
東西線駅名の市民意見一覧

（仮称）動物公園 （仮称）青葉山 （仮称）川内 （仮称）国際センター
八木山動物公園 青葉山キャンパス 川内キャンパス 広瀬川
八木山 東北大学青葉山キャンパス 東北大学川内キャンパス 仙台国際センター
八木山動物園 東北大学 川内亀岡 大手門
八木山動物公園前 青葉山キャンパス前 東北大学 仙台城跡
動物園 東北大学前 東北大学川内キャンパス前 国際センター前
動物公園前 東北大学青葉山 広瀬川 博物館・国際センター
どうぶつこうえん 青葉山入口 川内東北大学 仙台城
「八木山動物公園」または「八木山」 青葉城址 かわうち 博物館
どうぶつえん 東北大学・青葉山 川内キャンパス前 青葉城
八木山・動物公園 東北大学青葉山キャンパス前 東北大学川内 国際センター・博物館
どうぶつ公園 青葉山東北大学 川内東北大 青葉山公園
八木山中央 東北大学キャンパス 東北大川内 仙台城大手門
八木山本町 東北大青葉山 東北大川内キャンパス 仙台城入口
「動物公園」または「八木山」 あおばやま 東北大川内キャンパス前 仙台城址
「動物公園」または「八木山動物公園」 御裏林 亀岡 川内
「八木山」または「八木山動物公園」 荒巻青葉 川内支倉 扇坂
「八木山動物園」または「八木山公園」 青葉の森 東北大学前 仲ノ瀬
「八木山動物公園」または「八木山中央」 青葉の杜 美術館前 博物館前
ＺＯＯ 青葉山・東北大学 元支倉 「国際センター」または「牛越橋」
ZOOZOO 青葉山・東北大学キャンパス 川内・亀岡 こくさいセンター
アニマル・パーク 青葉山東北大学前 川内・東北大学 広瀬川河畔
アニマルステーション 青葉山東北大前 川内元支倉 国際センター仙台城址
ズーパーク 青葉台 川内東北大前 青葉城下
パーク八木山 仙台城 東北大 青葉城址
ふれあい動物公園前 東北大 東北大前 仙台城下
やぎやま 「ユニバーシティパーク」または「サイエンスパーク」 「亀岡御殿」または「二の丸」 仙台城三の丸
やぎやまどうぶつこうえん  「青葉の丘」または「みどりが丘」 「青葉城した」または「青葉城口」 仙台城二の丸前
ヤギ山 あおば山  「川内亀岡」または「亀岡川内」 追廻
ヤンヤンヤヤーの八木山 オオタカ  「美術館前」または「東北大学前」 「亀岡」または「大手町」
海が見える動物公園 こうがくぶ ガクト 「広瀬川西」「仲の瀬橋」「大橋」「青葉城口」のいずれか
市民センター とうほくだいあおばやま かわうちキャンパス 「城跡下（しろあとした）」または「城址下（じょうしした）
水木しげる ブルーリーフ かわうちひろせがわ 「青葉城入口」または「青葉山入口」
仙台西 伊達三日月 キャンパス前 「仙台城跡」「青葉城跡」「城跡前」「城跡入口前」のいずれか
杜の都の動物園前 学園都市 トンペイ前 「仙台城跡」または「城跡公園」（駅名が長ければ「城址」）
杜の動物公園 学徒青葉 はせくら 「大手門跡」または「扇坂」
動物の杜公園 学杜・仙台 ひろせ川内 「片倉小十郎屋敷跡」「仙台城大手門」「三の丸」のいずれか
動物園前 学都 鬼太郎 インターナショナルセンター
動物公園（八木山） 学都の杜 亀岡川内 スケートリンク前
動物公園・ベニーランド入口 宮教大 宮城県美術館川内 せんだいじょうあと
動物公園・八木山ベニーランド 宮城教育大学 宮城川内 伊達
動物公園だっちゃ 工学部・理学部 県美術館前 伊達センター
