
＜添付資料 1＞出店店舗一覧

◆ファッション 60 店舗

20※上記リストは 2018年 6 月 12 日時点の情報です。

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初

名古屋市

初

ＳＣ

初
新業態

レディス Ｃｌｅ’ クレ 〇

レディス Ｍ．ｄｅｕｘ エムドゥ

レディス、服飾雑貨 ａｌｌａｍａｎｄａ アラマンダ

レディス、服飾雑貨 ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ ｎａｔｕｒａｌ ｓｔｏｒｅ アース ミュージックアンドエコロジー ナチュラルストア

レディス、服飾雑貨 Ｌｕｄｉｃ Ｐａｒｋ ルディックパーク 〇 〇 〇

レディス、服飾雑貨 ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＨＯＬＩＣ アメリカンホリック

レディス、服飾雑貨 ＩＮＧＮＩ イング

レディス、服飾雑貨 ｒ・ｐ・ｓ アールピーエス

レディス、服飾雑貨 ＲｅｗｄｅＲｅｗ ルゥデルゥ

レディス、服飾雑貨 ＳＭ２ ｋｅｉｔｔｉｏ サマンサモスモスケイッティオ

レディス、雑貨 ローリーズファーム ローリーズファーム

レディス、雑貨 ＮＡＴＵＲＡＬ ＢＥＡＵＴＹ ＢＡＳＩＣ ナチュラルビューティーベーシック

メンズ、服飾雑貨 ｉｍｐｒｏｖｅｓ インプローブス 〇 〇

レディス、メンズ Ａ｜Ｘ ＡＲＭＡＮＩ ＥＸＣＨＡＮＧＥ アルマーニエクスチェンジ

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 Ｂａｎａｎａ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ バナナリパブリック

レディス、メンズ ＧＵＥＳＳ ゲス 〇 〇

レディス、メンズ Ｇ－Ｓｔａｒ ＲＡＷ ジースター ロゥ

レディス、メンズ Ｐｅｒｆｅｃｔ　Ｓｕｉｔ　ＦＡｃｔｏｒｙ パーフェクト　スーツ　ファクトリー

レディス、メンズ ＰＬＳＴ プラステ

レディス、メンズ ＷＥＧＯ ウィゴー

レディス、メンズ、関連雑貨 ｃｏｅｎ コーエン

レディス、メンズ、服飾雑貨 Ｂｅｒｓｈｋａ ベルシュカ

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＤＩＥＳＥＬ ディーゼル

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 Ｍｅｌａｎ Ｃｌｅｕｇｅ メランクルージュ 〇 〇 〇

レディス、メンズ、服飾雑貨 ビーンズ ビーンズ

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 Ｈ．Ｌ．Ｎ．Ａ ＳＴＯＲＥ エイチ・エル・エヌ・エー 〇 〇

レディス、メンズ、キッズ Ｌ－Ｂｒｅａｔｈ エルブレス

レディス、メンズ、キッズ ＧａｐＦｉｔ ギャップフィット 〇 〇 〇 〇

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 ＴＯＭＭＹ ＪＥＡＮＳ トミージーンズ

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 ライトオン ライトオン

レディス、メンズ、キッズ リーバイス®ストア リーバイスストア

レディス、メンズ、キッズ、ベビー Ｇａｐ／ＧａｐＫｉｄｓ／ｂａｂｙＧａｐ　 ギャップ／ギャップキッズ／ベビ－ギャップ

レディス、メンズ、キッズ、生活雑貨 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、服飾雑貨 ＡＶＩＲＥＸ アヴィレックス

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨 Ｌ．Ｌ．Ｂｅａｎ エルエルビーン

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨 ＰＯＲＴ ｏｆ ＣＡＬＬ ポートオブコール 〇 〇

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨 アディダス オリジナルスショップ アディダス オリジナルスショップ

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨 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、雑貨 ＣＯＭＭＥ ＣＡ ＳＴＹＬＥ コムサスタイル

