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【添付資料①】 出店店舗一覧（今般発表分の 186 店舗） 

◆ファッション 43 店舗

 

＊上記リストは 2022 年 6 月 1 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

  

業種 店舗名 ヨミガナ

レディス USAGI ONLINE STORE ウサギオンラインストア

レディス ｴﾙｰﾗ エルーラ

レディス ｸｰﾙｶﾚｱﾝ クールカレアン

レディス ﾍﾞﾙｰﾅ ベルーナ

レディス、服飾雑貨 FUN ファン

レディス、服飾雑貨 GARN ガルン

レディス、服飾雑貨 Gready Brilliant グレディブリリアン

レディス、服飾雑貨 Leshy forest レーシーフォレスト

レディス、服飾雑貨 ONWARD CROSSET SELECT オンワード・クローゼットセレクト

レディス、服飾雑貨 ﾊﾆｰｽﾞ ハニーズ

レディス、メンズ AZUL BY MOUSSY アズールバイマウジー

レディス、メンズ ORIHICA オリヒカ

レディス、メンズ、雑貨 BAYFLOW ベイフロー

レディス、メンズ、雑貨 CB CRESTBRIDGE シービークレストブリッジ

レディス、メンズ、雑貨 LAKOLE ラコレ

レディス、メンズ、雑貨 niko and... ニコアンド

レディス、メンズ、服飾雑貨、生活雑貨 COLONY 2139 コロニートゥーワンスリーナイン

レディス、メンズ、服飾雑貨 LACOSTE ラコステ

レディス、メンズ、服飾雑貨 WORKS. ワークス

レディス、メンズ、スポーツアパレル、雑貨 FILA／Op フィラ／オーピー

レディス、メンズ、キッズ GU ジーユー

レディス、メンズ、キッズ H&M エイチ・アンド・エム

レディス、メンズ、キッズ RODEO CROWNS WIDE BOWL ロデオクラウンズ ワイドボウル

レディス、メンズ、キッズ ﾕﾆｸﾛ ユニクロ

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｸ グローバルワーク

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨 ﾛｰﾘｰｽﾞﾌｧｰﾑ ローリーズファーム

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨、生活雑貨 CIAOPANIC TYPY チャオパニックティピー

レディス、メンズ、ベイビー、キッズ gelato pique ジェラート ピケ

メンズ、レディス TOMMY HILFIGER/CALVIN KLEIN トミーヒルフィガー／カルヴァンクライン

メンズ、レディス、服飾雑貨 Desigual デシグアル

メンズ、レディス、服飾雑貨 JOURNAL STANDARD relume ジャーナル スタンダード レリューム

メンズ、レディス、関連雑貨 WEGO ウィゴー

メンズ、レディース、ユニ、雑貨 BOND GARAGE STORE ボンドガレージストア

メンズ、レディス、キッズ ﾗｲﾄｵﾝ ライトオン

メンズ、キッズ、レディス coca コカ

ユニセックス・ウィメンズ・キッズ・ベビー・雑貨 ｸﾞﾗﾆﾌ グラニフ

アパレル、関連雑貨等 GOOD CREW グッド クルー

物販、衣料品 SPINNS スピンズ

子供服等 BABYDOLL ベビードール

子供服、雑貨 petit main プティマイン

子供服、雑貨 ﾏｰｷｰｽﾞ マーキーズ

着物、和装雑貨 きものやまと キモノヤマト

古着、雑貨 ANTIQULTURE アンティカルチャー
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◆ファッション雑貨・雑貨・その他 61 店舗 

 