動物公園ビジターセンター入口 工学部前 広せ川 一反木綿
動物公園南 十人十色 広瀬川河畔 学びの里
動物公園入口 成田山 広瀬川内 宮城県美術館
虹ヶ丘 政宗 広瀬川流れる 芸術の杜国際センター
忍者屋敷 西青葉 三の丸 県美術館前
八木山（ＺＯＯ）パーク 青葉の里 市博物館前 五色沼
八木山ｘ動物公園 青葉学術 支倉 広瀬ＨＡＧＩホール前
八木山ＺＯＯ（ズー） 青葉学都の杜 支倉（東北大入口） 広瀬川・国際センター
八木山テーマパーク 青葉山（東北大キャンパス前） 支倉・川内 広瀬川・青葉城
八木山公園前 青葉山・城跡 西仙台 広瀬川口
八木山動物園前 青葉山・東北大 青葉山トンネル 広瀬川国際センター
八木山動物公園・ベニーランド前 青葉山・東北大キャンパス 青葉山東 広瀬川国際センター前
八木山動物公園自然の 青葉山・東北大前 青葉城 広瀬川西
八木山動物公園緑の 青葉山キャンパス中央 青葉城大手門 国際センター・教育ゾーン
八木山望洋 青葉山だっちゃ 青葉川内 国際センター・青葉城址
八木山本町一丁目 青葉山学園 仙台西部・川内 国際センター・仙台城入口
八木山絆 青葉山公園 仙台養賢堂 国際センター・仙台二高前
未来 青葉山工学部 川内・宮城県美術館 国際センター・二高前

青葉山十文字 川内・支倉駅前 国際センター・博物館前
青葉山植物園 川内・東北大前 国際センター・美術館・博物館前
青葉山大学前 川内・美術館 国際センター・美術館前
青葉山大学通り 川内・美術館前 国際センターだっちゃ
青葉山大学棟 川内だっちゃ 国際センター城跡前
青葉山東北大 川内学院前 国際センター川内
青葉山東北大キャンパス 川内学園 国際センター天守台前
青葉山東北大工学部 川内元支倉通り 国際会館・仙台城跡
青葉山東北大理工学部キャンパス 川内住宅前 国際会館前
青葉山文教 川内扇坂 国際会議場前
青葉山北 川内澱橋 国際交流センター
青葉城 川内東 城下・国際センター
青葉城跡 川内萩ホール 城址・国際センター
青葉城本丸前 川内美術館 森の都
青葉城址前 川内郵便局 青葉城・広瀬川
仙台学研都市 川内郵便局前 青葉城下（あおばじょうした）
仙台大学都市 扇坂 青葉城下（した）
大学キャンパス 大学キャンパス入口 青葉城国際センター
大学都市 大手門 青葉城跡
大学入口 大手門前 青葉城跡・広瀬川
天然記念物 東大川内キャンパス 青葉城前
杜の宮 東北大・川内キャンパス前 青葉城大手門
東北大・宮教大入口 東北大キャンパス 青葉城二の丸
東北大・中央 東北大学・川内 青葉城址広瀬川
東北大キャンパス 東北大学・川内キャンパス 仙台（青葉）城址前
東北大学・宮城教育大学前 東北大学・川内キャンパス前 仙台セントラルパーク
東北大学・青葉山キャンパス 東北大学・美術館 仙台国際センター前
東北大学・青葉山青葉山キャンパス前 東北大学駅前 仙台国際交流センター前
東北大学青葉 東北大学川内C 仙台市城址
東北大学青葉キャンパス前 東北大学前川内 仙台市博物館
東北大学青葉山C 東北大学入口 仙台市博物館前

 東北大学青葉山キャンパス前 二の丸 仙台城国際センター
東北大学青葉山キャンパス内 忍器 仙台城跡口
東北大学理・工学部前 萩の 仙台城跡広瀬川
東北大学理学部 博物館 仙台城跡前
東北大研究地区 仙台城跡入口
東北大工学部 仙台城前
東北大工学部前 仙台城址・国際センター