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 アウトドアプロダクツ アウトドアプロダクツ 〇 〇

レディス、メンズ、キッズ、シューズ リーボック クラシックストア リーボック クラシックストア 〇 〇

レディス、メンズ、キッズ、雑貨、飲食 ＲＨＣ ロンハーマン アールエイチシーロンハーマン 〇 〇

アパレル、雑貨 ｎｉｋｏ ａｎｄ．．． ニコアンド

アパレル、靴、雑貨 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＳＰＯＲＴＳ エービーシーマートスポーツ 〇 〇

アパレル、カー用品、インテリア・アウトドア ＪＡＣＫ ＆ ＭＡＲＩＥ ジャックアンドマリー 〇 〇 〇

振袖レンタル ふりそでＭＯＤＥ ｗｅｄｄｉｎｇＢＯＸ フリソデモードウェディングボックス

ジュニア、雑貨 ジェニイ ジェニイ

キッズ ラブトキシック ラブトキシック

キッズ ＷＥＬＬＷＨＯＬＥ ウェルホール 〇 〇 〇 〇

キッズ、雑貨 ＭＡＲＫＥＹ’Ｓ マーキーズ

キッズ、雑貨 ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ プティマイン

子供服、雑貨 アンパンマンキッズコレクション アンパンマンキッズコレクション

キッズ、服飾雑貨、雑貨 ｂｉｒｔｈｄａｙ ｐａｒｔｙ バースデイ パーティー 〇 〇



◆ファッション雑貨・雑貨・その他 78 店舗

21※上記リストは 2018年 6 月 12 日時点の情報です。

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初
名古屋市

初
ＳＣ
初

新業態

ベビー服、ベビー用品 アカチャンホンポ アカチャンホンポ
化粧品 ＡＬＢＩＯＮ ＤＲＥＳＳＥＲ／パルファン　 アルビオンドレッサー パルファン 〇 〇 〇

化粧品 MARKS&WEB マークスアンドウェブ
インナー ａｉｍｅｒｆｅｅｌ エメフィール
インナー ＡＭＯ’Ｓ ＳＴＹＬＥ ｂｙ Ｔｒｉｕｍｐｈ アモスタイル バイ トリンプ

ジュエリー ｃａｎａｌ４℃ カナルヨンドシー
ジュエリー アガタ パリ アガタ パリ

ジュエリー ミルフローラ ミルフローラ
ジュエリー、時計、その他 ＳＯＰＨＹ Ｆｅｒｉｅ ｗｉｔｈ ｆｅｓｔａｒｉａ ＥＬＥＭＥＮＴＳ ソフィ フェリエ ウィズ フェスタリア エレメンツ 〇
アクセサリー、雑貨 ｆｉｅｒｔｅ フィエルテ

アクセサリー、雑貨 カレット カレット 〇
アクセサリー、雑貨、菓子 ｎａｎａｃｏ ｐｌｕｓ＋ ナナコプラス 〇 〇
帽子 ｐｏｌｃａｄｏｔ ポルカドット

帽子、バッグ ＢＲＯＮＸ ブロンクス 〇
シューズ ＲＥＧＡＬ ＳＨＯＥＳ リーガルシューズ

シューズ 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
シューズ、バッグ ＡＴ ＥＡＳＹ アットイージー
シューズ、雑貨 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ エービーシーマート

シューズ、雑貨 Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ ｂｙ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ シャルロット　バイ　エービーシーマート
シューズ、雑貨 ＮＥＸＴ ＦＯＣＵＳ ネクストフォーカス 〇
シューズ、雑貨 ＷＡ ＯＲｉｅｎｔａｌ ＴＲａｆｆｉｃ ダブルエー オリエンタルトラフィック