＊上記リストは 2022 年 6 月 1 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

業種 店舗名 ヨミガナ

マタニティ・ベビー・キッズ用品 ｱｶﾁｬﾝﾎﾝﾎﾟ アカチャンホンポ

ソックス、インナー、ウェア チュチュアンナ　グランデ チュチュアンナ　グランデ

ランジェリー aimerfeel エメフィール

本、文具、雑貨、カフェ TSUTAYA BOOKSTORE ツタヤブックストア

絵本雑貨、知育玩具 こどもto コドモト

アクセサリー BLESS ブレス

アクセサリー、服飾雑貨 evangile エヴァンジル

ジュエリー aneta アネタ

ジュエリー Canal4℃ カナルヨンドシー

ジュエリー ﾐﾙﾌﾛｰﾗ ミルフローラ

化粧品 ATELIER ALBION アトリエアルビオン

化粧品、関連雑貨 CoCoRo Plus ココロプラス

自然派化粧品・生活雑貨 ﾏｰｸｽｱﾝﾄﾞｳｪﾌﾞ マークスアンドウェブ

コスメ CC cosmetic シーシーコスメティック

スポーツ・アウトドア用品 SUPER SPORTS XEBIO／Victoria Golf／ｴﾙﾌﾞﾚｽ スーパースポーツゼビオ/ヴィクトリアゴルフ/エルブレス

スポーツ用品 ﾑﾗｻｷｽﾎﾟー ﾂ ムラサキスポーツ

キッチン雑貨、食品 212 KITCHEN STORE トゥーワントゥーキッチンストア

インテリア・生活雑貨 ｵｰｻﾑｽﾄｱ オーサムストア

家具、インテリア雑貨 a.depeche アデペシュ

家具、インテリア雑貨 CRASH GATE クラッシュゲート

家具、インテリア雑貨 Francfranc フランフラン

家具、インテリア雑貨 ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾊｳｽ リビングハウス

生活雑貨 one'sterrace ワンズテラス

生活雑貨 salut! サリュ

生活雑貨 Standard Products スタンダードプロダクツ

生活雑貨、服飾雑貨 3COINS+plus スリーコインズプラス

生活雑貨、服飾雑貨 CHELSEA New York チェルシーニューヨーク

生活雑貨、ランドセル GOHOBI ゴホウビ

バラエティ雑貨 ピーチクラブ・プリンセス ピーチクラブ・プリンセス

帽子 帽子屋Flava ボウシヤ　フレイヴァ

鞄 ｻｯｸｽﾊﾞｰ サックスバー

鞄、関連雑貨 ＆ｼｭｴｯﾄ アンドシュエット

鞄、関連雑貨 COACH コーチ

眼鏡 KANEKO OPTICAL カネコオプチカル

眼鏡、サングラス JINS ジンズ

眼鏡、サングラス ｿﾞﾌ ゾフ

眼鏡・サングラス・補聴器・アイケアリラクゼーション ﾒｶﾞﾈｽｰﾊﾟｰ メガネスーパー

靴、その他関連雑貨 bigborn ビッグボーン

靴、雑貨 ABC-MART/Charlotte エービーシーマート/シャルロット

靴、衣料品、雑貨 ABC-MART GRAND STAGE エービーシーマート グランドステージ

レディスシューズ WA ORiental TRaffic ダブルエーオリエンタルトラフィック

子供靴 ｹﾞﾝｷ･ｷｯｽﾞ ゲンキキッズ

寝具、雑貨、ルームウェア B-DESIGN +sleep. ビーデザインプラススリープ

ビーズソファ・インテリア雑貨 Yogibo Store ヨギボーストア

エスニック雑貨 ﾁｬｲﾊﾈ チャイハネ

カスタマイズカー、各種車販売・買取、その他車関連手続き等 PAPAMAMA CAR'S パパママカーズ

楽器、音楽教室 島村楽器 シマムラガッキ

家電 ヤマダデンキ　テックランド ヤマダデンキ　テックランド

カプセルトイ gashacoco ガシャココ
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◆サービス 30 店舗

 

