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出店店舗一覧 

◆ファッション 92 店舗 

 
 

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

レディス・メンズ 417 by ÉDIFICE IÉNA SLÖBE フォーワンセブン　バイ　エディフィス　イエナ　スローブ

レディス・メンズ A|X アルマーニ エクスチェンジ アルマーニエクスチェンジ ● ●
レディス・メンズ Abercrombie & Fitch アバンクロンビーアンドフィッチ ●
レディス・メンズ adidas アディダス
レディス・メンズ American Eagle Outfitters アメリカンイーグルアウトフィッターズ
レディス・メンズ AVIREX アビレックス
レディス・メンズ B shop ビショップ ●
レディス・メンズ BEAMS ビームス
レディス・メンズ Ciaopanic チャオパニック ●
レディス・メンズ COLONY2139 コロニーツーワンスリーナイン
レディス・メンズ COMME CA STYLE コムサスタイル
レディス・メンズ DENHAM デンハム
レディス・メンズ DESCENTE BLANC デサント　ブラン ● ● ●
レディス・メンズ FREAK'S STORE フリークスストア
レディス・メンズ Free's Mart フリーズマート
レディス・メンズ G-STAR RAW ジースターロウ
レディス・メンズ Hollister ホリスター
レディス・メンズ NEW ERA ニューエラ ●
レディス・メンズ niko and… ニコアンド
レディス・メンズ SHARE PARK シェアパーク ●
レディス・メンズ SHIPS シップス
レディス・メンズ STUSSY ステューシー
レディス・メンズ TCG patagonia ティシージー　パタゴニア
レディス・メンズ Theory セオリー
レディス・メンズ UNITED TOKYO ユナイテッド トウキョウ
レディス・メンズ WEGO ウィーゴー
レディス・メンズ アーバンリサーチ アーバンリサーチ ●
レディス・メンズ コルマー コルマー ● ●
レディス・メンズ ゴースローキャラバン ゴースローキャラバン
レディス・メンズ ジャーナルスタンダード　レリューム ジャーナルスタンダード　レリューム
レディス・メンズ ナノ・ユニバース フラメント クオレ　 ナノ・ユニバース フラメント クオレ ●
レディス・メンズ ノーリーズ＆グッドマン ノーリーズアンドグッドマン ●
レディス・メンズ ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ ビューティアンドユース　ユナイテッドアローズ
レディス・メンズ ラコステ ラコステ
レディス・メンズ 外資系ファッションブランド(店名未定)
レディス・メンズ ファッションブランド(店名未定)

レディス・メンズ・キッズ B:MING LIFE STORE by BEAMS ビーミング ライフストア バイ ビームス
レディス・メンズ・キッズ coen コーエン
レディス・メンズ・キッズ goa THE STORE ゴアザストア
レディス・メンズ・キッズ OLDNAVY オールドネイビー
レディス・メンズ・キッズ THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス
レディス・メンズ・キッズ ZARA ザラ
レディス・メンズ・キッズ アーバンリサーチドアーズ アーバンリサーチドアーズ ●
レディス・メンズ・キッズ アズールバイマウジー アズールバイマウジー
レディス・メンズ・キッズ グラニフ グラニフ
レディス・メンズ・キッズ グローバルワーク グローバルワーク
レディス・メンズ・キッズ ジェラートピケ ジェラートピケ
レディス・メンズ・キッズ ユナイテッドアローズ　グリーンレーベル リラクシング ユナイテッドアローズ　グリーンレーベル リラクシング

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 ロデオクラウンズワイドボウル ロデオクラウンズワイドボウル

メンズ・レディス・キッズ・ベビー KOE コエ
メンズ・ウィメンズ・チルドレン POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン ● ●

レディス a.g.plus エージープラス
レディス AS KNOW AS PINKY アズ ノゥ アズ ピンキー
レディス chersage シェルサージュ
レディス Discoat　Parisien ディスコートパリシアン ●
レディス EPOCHGATE エポックゲート ● ● ● ●
レディス Frames RAY CASSIN フレームスレイカズン
レディス INGNI イング ●
レディス Muller ミューラー

業種

レディス

ユニ

※リストは 2015 年 8 月 31 日時点の情報です。
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◆ベビー・キッズ・ジュニア関連 19 店舗 

 
 

 

 