東北大新キャンパス 仙台二高
東北大青葉山キャンパス 仙台二高・国際センター前
東北大川内キャンパス 仙台二高前
東北大前 仙台博物館
東北大理・工学部 川内・国際センター前
忍び装束 川内キャンパス
博物館 川内国際センター
八木山橋 川内西
妖怪神社 仲の瀬
理工学部前 仲ノ瀬はし
緑の青葉山 仲ノ瀬橋

追廻住宅
天主台入口
杜の伊達
杜の都
杜都学芸（もりとがくげい）
東川内
博物館・国際センター前
博物館入口
美術館
美術館・国際センター
美術館国際センター
文化
棒手裏剣

参考資料
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（仮称）西公園 （仮称）一番町 （仮称）新寺 （仮称）連坊
大町西公園 青葉通一番町 新寺小路 仙台一高前
大町 東一番丁 宮城野通り 連坊小路
桜ヶ岡公園 青葉通 宮城野通 一高前
桜公園 青葉通り一番町 東八番丁 連坊一高前
西公園通り 東一番町 仙台東口 仙台一高
にしこうえん サンモール一番町 榴岡 連坊一高
御譜代町 一番丁 仙台駅東 連坊仙台一高
広瀬川西公園 一番町青葉通 仙台東 連坊・一高前
桜ヶ岡 国分町 仙台駅東口 連坊・仙台一高前
「大町」または「桜ケ岡」 いちばんちょう しんてら 元茶畑
御譜代丁 一番町中央 宮城野 連坊仙台一高前
広瀬川・西公園 一番町二丁目 新寺・榴ヶ岡 一高
桜ヶ丘公園 あおば通り一番町 新寺町 連坊・仙台一高
桜の西公園 一番町青葉通り 榴ヶ岡 レインボー
桜岡公園 青葉通・一番町 駅東口 二軒茶屋
桜西公園 東一番町・藤崎前 新寺宮城野 連坊通り
青葉城入口 藤崎前 新寺西 れんぼう
仙台城入口 「一番町中央」または「一番中央」 新寺通り 国分寺
大町・西公園 あおばどおり 新寺榴岡 薬師堂
大町・西公園前 クリスロード一番町 新榴岡 連坊元茶畑
立町 けやき一番町通 東口 （仙台）一高前
「大町」または「御譜代町」 けやき坂入口 東八番丁通 「一高前」または「連坊一高前」
「大町・西公園」または「大町通り・西公園」 モール一番町 榴岡一丁目 「元茶畑」または「連坊二丁目」
あおば通広瀬川 一番丁いろは 「宮城野通」または「みやぎの通り」 「仙台一高」「仙台一高前」「連坊仙台一高」「連坊仙台一高前」のいずれか
あおば通西公園 一番町・中央通り 「中央市民センター前」「新寺榴ヶ岡」「榴ヶ岡四丁目」のいずれか 「仙台一高前」または「仙台一高」
ウェストパーク 一番町・芭蕉の辻 「東口」または「榴岡」 「仙台一高前」または「連坊・一高」
ウエストパーク 一番町・買物公園 「東仙台」または「東部仙台」 「仙台一高前」または「連坊・一高前」
おおまち 一番町あおば通 「東八番丁」または「仙台東口」 「虹の連坊」または「連坊虹の」
こな爺 一番町だっちゃ 「榴ヶ岡二丁目」または「新寺小路」 「陸奥国分寺」または「連坊裁松院前」
さくらパーク 一番町商店街通り 「榴岡四丁目」または「新榴岡」 「連坊小路」または「一高前」
せせらぎ 一番町通 お寺通り東口 「連坊小路前」または「仙台一高前」
つつじがおかにしこうえん 一番町通り しんてらつつじがおか  「連坊仙台一高」または「連坊一高」
広瀬の杜公園 一番町藤崎前 つつじが岡 いちこうまえ
広瀬川 一番町南 つつじが丘 クリネックス宮城
広瀬川西公園前 一番町南町通り つつじヶ岡 せんだいいちこう