＊上記リストは 2022 年 6 月 1 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

業種 店舗名 ヨミガナ

カラーコンタクト・目のまわり雑貨 MEASIS メアシス

携帯アクセサリー・その他関連商品　 SmaPla スマプラ

コンタクトレンズ、アイケア商品 CHUO-CONTACT チュウオウコンタクト

手芸用品 ｸﾗﾌﾄﾊｰﾄﾄｰｶｲ クラフトハートトーカイ

植物、雑貨 SOW the Farm UNIVERSAL ソウ ザ ファーム ユニバーサル

生花、フラワー雑貨 karendo カレンド

時計 時計倶楽部 トケイクラブ

トレーディングカード ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾀｰ ドラゴンスター

バラエティ雑貨 サンキューマート サンキューマート

１００円ショップ ﾀﾞｲｿｰ ダイソー

物販、文化用品・雑貨 Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾟﾗｻﾞ エフプレミアムプラザ

ペット、ペット用品、トリミング、ホテル ﾜﾝﾗﾌﾞ ワンラブ

業種 店舗名 ヨミガナ

アニマルカフェ Moff animal cafe モフアニマルカフェ

アミューズメント namco（※秋オープン予定） ナムコ

アミューズメント namco 太鼓の達人まいにちお祭りだﾄﾞﾝ!（※秋オープン予定） ナムコ　タイコノタツジンマイニチオマツリダドン

インドアプレイグラウンド しまぐるﾗﾝﾄﾞ シマグルランド

ストレッチ専門店・パーソナルトレーニング ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｽﾄﾚｯﾁ ポジティブストレッチ

整体サロン 整体×骨盤 カ·ラ·ダ ファクトリー セイタイ×コツバン カラダファクトリー

セルフエステ MYTHEL ミセル

リラクゼーション ラフィネ ラフィネ

フィットネスジム ｶｰﾌﾞｽ カーブス

美容室 GRAN Aveda グラン アヴェダ

美容室 美容室イレブンカット ビヨウシツイレブンカット

ヘアカラー専門店 CASA COLOR カーサカラー 

ヘアカット専門店 QBHOUSE キュービーハウス

保険関連商品 ほけん百花 ホケンヒャッカ

保険代理店 保険テラス ホケンテラス

携帯電話 au Style エーユースタイル

携帯電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ・ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ ソフトバンク・ワイモバイル

携帯電話 ドコモショップ ドコモショップ

携帯電話 楽天ﾓﾊﾞｲﾙ ラクテンモバイル

携帯修理 smartcool スマートクール

リフォーム 外壁塗装のきらめきペイント ガイヘキトソウノキラメキペイント

ハウスメーカー ジブンハウス ジブンハウス

写真スタジオ STUDIO ARC スタジオアーク

写真プリント・証明写真・カメラ買取・中古カメラ販売 カメラのキタムラ カメラノキタムラ

買取専門店 ベストライフ ベストライフ

占い 占いの店・東明館 ウラナイノミセ・トウメイカン

洋服・バッグ・靴のお直し おしゃれ工房 オシャレコウボウ

宝くじ販売・換金 宝くじ売場 タカラクジウリバ

眼科 (仮称)堺ひまわり眼科 (カショウ)サカイヒマワリガンカ

保険調剤薬局・一般医薬品(OTC)販売 ナカジマ薬局 ナカジマヤッキョク
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◆スーパー・食物販 10 店舗

 
 

◆レストラン・カフェ他 22 店舗

 

＊上記リストは 2022 年 6 月 1 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

  

