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エレベーター 階段 トイレ

電力ホール事務室にAEDを設置しています

＜お問い合わせ先＞ ☎022-225-2251（電力ホール事務所）

客席とステージに一体感のある1,000席ワンフロア構造。特にクラシック音
楽においては、殿堂と呼ばれるほどの高い評価をいただいております。

電力ホール 東北電力グリーンプラザ

D-garden

地域文化に関する情報や地域交流の場
の提供などを通じ、みなさまの潤いのあ
る生活を応援します。

ヒートアイランド現象や地球温暖化の
防止、省エネなどの環境保護効果を備え
た、街と地球にやさしい屋上緑地です。
テナント様の憩いの場としてもご利用
いただいております。
開放時間

閉 鎖 日

RF

［イベント・展示スペース］ 1F7F

電力ビル立体駐車場入口脇の記念碑は、昭和
28年に我が国初の実用マイクロ波通信と
なった無線局がこの地に開設されたことを伝
えています。 

電力用マイクロ波無線通信発祥の地―

当時の国産実用化第1号無線装置は仙台市科学館等に保存さ
れています。

〒980-8534 仙台市青葉区一番町三丁目7番1号 
■JR「仙台駅」から徒歩約10分
■地下鉄南北線「広瀬通駅」西3番出口から徒歩約1分
■地下鉄東西線「青葉通一番町駅」北1番出口から徒歩約5分
■東北自動車道「仙台宮城I.C」から約10分
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電力ビルへのアクセス

所在地

別 館
東日本興業㈱宮城営業所
日本メディカルシステム㈱

空調企業㈱
テレニシ㈱東北支店

ＴＤＧビジネスサポート㈱

㈱小西造型
小西造型デザインセンター

通研電気工業㈱技術サービス本部

日鐵住金溶接工業㈱東北支店
㈱シービーエス 仙台支社
青森千代田㈱
安藤ハザマ興業㈱東北支店

㈱大林組
青山機工㈱東北支店
ホープメンテナンス㈱
日之出産業㈱仙台支店

本 館
東日本興業㈱

㈱エルタス東北
東北ポートサービス㈱
（財）省エネルギーセンター東北支部

㈱ユアテック 電力ビル工事事務所
東二番丁通法律事務所
㈱グローバル・ソリューション

東北インテリジェント通信㈱
㈱泰平商会仙台支社

電力ビル歯科クリニック
市川内科電力ビルクリニック

㈱総合設備計画 東北事務所
東北自然エネルギー㈱
荒川水力電気㈱
ホシヤマインターナショナル㈱
㈱ブロードリンク 仙台支社

日本ドライケミカル㈱東北支店
東北インフォメーション・システムズ㈱営業本部
㈱仙台放送エンタープライズ
㈱仙台放送
㈱仙台放送 L・E・Dソリューションズ

電力ホール
㈱Ｅライフ・パートナーズ

㈱第一広告社
㈱第一クリエイティブ

東北電力㈱

東北インフォメーション・システムズ㈱

三井物産㈱東北支社
三井物産スチール㈱東北支店 
三井物産アグロビジネス㈱
三井物産プラントシステム㈱
三井物産インシュアランス㈱東北支店
三井物産フォーサイト㈱
三井物産メタルズ㈱

カタール・エル・エヌ・ジー・サービス・エージェンシー㈱
新日本空調㈱東北支店
東北インフォメーション・システムズ㈱
㈱佐藤ホールディングス

新 館
東北電力㈱

2018.03

仙台市青葉区一番町三丁目７番１号 電力ビル９F
TEL：022-225-1659　http://www.d-biru.com/

東日本興業株式会社 ビル事業部営業業務グループ
― 電力ビルに関するお問い合わせ ―

＜お問い合わせ先＞ ☎022-225-2969



天然素材を中心に、高品質で少し遊び心を取
り入れた大人のカジュアルを提案致します。
022-266-3803☎
ショップ／ファッション 1F

国産カジュアル衣料からインポート品ま
で品揃えしたミセスのセレクトショップ。
022-223-7810☎
ショップ／ファッション 1F

新世代ミセスたちのための提案空間。

022-264-1951☎
ショップ／ファッション 1F

着ることの楽しさを実感できる上質で個
性的なアイテムの数々。
022-221-0331☎
ショップ／ファッション 1F

皆様の健康を気づかって考え抜いた品
物をご提供。
022-264-1170☎
ショップ／健康関連 1F

「生体適合性」と「腸内環境」を重視した、
安心で身体に優しい品揃え。
022-227-3968☎
ショップ／健康関連 1F

酸素、足りてますか？美容・健康維持の
ために、酸素カプセルをお試しください！
022-797-7395☎
サービス／健康関連 1F

国内外のエアライングッズを多数揃え
た、飛行機ファン注目のお店。
022-713-1633☎
ショップ／模型・雑貨 1F

仙台市認定せんだい保育室として、安心
の保育をお届けします。
022-721-2030☎
サービス／保育 1F

写真の事ならすべておまかせ。
証明写真もお待たせしません。
022-261-8686☎
サービス／写真 1F

親しみやすいスタッフが確かな技術を提
供するクリニック。
022-225-8353☎
医院／歯科 2F

消化器・呼吸器・ストレスによる心身症な
ど内科全般を学会認定専門医が診療。
022-262-5755☎
医院／内科 2F

靴修理・合カギ・時計電池交換など、身
の回りの“困った”はお気軽に！
022-211-5800☎
サービス／修理 1F

信頼感・安心感のある薬局をめざしま
す。
022-215-9005☎
サービス／薬局 1F

他店とは違う質の高い理容テクニック
を、ぜひ一度お試しください。
022-265-5321☎
サービス／理容 1F

本格中国料理をコース料理でお楽しみいた
だく大人の空間。
022-265-7453☎ B1F

明治十一年創業の味と技を、変わらぬ真心
で。
022-265-1943☎ B1F

山形そば
寿 屋

東北うまいもん個室居酒屋。名物仙台牛すき
焼き付コース3,500円～／おつまみ350円～
022-796-2448☎ B1F

一人様でもお気軽に！
種類豊富な本場韓国料理の定食を！！
022-799-7087☎ B1F

盛岡三大麺のひとつ 本場じゃじゃめんを仙台
で！！
022-266-1616☎ B1F

和・洋料理、そして炭火焼。
お客様が召し上がってくだされば幸いです。
022-266-7070☎ B1F

こだわりの備長炭で、丁寧に焼き上げた「牛タ
ン焼き」を是非ご賞味ください。
022-209-3014☎ B1F

昼はグルメが集うおしゃれカフェ、夜は大人
の立ち飲みバー。
022-263-2286☎ B1F

焼きたてのパンと本格コーヒーが楽しめる、
カフェスタイルの店。
022-716-7123☎ 1F

豊富なワインとカクテル、本格フランス料理
をリーズナブルに楽しめる。
022-263-5788☎ B1F

身体も心も喜ぶナチュラルダイニングカフェ
New Airyで豊かな時間を…
022-224-6722☎ 1F

※営業時間は、各店舗により異なります。
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