒983-0038　宮城県仙台市宮城野区新田４‐２４‐１７

70 仙台瑞鳳 〒980-0814　宮城県仙台市青葉区霊屋下１０‐３０

71 仙台川平一丁目 〒981-0954　宮城県仙台市青葉区川平１‐１１‐２３

72 仙台扇町五丁目 〒983-0034　宮城県仙台市宮城野区扇町５‐６‐２

73 仙台扇町三丁目 〒983-0034　宮城県仙台市宮城野区扇町３‐１０‐８

74 仙台泉崎一丁目 〒982-0031　宮城県仙台市太白区泉崎１‐１‐１

75 仙台太子堂 〒982-0013　宮城県仙台市太白区太子堂１‐３２

76 仙台台原 〒981-0911　宮城県仙台市青葉区台原３‐２９‐４０

77 仙台大野田 〒982-0014　宮城県仙台市太白区大野田５‐３０‐３

78 仙台大塒町 〒982-0027　宮城県仙台市太白区大塒町８‐６

79 仙台中山一丁目 〒981-0952　宮城県仙台市青葉区中山１‐２３‐１

80 仙台中山四丁目 〒981-0952　宮城県仙台市青葉区中山４‐２０‐８

81 仙台中野 〒983-0007　宮城県仙台市宮城野区仙台港北２‐２‐１２

82 仙台中野葦畔 〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野２‐３‐１

83 仙台長命ケ丘一丁目 〒981-3212　宮城県仙台市泉区長命ケ丘１‐１‐１

84 仙台坪沼 〒982-0231　宮城県仙台市太白区坪沼字長田西２８‐５

85 仙台鶴が丘一丁目 〒981-3109　宮城県仙台市泉区鶴が丘１‐３７‐２

86 仙台土樋 〒984-0065　宮城県仙台市若林区土樋２‐２

87 仙台東中田 〒981-1107　宮城県仙台市太白区東中田２‐９‐３８

88 仙台東北労災病院前 〒981-0911　宮城県仙台市青葉区台原１‐１０‐５

89 仙台南光台一丁目 〒981-8003　宮城県仙台市泉区南光台１‐３‐１７

90 仙台南光台東一丁目 〒981-8001　宮城県仙台市泉区南光台東１‐３‐１

91 仙台南小泉四丁目 〒984-0827　宮城県仙台市若林区南小泉４‐１７‐１

92 仙台二日町中央 〒980-0802　宮城県仙台市青葉区二日町５‐３０

93 仙台柏木三丁目 〒981-0933　宮城県仙台市青葉区柏木３‐２‐２２

94 仙台八乙女一丁目 〒981-3112　宮城県仙台市泉区八乙女１‐６‐１

95 仙台八本松一丁目 〒982-0001　宮城県仙台市太白区八本松１‐１３‐３

96 仙台富沢二丁目北 〒982-0032　宮城県仙台市太白区富沢２‐１０‐２５

97 仙台福室北 〒983-0005　宮城県仙台市宮城野区福室７‐８‐７

98 仙台歩坂町 〒981-3106　宮城県仙台市泉区歩坂町６４‐１３

99 仙台茂庭 〒982-0251　宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西１８‐３

100 仙台木町通一丁目 〒980-0801　宮城県仙台市青葉区木町通１‐８‐１０

101 仙台野村 〒981-3124　宮城県仙台市泉区野村字松林下２‐７

102 仙台柳生三丁目 〒981-1106　宮城県仙台市太白区柳生３‐８‐１

103 仙台柳生七丁目 〒981-1106　宮城県仙台市太白区柳生７‐２‐１

104 仙台落合二丁目 〒989-3126　宮城県仙台市青葉区落合２‐２‐１５

105 仙台六丁の目北町 〒984-0003　宮城県仙台市若林区六丁の目北町３‐５

106 仙台榴ヶ岡三丁目 〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡３‐１‐１

（一般事業所等用）