業種 店舗名 ヨミガナ

スーパーマーケット ロピア ロピア

ベーカリー ドンク／ミニワン ドンク／ミニワン

鮮魚など 大起水産 街のみなと ダイキスイサン マチノミナト

農産物直売所 葉菜の森 ハナノモリ

とんかつ、鳥料理 とんかつ かつ喜・一鳥一炭 トンカツ カツキ・イッチョウイッタン

チョコレート ゴディバ ゴディバ

和洋菓子 青木松風庵 アオキショウフウアン

生ケーキ、焼き菓子 シャノワール シャノワール

コーヒー豆・輸入食品 カルディコ－ヒ－ファ－ム カルディコーヒーファーム

地方物産 北海道うまいもの館 ホッカイドウウマイモノカン

業種 店舗名 ヨミガナ

回転寿司 くら寿司 クラズシ

焼肉、お寿司食べ放題 ＹＡＫＩＮＩＫＵ ＢＵＦＦＥＴ 左近 ヤキニクビュッフェサコン

ハンバーグ いしがまやハンバーグ イシガマヤハンバーグ

ブレックファーストレストラン Ｅｇｇｓ’ｎ Ｔｈｉｎｇｓ エッグスンシングス

お野菜たっぷり健康ご飯 ｍｕｓｉ－ｖｅｇｅ＋ｃａｆｅ ムシベジプラスカフェ

点心、中華料理 京鼎樓 ジンディンロウ

韓国料理 ＶＥＧＥＧＯ オヌレ シクタン＆ＣＡＦＥ ベジゴオヌレシクタンアンドカフェ

洋食 丹ノ菜とチーズ ビストロテラオ ニノナトチーズ　ビストロテラオ

お好み焼き、鉄板焼き、焼きそば めっせ熊 メッセクマ

ハンバーガー、ポテト、ドリンク マクドナルド マクドナルド

ドーナツ ミスタ－ド－ナツ ミスタードーナツ

スペシャリティコーヒー スターバックスコーヒー スターバックスコーヒー

チョコレート、カフェ ホテルショコラ ホテルショコラ

カフェ キーフェル キーフェル

カフェ サンマルクカフェ＋Ｒ サンマルクカフェプラスアール

フルーツジュース 果汁工房果琳 カジュウコウボウカリン

フードホール スタジアムコートフードホール① スタジアムコートフードホール①

フードホール スタジアムコートフードホール② スタジアムコートフードホール②

フードホール スタジアムコートフードホール③ スタジアムコートフードホール③

フードホール スタジアムコートフードホール④ スタジアムコートフードホール④

フードホール スタジアムコートフードホール⑤ スタジアムコートフードホール⑤

フードホール スタジアムコートフードホール⑥ スタジアムコートフードホール⑥



5 
 

◆フードコート 20 店舗 

 

＊上記リストは 2022 年 6 月 1 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

業種 店舗名 ヨミガナ

ラーメン 麺や 福はら メンヤ フクハラ

ラーメン つじ田 ツジタ

ラーメン どうとんぼり神座 ドウトンボリカムクラ

うどん、天ぷら 讃岐うどん 白庵 サヌキウドン ビャクアン

うどん 宮武讃岐うどん ミヤタケサヌキウドン

とんかつ あげとん アゲトン

肉丼、肉料理 伝説のすた丼屋 デンセツノスタドンヤ

カルビ丼・肉吸い 肉問屋 肉丸商店 ニクドンヤ ニクマルショウテン

親子丼、鶏料理 鶏三和 トリサンワ

天丼 日本橋 天丼　金子半之助 ニホンバシ テンドン　カネコハンノスケ

海鮮丼・海鮮ひつまぶし 築地 孫右衛門 ツキジマゴエモン

中華 陳麻婆豆腐 小吃館 チンマーボードウフシャオチーカン

韓国料理 韓国料理 ｂｉｂｉｍ’ カンコクリョウリビビム

ハンバーグ 挽肉マニア ヒキニクマニア

たこ焼 たこ焼道楽わなか タコヤキドウラクワナカ

フライドチキン ケンタッキーフライドチキン ケンタッキーフライドチキン

カフェ、スイーツ 私のプリン ワタシノプリン

アイスクリーム サーティワンアイスクリーム サーティワンアイスクリーム

クレープ・ドリンク レインボーハット レインボーハット

菓子 フルタ製菓直売所 ふるたす フルタセイカチョクバイジョ フルタス