子供靴 ゲンキ・キッズ ゲンキキッズ
バッグ ａｃｅ． エース 〇 〇

バッグ サックスバー サックスバー
バッグ、ベビー雑貨 Ｃａｔｈ Ｋｉｄｓｔｏｎ キャスキッドソン
バッグ、服飾雑貨、その他 マイケル・コース マイケルコース

時計 ウオッチタウン ウオッチタウン
眼鏡 ＪＩＮＳ ジンズ
眼鏡、サングラス ゾフ ゾフ

眼鏡、補聴器 眼鏡市場 メガネイチバ
服飾雑貨、生活雑貨 ブルーブルーエ ブルーブルーエ

雑貨 ＡＷＥＳＯＭＥ ＳＴＯＲＥ オーサムストアー
雑貨 ＧＯＯＤ ＧＩＦＴ ＧＯ グッド ギフト ゴー
雑貨、アパレル Ｂｅｔｔｅｒ Ｌｉｖｉｎｇ ｅｃｌｅ ベターリビングエクレ 〇 〇

雑貨、生活雑貨、文具、食品 ＬＩＢＲＥＴＴＯ ＢＡＹ リブレットベイ 〇 〇 〇 〇
衣料品、服飾雑貨、生活雑貨、食品 無印良品 ムジルシリョウヒン
生活雑貨 ３ＣＯＩＮＳ＋ｐｌｕｓ スリーコインズプラス

生活雑貨 ＳＩＸＰＡＤ ＳＴＯＲＥ　 シックスパッドストア　
生活雑貨 Ｓｔｙｌｅ／Ｋｉｒａｌａ　 スタイル／キララ　
生活雑貨 Ｓｔｙｌｅ Ｆａｃｔｏｒｙ スタイルファクトリー 〇

生活雑貨 Ｔｈｒｅｅ ｌｉｔｔｌｅ ｓｏｎｇ ｂｉｒｄｓ スリーリトルソングバーズ 〇 〇
生活雑貨 ＺＡＲＡ ＨＯＭＥ ザラホーム

生活雑貨 ルームパステル ルームパステル 〇
生活雑貨、服飾雑貨 アフタヌーンティー・リビング アフタヌーンティーリビング
生活雑貨、インテリア ｍａ ｆａｖｅｕｒ マファウ゛ール

家具、インテリア雑貨 Ａｒｍｏｎｉａ アルモニア 〇 〇
家具、インテリア、雑貨 Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ フランフラン
寝具、雑貨 Ｂ－ＤＥＳＩＧＮ ビーデザイン

ビーズソファ、生活雑貨 Ｙｏｇｉｂｏ Ｓｔｏｒｅ ヨギボーストア
バラエティ雑貨、生活雑貨 ＬｏＦｔ ロフト

バラエティ雑貨、古物 ウ゛ィレッジウ゛ァンガード ウ゛ィレッジウ゛ァンガード
キャラクター雑貨 SWANKY MARKET スワンキーマーケット
キャラクター雑貨、バラエティ雑貨、ファンシー雑貨 Ｌｉ’ａ Ｌｅ’ａ リアレーア 〇 〇 〇 〇

キッズ・ベビー雑貨、玩具 ＤＡＤＷＡＹ ダッドウェイ
ぬいぐるみ、雑貨 ｎｉｐｏｐｏ ニポポ 〇 〇
玩具 トイザらス　 トイザラス

玩具、雑貨 レゴストア レゴストア 〇 〇
キッチン用品 ル・クルーゼ ルクルーゼ

キッチン用品・家電用品 ティファールストア ティファールストア 〇 〇
健康グッズ、サロン ファイテンショップ ファイテンショップ
携帯アクセサリー ＡＢｓｔｏｒｅ エービーストア 〇

Apple製品・関連商品 ・Apple製品修理 Ｃ ｓｍａｒｔ シースマート 〇 〇
スピーカー、イヤホン ボーズ・ダイレクトストア ボーズダイレクトストア
アウトドア モンベル モンベル

アウトドア コロンビアスポーツウェア コロンビアスポーツウェア
アウトドア、アパレル、食物販 ｓｎｏｗｐｅａｋ スノーピーク

スポーツ用品 ＳＵＰＥＲ ＳＰＯＲＴＳ ＸＥＢＩＯ スーパースポーツゼビオ
スポーツ用品、その他 ボディメーカー ボディメーカー
キャンプ用品 ＬＯＧＯＳ ＳＨＯＰ ロゴスショップ