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

レディス NATURAL BEAUTY BASIC ナチュラルビューティーベーシック
レディス PAGEBOY ページボーイ
レディス PrincessRoom by LODISPOTTO プリンセスルームバイロディスポット ● ●
レディス rough＆peace ラフアンドピース ●
レディス VIS ビス
レディス w closet ダブルクローゼット
レディス アースミュージック＆エコロジー　プレミアムストア アースミュージックアンドエコロジープレミアムストア

レディス アルアバイル アルアバイル
レディス コルテラルゴ コルテラルゴ
レディス ジェイ・ストゥディオ ジェイ・ストゥディオ ● ● ● ●
レディス スライ スライ
レディス マウジー マウジー
レディス マジェスティックレゴン マジェスティックレゴン ●
レディス ローリーズファーム ローリーズファーム
レディス ワールドワイドリパブリック ワールドワイドリパブリック ●

レディス・キッズ axes femme アクシーズファム
レディス・キッズ COLLAGE GALLARDAGALANTE コラージュガリャルダガランテ ●
レディス・キッズ ロペピクニック ロペピクニック

レディス・キッズ・雑貨 CECIL DAY'S セシルデイズ
レディス・靴・コスメ NERGY ナージー ● ●

メンズ EDITION WORKS エディションワークス
メンズ JACKROSE ジャックローズ
メンズ R.NEW BOLD アールニューボールド
メンズ ダファー ダファー
メンズ ハイストリート ハイストリート
メンズ ハイダウェイ ハイダウェイ
メンズ ユニオンステーション ユニオンステーション
メンズ 印 イン ●

着物 着物 和ごころりんず ワゴコロリンズ
スーツ オリヒカ オリヒカ
スーツ オンリープレミオ オンリープレミオ ●
スーツ スーツカンパニー スーツカンパニー

スーツ

業種

レディス

メンズ

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

⼤型店 ベビー・キッズ⽤品 アカチャンホンポ アカチャンホンポ ●
ベビー・キッズ birthday party バースデイパーティ ● ● ● ●
ベビー・キッズ MIKIHOUSE MOM＆BABY ミキハウスマムアンドベイビー ●

キッズ BREEZE square ブリーズスクエア ●
キッズ COMECHAT＆CLOSET カムチャットアンドクローゼット ●
キッズ Hysteric mini ヒステリックミニ
キッズ in MY PLACE　by Rag Mart インマイプレイスバイラグマート ●
キッズ JENNI ジェニィ ●
キッズ Lovetoxic ラブトキシック
キッズ アプレレクール アプレレクール ●
キッズ マーキーズ マーキーズ ●

ジュニア・レディス ピンクラテ ピンクラテ
⼦供靴 ゲンキ・キッズ ゲンキキッズ
玩具 レゴ®ストア レゴストア ●
玩具 ボーネルンド ボーネルンド

写真スタジオ StudioAlice HALULU スタジオアリス ハルル ● ●
バラエティ雑貨 サン宝⽯ ファンシーポケット サンホウセキ　ファンシーポケット

輸⼊玩具、雑貨 DADWAY ダッドウェイ
英会話教室 セイハインターナショナルスクール セイハインターナショナルスクール ●

業種

アパレル

雑貨・
サービス
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◆雑貨 96 店舗 

 
 

 

 

 

 

 

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

⾐服・雑貨/⽣活雑貨/⾷品 無印良品 ムジルシリョウヒン
⽣活雑貨 LoFt ロフト

書店 TSUTAYA BOOK STORE ツタヤブックストア ●
総合スポーツ スーパースポーツゼビオ スーパースポーツゼビオ
家電量販店 EDION エディオン
ペット関連 ひごペットフレンドリー ヒゴペットフレンドリー ●

ファッション/ファッショングッズ マイケル・コース マイケル・コース
服飾雑貨 BAG'n'NOUN バッグンナウン ●

靴 ABC-MART エービーシー・マート
靴 COLE HAAN コールハーン
靴 Crocs クロックス
靴 REGAL リーガル
靴 アルテミス by ダイアナ アルテミス バイ ダイアナ
靴 エスペランサ エスペランサ ●
靴 ジェリービーンズ ジェリービーンズ
靴 ビルケンシュトック ビルケンシュトック
靴 マーレマーレ デイリーマーケット マーレマーレ　デイリーマーケット ●
靴 リーボックフィットハブ リーボックフィットハブ ●

靴・服飾雑貨 スケッチャーズ スケッチャーズ
鞄 FLIGHT 001 フライトワン
鞄 LeSportsac レスポートサック
鞄 Sac's BAR サックスバー
鞄 ヴェラ ブラッドリー ヴェラ ブラッドリー