広瀬川東 一番町買い物公園 ひょうとく ねこ娘
桜 一番町買い物公園口 みやぎの通 むにゃむにゃ
桜が岡公園 一番町買物公園 運動公園 れんぼうこうじ
桜ヶ岡西公園 壱星（いっせい） 駅東 壱高前
桜ヶ岡大神宮 砂かけ婆 駅東・新寺 下連坊（しもれんぼう）
桜岡公園（さくらがおかこうえん） 新青葉通 宮城通り 学都・連坊
桜岡大神宮前 青葉通・藤崎前 宮城野大通 宮城野原運動公園
市民会館 青葉通り 宮城野中央 九ノ一
城下・西公園 青葉通り一番町前 宮城野通り新寺 国分寺跡
水蜘蛛 青葉通り東一番丁 宮城野萩通り入口 仙台一高（前）
西公園・御譜代町 青葉通一番丁 昂る 仙台一高駅前
西公園・桜ヶ岡園 仙台三越前 市民センター 仙台一高校前
西公園・博物館 大町一番町 寺小路 仙台一高北
西公園・立町 地下鉄・あおば通 寺町 仙台壱高前
西公園だっちゃ 地下鉄一番町 新寺・宮城の通り 仙台第一高等学校前
西公園広瀬川 中央けいさつ通り 新寺・孝勝寺前 大和
西公園桜 定禅寺通り 新寺・寺院群入口 第一高等学校前
西公園桜ヶ岡 杜の都 新寺・榴岡前 茶畑一高（前）
西公園前 杜の都一番町 新寺こうじ 茶畑一高前
西公園通 東一番丁通 新寺だっちゃ 東学都
西公園入口 東一番丁買物公園 新寺一丁目 薬師堂区役所前
青葉山入口 東二番丁 新寺宮城野通り 陸奥国分寺
青葉通一番町 藤崎・東一番丁 新寺広路 陸奥國分寺
仙台西公園 藤崎三郎介 新寺小路通り 連坊（一高前）
大橋西公園 芭蕉の辻 新寺通 連坊（仙台一高前）
大神宮 買い物 新寺東口 連坊・元茶畑
大町・桜岡公園前 買い物の街一番町 新寺東八番丁 連坊だっちゃ
大町一丁目 買い物通り一番町 新寺北 連坊悟りの
大町桜ヶ岡公園 晩翠草堂 新寺榴ヶ岡 連坊広路
大町西公園前 番町 新東口 連坊小路・一高前
大町頭 万能薬 西新寺 連坊小路仙台一高前
杜の西公園 欅通り 仙駅東口 連坊小路通り
杜の都 仙台駅東口通 連坊茶畑
独眼竜正宗 仙台寺通り 連坊通り一高前
片平 仙台新寺 連坊郵便局

仙台西
仙台二華高前
中央市民センター
杜の都新寺町
忍術
八つ塚（やつつか）
北新寺
榴ヶ岡宮城野通
榴ヶ岡新寺
榴ヶ岡中央
榴ヶ岡南
榴岡四丁目
榴岡西
榴岡南
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（仮称）薬師堂 （仮称）卸町 （仮称）六丁の目 （仮称）荒井
聖和学園前 おろしまち 工業団地 七郷
陸奥国分寺 やまと・卸町 工業団地前 仙台東
国分寺薬師堂 大和町 印刷工業団地 荒井東
国分寺 卸町入口 印刷団地 荒井中央
大和町 大和・卸町 産業道路 あらい
陸奥国分寺薬師堂 大和卸町 仙台工業団地 田園荒井
陸奥薬師堂 卸町センター 六丁の目・工業団地 荒井七郷
白萩 卸町南 六丁の目西町 荒井復興住宅
薬師堂・聖和学園前 仙台卸町 （六丁の目）奮（ふるい） 七郷荒井
木ノ下 卸商センター 「港通り」または「仙台港通り」 復興
薬師堂聖和学園前 卸町・大和町 「産業道路六丁の目」または「六丁の目交差点」 園芸センター
若林 卸町中央 4号バイパス 沓形東
白萩町 「卸町入口」または「卸町南」 ずんだ 仙台東部道路
薬師堂国分寺 やまと卸町 ねずみ男 （荒井）希（のぞみ）
やくしどう 卸商団地 バイパス前 「いぐなった荒井」または「荒井いぐなった」