ウィッグ フォンテーヌ フォンテーヌ
ペット関連用品 ひごペットフレンドリー ヒゴペットフレンドリー 〇
ハワイアン雑貨 Ｋａｈｉｋｏ カヒコ 〇 〇

楽器、音楽教室 島村楽器 シマムラガッキ
100円ショップ ダイソー ダイソー

ドラッグストア ＳＵＧＩ ＤＲＵＧ スギ ドラッグ
アミューズメント ｎａｍｃｏ ※秋オープン予定 ナムコ
書店、カフェ 蔦屋書店 ツタヤショテン 〇 〇

催事スペース ｍｉｎａｔｏ ＋ ミナトプラス



◆サービス 29 店舗

◆スーパー・食物販 15 店舗

22

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初
名古屋市

初
ＳＣ
初

新業態

携帯電話 ａｕショップ エーユーショップ
携帯電話 ＵＱスポット ユーキュースポット
携帯電話 ソフトバンク ソフトバンク
携帯電話 ドコモショップ ドコモショップ
保険代理店 ほけん百花 ホケンヒャッカ 〇
保険代理店 保険ほっとライン ホケンホットライン
旅行代理店 ＴＡＢｉＡＬＬ タビオール
写真スタジオ スタジオキャラット スタジオキャラット 〇 〇
住宅関連の講座・相談サービス スーモカウンター スーモカウンター
クリーニング ポニークリーニング ポニークリーニング
リラクゼーション ラフィネ ラフィネ
洋服、カバンのお直し ミシン工房 ミシンコウボウ 〇 〇
コンタクト エースコンタクト エースコンタクト 〇 〇
歯科 マリンはーと歯科 マリンハートシカ
眼科 互仁会 ゴニンカイ
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
美容室・理容室 ＱＢハウス キュービーハウス
カット、カラー、パーマ ＴＥＮ ＡＶＥＤＡ テンアヴェダ
プログラミング教室 プログラミング教室　ぴこラボくん プログラミングキョウシツ ピコラボクン 〇 〇
英語教室 ベネッセの英語教室 ＢＥ ｓｔｕｄｉｏ ベネッセノエイゴキョウシツ ビースタジオ
保育所 ららら♪保育園 ラララホイクエン
ＡＴＭ 大垣共立銀行ＡＴＭ オオガキキョウリツ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 東海労働金庫ＡＴＭ トウカイロウドウキンコエーティーエム
ＡＴＭ セゾンＡＴＭ セゾンエーティーエム
ＡＴＭ 十六銀行ＡＴＭ ジュウロクギンコウエーティーエム
ＡＴＭ 百五銀行ＡＴＭ ヒャクゴギンコウエーティーエム
宝くじ チャンスセンター チャンスセンター
住宅ローン、証券、保険 ＭＯＮＥＱＵＥ マニーク

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初
名古屋市

初
ＳＣ
初

新業態

スーパーマーケット アオキスーパー アオキスーパー
食品 北海道うまいもの館 ホッカイドウウマイモノカン

加工食品、日用雑貨、カフェ、酒、特産品 しなまつり シナマツリ 〇 〇 〇 〇

ベーカリー ドンク／ミニワン ドンクミニワン

とんかつ、惣菜 とんかつ新宿さぼてん トンカツシンジュクサボテン
精肉、加工品、イートイン 名古屋コーチン　一鳳 ナゴヤコーチン イチオウ 〇

米飯（おにぎり）、惣菜 ＯＳＯＺＡｉ ＫｉＴＣＨＥＮ ｍｉｎｏ ｍｉｓｈｏ オソウザイキッチンミノミショウ 〇

和菓子 柿安口福堂 カキヤスコウフクドウ

鯛焼き、和菓子、イートイン 十勝あんこのサザエ トカチアンコノサザエ 〇 〇 〇
バウムクーヘン、洋菓子 治一郎 ジイチロウ

洋菓子 モロゾフ モロゾフ 〇 〇 〇

コーヒー豆、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

和グロサリー 久世福商店 クゼフクショウテン

菓子 おかしのまちおか オカシノマチオカ
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

※上記リストは 2018年 6 月 12 日時点の情報です。
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◆レストラン・カフェ他 20 店舗