鞄、靴、雑貨 ケイト・スペード ニューヨーク ケイト・スペード ニューヨーク
鞄 サマンサ＆シュエット サマンサ＆シュエット

鞄・服飾雑貨 サマンサタバサプチチョイス サマンサタバサプチチョイス
鞄・服飾雑貨 ピカロ ピカロ ● ● ●
鞄・服飾雑貨 マンハッタン ポーテージ マンハッタン ポーテージ

ジュエリー カナル４℃ カナルヨンドシー
ジュエリー ツツミ ツツミ
ジュエリー スタージュエリー スタージュエリー
ジュエリー THE KISS ザ キス

天然⽯・ジュエリー・フレグランス St.felice セントフェリーチェ ● ● ●
アクセサリー Cinderella Garden シンデレラガーデン ●
アクセサリー クレアーズ クレアーズ
服飾雑貨 ルリア４℃ ルリアヨンドシー
服飾雑貨 ピンクレモンツリー ピンクレモンツリー ●

アクセサリー＆ビーズ パーツクラブ パーツクラブ
メガネ メガネのアイガン メガネノアイガン ●
メガネ JINS ジンズ

眼鏡関連全般 SeeP EYEVAN シープ アイヴァン ● ● ●
オーガニックコスメ コスメキッチン コスメキッチン

化粧品 KIEHL'S SINCE 1851 キールズ
化粧品・健康⾷品 DHC直営店 ディーエイチシーチョクエイテン

コスメ オルビス・ザ・ショップ オルビス・ザ・ショップ
コスメ ALBION DRESSER アルビオンドレッサー ●
コスメ M・A・C マック
コスメ LALINE ラリン

⾃然派化粧品 ロクシタン ロクシタン
⾃然派化粧品 メルヴィータ メルヴィータ

⾃然派化粧品・⽣活雑貨 マークスアンドウェブ マークスアンドウェブ
フレッシュハンドメイドコスメ LUSH　 ラッシュ
⾹⽔ファッション雑貨 chouchouCherie シュシュシェリー ● ● ● ●

⾃然化粧品の輸⼊販売 Neal's Yard Remedies ニールズヤード レメディーズ

業種

⼤型店

バッグ・
シューズ

ジュエリー・
アクセサリー・
服飾雑貨

メガネ

コスメ
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店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

インナー AMO'S STYLE by Triumph アモスタイル　バイ　トリンプ
インナー AMPHI FULFRU アンフィ　フルフル ●
インナー ウンナナクール ウーマン ウンナナクール　ウーマン ●
インナー エメフィール エメフィール ●

ランジェリー、レディースファッション PEACH JOHN THE STORE ピーチ･ジョン･ザ･ストア
靴下・インナー・ライトウェア チュチュアンナ チュチュアンナ ●

靴下 靴下屋 クツシタヤ ●
時計 TiC TAC　 チックタック

時計・雑貨 THE WATCH SHOP. ザウォッチショップ ●
帽⼦ フレイヴァデザイン フレイヴァデザイン ● ●

ドラッグストア マツモトキヨシ マツモトキヨシ
楽器、⾳楽教室 島村楽器 シマムラガッキ
アップル専⾨店 Csmart シースマート

ミュージック・ライフスタイルショップ DZONE ディーゾーン ● ● ● ●
アウトドア ロゴスショップ ロゴスショップ ●
アウトドア モンベル モンベル ●

インテリア・雑貨 ZARA HOME ザラホーム
インテリア・雑貨 CRASH GATE クラッシュゲート ●
インテリア・雑貨 Franc franc フランフラン
インテリア・雑貨 B-COMPANY ビーカンパニー
インテリア・雑貨 ACTUS アクタス
エスニック雑貨 チャイハネ チャイハネ
キッチン雑貨 212 KITCHEN STORE トゥーワントゥー キッチンストア

キャラクター雑貨 サンリオギフトゲート サンリオギフトゲート
キャラクター雑貨 KIDDY LAND キデイランド
キャラクター雑貨 どんぐり共和国 ドングリキョウワコク
バラエティ雑貨 三⽇⽉百⼦ ミカヅキモモコ ●
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 ●