楽天スタジアム 卸町センター前 ルバーブ 「荒井」または「車両基地前」
聖和学園 卸町大和 ろくちょうのめ SENDAIみなと
木の下 卸町流通センター ろくちょうのめばいぱす あらいあらはま
薬師堂史跡公園 産業道路 伊在 あらいみらい
薬師堂前 中央卸売市場 印刷・自動車団地 あらい中央
陸奥国分寺薬師堂前 中央市場 印刷テクノ前 あらはま
（薬師堂）和み 「卸町やまと」または「卸町大和」 隠語 ありかべ
「国分寺」または「白萩町」 「卸町南」または「大和町」 卸町東 シーサイド荒井
「若林」または「薬師堂若林」 「市場」または「お魚」 卸町六丁の目 しゃりょうきちまえ
「陸奥国分寺」または「陸奥薬師堂」 おろし町 蒲町 とうぶ
Ｋスタ宮城 けやきの杜 宮城野 海浜荒井
Ｋスタ前 ドミノ 工業団地入口 希望
クリネックススタジアム マルシェタウン 工事団地 荒井・七郷
クリネックススタジアム宮城 やまとおろしまち 産業ロード 荒井・深沼海岸
ゴジラ やまとまち 産業未来 荒井・仙台東部道路
しらはぎ やまとまち・卸売市場 七郷 荒井だっちゃ
スタジアム 卸・大和町 若林 荒井車両基地前
せいわがくえんまえ 卸センター 若林六丁の目 荒井復興の
みちのく薬師堂前 卸商センター街 仙台東 荒井復興の街
むつ国分寺薬師堂 卸商市場前 仙台六丁の目 荒井福興
わかばやしやくしどう 卸商団地前 太子堂 荒浜
楽天薬師堂 卸町 大和町 荒浜口
宮城スタジアム 卸町・商業団地 中央六丁の目 黒脛巾組
宮城球場口 卸町・大和 杜の都東 七郷新町
宮城球場南 卸町・中央 東仙台 若林東
宮城野原・薬師堂 卸町ケヤキ 東部工業団地入口 新あらい
牛タン 卸町だっちゃ 六丁の杜 新荒井
口裂け女 卸町ふれあい 六丁の目・産業道路 新仙台
国分寺（前） 卸町口 六丁の目だっちゃ 深沼荒井
国分寺・薬師堂 卸町大和町 六丁の目印刷工業団地前 仙台新港
国分寺跡 卸町団地 六丁の目卸町東 仙台東・荒井
国分薬師堂 卸町通 六丁の目交差点 仙台東インター
若林区役所 卸町萩野通り 六丁の目交差点前 仙台東インター前
若林城跡 卸町繁盛 六丁の目工業 仙台東荒井
手裏剣術 卸町物流拠点 六丁の目中央 仙台東部
聖和学園高 卸売市場入口 六丁の目東部 仙台東部・荒井
聖和学園高等学校前 宮城野 六丁の目夕日 潮の音（しおのね）
仙台薬師堂 芸術 六丁目 潮音香（しおのねかおる）
太陽 工業団地 六目 貞山
大和町1丁目 笹かま 田園
南小泉 産業 田園仙台東
木ノ下公園 商業卸町 杜都田園（もりとでんえん）
木の下薬師堂 商業流通 東部ＩＣ
木下 小術 東部海岸
薬師堂（クリネックススタジアム） 人間交差点 東部荒井
薬師堂・スタジアム前 仙台卸町一丁目 東部仙台
薬師堂・国分寺 仙台大和 東部道路
薬師堂・若林区役所 大和 東北道荒井インター
薬師堂・聖和学園 大和中央 農業園芸センター前
薬師堂Ｋスタ前 大和町・卸商団地前 被災地
薬師堂あやめ 大和町4丁目 美田
薬師堂だっちゃ 大和町卸町 復興・荒井
薬師堂区役所通り 大和町四丁目（宮千代） 復興の里
薬師堂郵便局 東宮城野 復興の絆
薬師堂陸奥国分寺 南卸町
陸奥 無人
連坊・若林区役所 目玉おやじ
「陸奥国分寺」または「国分寺」 問屋の街卸町

陸奥大和
流通センター
流通卸町
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