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 2011 年 3 月 24 日 

各位 

東京都港区虎ノ門 2 丁目 3 番 17 号 

森トラスト株式会社 

 
「仙台トラストタワー」「仙台ＭＴビル」施設運営状況について 

2011年3月24日(木)より一部営業再開 

 

東北地方太平洋沖地震により被災された方々、そのご家族・関係者の皆さまに、心よりお見舞い

申し上げます。 

 

森トラスト株式会社（本社：東京都港区 社長：森 章）は、仙台支店（宮城県仙台市 支店長：

遠藤 信幸）を中心に、ウェスティンホテル仙台(宮城県仙台市 総支配人：福永 健司)と連携し、

現在、全力で復旧・復興支援活動を行っております。 

また、商業施設「トラストシティプラザ」（仙台トラストタワー1～5 階）については、既に診療再開

していた医療施設に加え、3月 24日には 12店舗と貸会議室が営業を再開しましたので、お知ら

せいたします。 

 

１．仙台トラストタワーの運営状況 

■オフィス ： 地震発生時の施設内安全確認の後、翌日より稼働中。 

■商業施設（トラストシティプラザ）【別紙①一覧表参照】 

： クリニックなど一部医療施設については 3 月 15 日より診療再開済。 

飲食・物販・サービス店舗については 12 店舗が 3 月 24 日より営業再開。 

※営業時間の短縮、商品の限定などありますので、予めご了承ください。 

■貸会議室（トラストシティ カンファレンス・仙台） 

： オプションサービスの内容を一部限定のうえ、3 月 24 日より通常営業再開。 

※ウェスティンホテル仙台については営業再開に向け、引き続き施設・サービス・運営体制

を整備中のため、別途ご案内させていただきます。 

2. 仙台 MT ビルの運営状況 

■オフィス ：  地震発生時の施設内安全確認の後、翌日より稼働中。 

※空調設備については都市部のガス供給が再開次第、完全復旧の予定。 

■商業施設 ： 1 店舗を除き、既に営業再開【別紙②一覧表参照】 

※営業時間の短縮、商品の限定などありますので、予めご了承ください。 

■貸会議室 ： 新規予約受付を一時休止していましたが、3 月 22 日より通常営業再開。 

 

弊社では、このたびの震災による甚大な被害から、仙台を中心とした東北地方が一日も早い

復興を遂げるため、弊社施設の完全復旧に全力を挙げるとともに、今後も微力ながら支援活動

を行ってまいります。 

以  上 
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階数 業態 電話番号
営業再開日

（予定）
営業時間
（定休日）

備考

写真スタジオ 022-398-6461 3月24日
11：00～17：00

（月曜・火曜　休）
今までにご依頼済みの写真の受け渡しの
みの営業となります。

チョコレートショップ 022-398-6461 3月24日
11：00～17：00

（月曜・火曜　休）
-

サンドイッチ&カフェ 022-398-6831 3月28日 10：00～18：00 -

酒と輸入食品専門店 022-722-1088 3月24日 10：00～19：00 数に限りがございます。

ピッツェリア&カフェ 022-722-2670 未定 - -

フラワーショップ 022-266-8187 3月24日
11：00～17：00

（月曜・日曜　休）

配達は一時中止とさせていただきます。3
月中は臨時休業させていただく場合がご
ざいます。

秋田旬彩創作料理 022-713-7890 3月24日 11：00～20：00 メニューは限定となります。
弁当の販売予定がございます。

地酒と三陸魚料理 022-211-7128 3月24日 11：00～20：00 メニューは限定となります。

ラーメン 022-266-0302 未定 - -

仙台牛焼肉 022-266-7716 3月24日
11：00～20：00
（3月28日　休）

メニューは限定となります。
弁当・精肉の販売予定がございます。

牡蠣と牛たん
0120-971-119
022-398-6101

3月24日 11：30～15：00
メニューは限定、ランチタイムのみの営業
となります。弁当の販売予定がございま
す。

蕎麦居酒屋 022-266-0159 3月24日 11：00～20：00 メニューは限定となります。
弁当の販売予定がございます。

レンタルコスチューム
（婚礼衣裳全般） 022-721-2772 未定 - -

ワークショップ
&スタジオ 022-266-8188 未定 - -

美容室 022-713-7424 3月24日
10：00～18：00

（※4月以降は～19：00）

シャンプードライ　1,000円・シャンプーカッ
ト　3,000円・カットカラー　6,000円・フェイ
シャル　1,000円

漢方ブティック 022-263-4193 3月24日
11：00～15：00
（3月28日　休）

-

マッサージ 022-224-3510 3月24日 10：00～19：00 （最終受付） -

歯科
0120-74-2038
022-714-2038

診療再開済 9：00～18：00 -

心療内科・神経科 022-398-6016 診療再開済
10：00～13：00　　14：30～18：30

（月曜午後・土曜午後
・日曜・祝日　休）

-

調剤薬局 022-722-2120 営業再開済
9：30～19：00

（土曜午後・日曜・祝日　休）
-

内科診療所 022-221-5226 診療再開済
9：30～13：00　　15：00～18：00

（水曜午後・土曜午後
・日曜・祝日　休）

-

4F 健診センター 022-221-0066 診療再開済
8：30～17：00

（日曜・祝日　休）
-

コンビニエンスストア 022-224-6826 3月28日
12：00～
17：00～

納品状況に応じての営業となります。

貸会議室 022-224-3801 3月24日 - オプションサービス内容は一部限られて
おります。

花牛

店舗名称

1F

Barbaresco
(バルバレスコ)