◆1Ｆ、3Ｆフードコート 15 店舗

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初
名古屋市

初
ＳＣ
初

新業態

ピザバイキングレストラン シェーキーズ シェーキーズ
総合ブッフェ Ｂｕｆｆｅｔ ｔｈｅ Ｆｏｒｅｓｔ ブッフェザフォレスト 〇 〇
フルーツビュッフェ、フルーツサンド フルーツ＋ビュッフェ ３２ｏｒｃｈａｒｄ フルーツビュッフェ サニーオーチャード 〇

オリジナルチキンと洋食ビュッフェ ＫＦＣ ケンタッキーフライドチキン 〇 〇 〇
回転すしレストラン 江戸前すし　金の魚魚丸 エドマエスシ キンノトトマル 〇
和食 うちの食堂 ウチノショクドウ 〇 〇

しゃぶしゃぶ、すきやき 牛しゃぶ牛すき食べ放題 但馬屋 ギュウシャブギュウスキタベホウダイ タジマヤ 〇 〇
ハンバーグ、デザート、ドリンク、サラダ ＧＲＩＬＬ＆ＣＡＦＥ Ｔhe ＧＯＬＤＥＮ ＨＡＭＢＵＲＧ グリルアンドカフェザゴールデンハンバーグ 〇

ベーカリーレストラン メゾンカイザー メゾンカイザー 〇 〇
オムライス、パスタ、洋食各種、デザート 洋食のことこと屋 ヨウショクノコトコトヤ
中華料理 ロンフーダイニング ロンフーダイニング

定食、カフェ おぼんｄｅごはん オボンデゴハン
お好み焼、焼そば、鉄板焼 千房 チボウ 〇 〇
ＢＢＱ ＢＢＱ ＰＩＴ バーベキューピット 〇 〇

(ハワイ発)カジュアルレストラン Ｅｇｇｓ’ｎ Ｔｈｉｎｇｓ エッグスンシングス
台湾ティーカフェ ゴンチャ ゴンチャ 〇 〇

カフェ 星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン
スペシャルティ コーヒーストア 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、飲料 ゴディバ ゴディバ

テイクアウト、ビュッフェ形式のカフェ エイトパーク　カフェ エイトパークカフェ 〇

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初
名古屋市

初
ＳＣ
初

新業態

スペシャルティコーヒーショップ タリーズコーヒー タリーズコーヒー
ハンバーガー マクドナルド マクドナルド

ドーナツ ＪＡＣＫ ＩＮ ＴＨＥ　ＤＯＮＵＴＳ ジャックインザドーナッツ

たこ焼 築地銀だこ ツキジギンダコ

ベーカリー ５１３BAKERY コイサンベーカリー 〇 〇
さぬきうどん、丼、てんぷら 香川一福 カガワイップク 〇 〇

海老フライ、海老天、海老炒 えび吉 エビキチ 〇 〇 〇 〇

ラーメン 中華そば専門 田中そば店 チュウカソバセンモン タナカソバテン 〇 〇 〇

海鮮丼 日本橋海鮮丼 つじ半 ニホンバシカイセンドン ツジハン 〇 〇
ラーメン ＲＡＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ博多一風堂×ソラノイロ ラーメンエクスプレスハカタイップウドウＸソラノイロ 〇 〇 〇 〇

親子丼、鶏料理、鶏惣菜 鶏三和 トリサンワ

牛カツ、肉定食 京都勝牛 キョウトカツギュウ

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 〇 〇

牛肉丼、肉料理 肉問屋 あさひ屋 ニクドンヤ アサヒヤ 〇 〇 〇 〇
甘味（かき氷） 甘味とぱすた 柴ふく カンミトパスタ シバフク 〇 〇

※上記リストは 2018年 6 月 12 日時点の情報です。