鉄道模型 ポポンデッタ ポポンデッタ
メンズ雑貨 コレクターズ コレクターズ

ライフスタイル雑貨 アフタヌーンティー・ホーム＆リビング アフタヌーンティー・ホーム＆リビング
輸⼊⽣活雑貨 PLAZA プラザ

⽣活雑貨 T-fal Store ティファールストア ●
⽣活雑貨 3COINS スリーコインズ ●
⽣活雑貨 salut! サリュ ●
⽣活雑貨 アンジェ ラヴィサント アンジェ  ラヴィサント ●
⽣活雑貨 ザ・ダイソー ザ・ダイソー
⽣活雑貨 QsQs+ クスクスプラス
⽣活雑貨 ママイクコ ママイクコ ●

雑貨 La Palette ラパレット ● ● ● ●
ベッド、枕、寝具 テンピュール テンピュール

寝具・雑貨 B-DESIGN ビーデザイン

業種

インナー
・靴下
・時計
・帽⼦

雑貨
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◆サービス・その他 27 店舗 

 
 

 

  

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

アミューズメント ENTERTAINMENT FIELD
/ひつじのショーンファミリーファーム

エンターテイメントフィールド/ヒツジノ
ショーンファミリーファーム

● ● ●

観光センター Inforest すいた インフォレスト スイタ ●
旅⾏代理店 JTB ジェイティービー ●
旅⾏代理店 阪急交通社 ハンキュウコウツウシャ ●
携帯キャリア ドコモショップ ドコモショップ
携帯キャリア auショップ エーユーショップ
携帯キャリア ソフトバンク ソフトバンク

リラクゼーション フットセラピー フットセラピー
美容室 Terrace AVEDA テラスアヴェダ
美容室 With.11CUT ウィズイレブンカット ●
美容室 QBハウス キュービーハウス

ネイルサロン ネイルズユニーク ネイルズユニーク
眉＆まつ⽑専⾨サロン BEAUTY GENE professional ビューティジーンプロフェッショナル

クリーニング プレミアムカーニバル プレミアムカーニバル ●
シューズリペア・家事代⾏ 靴専科 クツセンカ
アップル修理専⾨店 カメラのキタムラ カメラノキタムラ

洋服お直し フォルムアイ フォルムアイ ●
保険代理店 ほけん百花 ホケンヒャッカ

宝くじ ⼤⿊天宝くじ ダイコクテンタカラクジ
ATM 池⽥泉州銀⾏ATM イケダセンシュウギンコウエーティーエム ●
ATM 北おおさか信⽤⾦庫ATM キタオオサカシンヨウキンコエーティーエム ●
ATM 京都銀⾏ATM キョウトギンコウエーティーエム ●
ATM セブン銀⾏ATM セブンギンコウエーティーエム
ATM みずほ銀⾏ATM ミズホギンコウエーティーエム
ATM 三井住友銀⾏ATM ミツイスミトモギンコウエーティーエム
ATM ゆうちょ銀⾏ATM ユウチョギンコウエーティーエム
ATM りそな銀⾏ATM リソナギンコウエーティーエム

サービス
・その他

業種
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◆飲食 

○レストラン・カフェ 25 店舗 

 
 

 

○フードコート 17 店舗 

 
  

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

飲⾷・物販 (仮称)ガンダムスクエア ガンダムスクエア ●

スイーツビュッフェ スイーツパラダイスファクトリー スイーツパラダイスファクトリー ● ●
飲⾷・⾷物販・物販 バンダイベーカリー バンダイベーカリー ●

フライドチキン KFC ららぽーとEXPOCITY ケンタッキー・フライド・チキン ララポートエキスポシティ ●
串揚ビュッフェ (仮称)串家物語 クシヤモノガタリ ● ●

洋⾷他 万博⾷堂 バンパクショクドウ ● ●
うどん ⽵清 チクセイ ●

鉄板・お好み焼き 五郎っぺ⾷堂 ゴロウッペショクドウ ●
回転寿司 ⼤起⽔産 回転寿司 ダイキスイサン カイテンズシ ●

焼⾁ 平城苑 ヘイジョウエン ●
とんかつ かつ⼯房和幸 カツコウボウワコウ ●
中華 浪曼路 ローマンルゥ ●

ワールドビュッフェ BUFFET RESTAURANT Atlantic ビュッフェレストランアトランティック ●
カジュアルレストラン Eggsʼｎ Things エッグスンシングス

洋⾷ ミツケキッチン/MITSUKE KITCHEN ミツケキッチン ● ●
そば SOBA DINING 結⽉庵 そじ坊 ソバダイニング ユウゲツアン ソジボウ ●
定⾷ ちょうどいいを、好きなだけ「わたしとごはん」 チョウドイイヲ、スキナダケ「ワタシトゴハン」 ●