サブウェイ
仙台トラストシティ店

ユー花園

やまや
仙台トラストシティ店

フォトエクボ

チョコレートバー
フューチャリング
ジャックトレス チョコレート

医療法人社団進興会
せんだい総合健診クリニック

5F

セブン－イレブン
仙台トラストシティ店

トラストシティ
カンファレンス・仙台

花祭り　本店

ダイニング万葉
仙台トラストシティ店

山形蕎麦　しゃぶ鍋大黒
enzou　（エンゾウ）

喜食伝心
オイスタン

喜多方ラーメン大安食堂
仙台トラストシティ店

2F

3F

ビューティドレッセ
山野愛子美容室

グランベレーザ
produced by
TAKAMI BRIDAL

ユー花園

ほぐれーる

ニホンドウ漢方ブティック
仙台トラストシティ店

プレミア歯科仙台

東二番丁診療所

ストレスケア・トラスト
クリニック

マリーン調剤薬局
トラストシティ店

トラストシティプラザの店舗営業再開状況(3月24日時点) 

※詳細な情報につきましては、各店舗にお問い合わせください。 

※営業内容などは、予告なく変更することがございます。お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

別 紙① 
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仙台ＭＴビルの店舗営業再開状況(3月24日時点) 

※詳細な情報につきましては、各店舗にお問い合わせください。 

※営業内容などは、予告なく変更することがございます。お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙② 

階数 業態 電話番号
営業再開日

（予定）
営業時間
（定休日）

備考

カフェ 022-349-9271 営業再開済 11：00～17：00 メニューは限定となります。
弁当の販売予定がございます。

蕎麦 022-792-1038 営業再開済 11：00～ おにぎり販売のみとなります。
数に限りがございます。

コンビニエンスストア 022-742-1205 未定 - 納品状況に応じての営業となります。

産婦人科 022-292-0166 診療再開済

月･金9：00～12：30　14：30～18：00
火･水9：00～12：30　14：30～17：00

土9：00～12：30
（木曜･土曜午後･日曜・祝日　休）

-

精神科 022-292-7315 診療再開済
火･水･金9：30～12：30　14：30～17：30

木･土9：30～12：30
（月曜･木曜土曜午後･日曜・祝日　休）

-

内科 022-292-5678 診療再開済
月･火･木･金9：00～12：30　14：30～18：00

水･土9：00～12：30
（水曜土曜午後･日曜・祝日　休）

-

調剤薬局 022-792-8822 営業再開済

月･火･木･金8：30～18：30
水8：30～17：30
土9：00～13：00

（土曜午後･日曜・祝日　休）

-

2F

村口きよ女性クリニック

つつじが岡メンタルクリニック

仙台森ビル内科クリニック

マリーン調剤薬局　東口店

養生庵

サンクス

店舗名称

1F

エルベキッチン
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階数 業態 支援活動内容

ピッツェリア&カフェ 3/14にスープ・ケーキ等特別に外構で販売

サンドイッチ&カフェ 3/11にサンドイッチを避難者に無料配布

仙台牛焼肉 3/17から毎日、弁当を特別に外構で販売

地酒と三陸魚料理 3/14から毎日、弁当を特別に外構で販売

秋田旬彩創作料理 3/14から毎日、弁当を特別に外構で販売

蕎麦居酒屋 3/18から毎日、弁当を特別に外構で販売

牡蠣と牛たん 3/16から土日祝を除く毎日、弁当を特別に外構で販売

美容室 3/15～17にシャンプーのサービス

歯科 3/15から、診療再開

内科診療所
3/14から、診療再開

帰宅困難な方々向けに、「仙台トラストタワー」の一時待機場所へ往診

心療内科・神経科 3/15から、診療再開

調剤薬局 3/14から、営業再開

5F コンビニエンスストア 3/11に帰宅困難な方々向けに飲食物提供

プレミア歯科仙台

喜食伝心
オイスタン

花祭り　本店

ダイニング万葉
仙台トラストシティ店

山形蕎麦　しゃぶ鍋大黒
enzou　（エンゾウ）

セブン－イレブン
仙台トラストシティ店

東二番丁診療所

ストレスケア・トラストクリニック

マリーン調剤薬局
トラストシティ店

3F

ビューティドレッセ
山野愛子美容室

2F

店舗名称

1F

Barbaresco
(バルバレスコ)

サブウェイ
仙台トラストシティ店

花牛

■被災者の方々への支援活動 

１．仙台震災対策本部の設置 

 森トラスト東京本部・仙台支店およびウェスティンホテル仙台と合同で、ただちに 

 「仙台震災対策本部」を設置。 

 「仙台トラストシティ」「仙台ＭＴビル」の各施設における人的・物的被害状況を把握。 

 帰宅困難な方々の受入れを決定。 

２．帰宅困難な方々の受入れ、食糧・震災備品・情報などの提供を実施 

 「仙台トラストタワー」「ウェスティンホテル仙台」「仙台ＭＴビル」内に、帰宅困難な 

 方々のための一時待機場所として臨時のインフォメーションセンターを 3 箇所設置。 

 3 施設で延べ計 3,600 人の受入れを実施。 

 各センター内で、水・食糧・震災備品（医薬品・毛布等）・各種情報を提供。 

３．「仙台トラストシティ」外構で携帯電話の充電場所を提供 

４．「トラストシティプラザ」内各店舗様による支援活動を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．被災者・被災地の支援のための寄付を決定 

  森トラストとして 2,000 万円の寄付を決定。 

６．森トラストグループで募金活動実施 

  森トラストグループのオフィス、レジデンスおよびホテル（ラフォーレホテルズ 

  ＆リゾーツ、万平ホテル、ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部）計 71 箇所に募金箱を設置。 

資 料① 