イタリアン他 バルバラ エキスポ レストラン バルバラ エキスポ レストラン ● ●
カフェ J.S.FOODIES ジェイエスフーディーズ
カフェ TABLES KITCHEN タブレスキッチン ● ●

ハンバーガー モスバーガー モスバーガー
フローズンヨーグルト pinkberry ピンクベリー ●

カフェ タリーズコーヒー タリーズコーヒー
和カフェ nana's green tea ナナズグリーンティ

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

業種

レストラン

カフェ

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

ハワイアン ハワイアングルメバーガー クア・アイナ ハワイアングルメバーガー クア・アイナ
中華 チャーハンスタジアム 追⽴ チャーハンスタジアムオイタテ ● ●

韓国料理 Korean Kitchen まだん コリアンキッチン マダン ●
タイ料理 ティーヌーン ティーヌーン ●
イタリアン TANA FORNO FRESCA ターナフォルノ　フレスカ ● ●

全国ご当地どんぶり ご当地丼ぶり屋台 ゴトウチドンブリヤタイ ● ●
ラーメン RAMEN EXPRESS Produced by博多⼀⾵堂 ラーメン エクスプレス プロデュースド バイハカタイップウドウ

セルフうどん 本場⾹川讃岐うどん まごころ ホンバカガワサヌキウドン マゴコロ ●
粉物 たこ焼き発祥のお店　会津屋 タコヤキハッショウノオミセ  アイヅヤ ● ●

オムライス 元祖オムライス　北極星 ガンソオムライス　ホッキョクセイ ●
親⼦丼 鶏三和 トリサンワ
天丼 ⾦⼦半之助 カネコハンノスケ ●
つけ麺 つじ⽥ ツジタ ●
⽜たん 仙臺たんや 利久 センダイタンヤリキュウ ●

ソフトクリーム 町村農場 マチムラノウジョウ
ジュースバー Frutis Bar AOKI フルーツバーアオキ

駄菓⼦ 静屋 シズヤ ●

業種

フードコート
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30 ＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

◆スーパーマーケット・食物販 18 店舗 

 
 

 

◆別棟 RHC 1 店舗 

 
 

 

◆別棟 H.L.N.A ZONE 11 店舗 

 
  

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

SM ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ イズミヤ イズミヤ ●
輸⼊⾷品 カルディコーヒーファーム カルディコーヒーファーム
グロッサリー KITANOACE ONE キタノエースワン ● ●

リカー エノテカ エノテカ
グロッサリーストア ikari HOMEMADE イカリホームメイド ● ●

スイーツ 8DAYS A SWEET+plus エイトデイズアスイートプラス ● ●
ポップコーン ギャレットポップコーンショップス ギャレットポップコーンショップス

⾷物販 カルビープラス カルビープラス
ドーナツ ミスタードーナツ ミスタードーナツ ●

和グロッサリー 久世福商店 クゼフクショウテン
茶葉 ルピシア ルピシア

ベーカリー ドンク ドンク ●
和菓⼦ 菓匠 千⿃宗家 カショウ チドリソウケ ● ●
洋菓⼦ モロゾフ モロゾフ ● ●
洋菓⼦ プチプランス クグロフ プチプランス クグロフ ● ●
洋菓⼦ ゴディバ ゴディバ

グロッサリー Grand Passage グラン パサージュ ● ● ● ●
洋菓⼦ カントリーマアムファクトリー カントリーマアムファクトリー ●

業種

⾷品
・

⾷物販

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

RHC ロンハーマン アールエイチシー ロンハーマン ●

業種

飲⾷・物販

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

カフェ BROOKLYN ROASTING COMPANY ブルックリンロースティングカンパニー ●
スケートボード、アパレル E.S.P イーエスピー ●

シューズ、アパレル VOLCOM ボルコム
シューズ SUPRA スープラ ●

シューズ、アパレル California Dept. カリフォルニア デプト ● ●
アパレル、雑貨 MIDTIDE ミッドタイド ●

シューズ TOMS トムス ●
アパレル、雑貨、シューズ QUIKSILVER クイックシルバー

アパレル、雑貨 XLARGE/XGIRL エクストララージ/エックスガール
アパレル、雑貨 NIXON by H.L.N.A ニクソン バイ　エイチエルエヌエー ●
アパレル、雑貨 GREENROOM グリーンルーム ●

ボードスポーツ
＆カルチャー

業種
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