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業種 店舗名（仮称） ヨミガナ

レディス ｃｏｃａ コカ

レディス、服飾雑貨 ANNE アンネ

レディス、服飾雑貨 CLOVE クローヴ

レディス、服飾雑貨 Mila Owen ミラ オーウェン

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 Prè de France プレデフランセ

レディス、雑貨 Ｅｌｕｒａ エルーラ

レディス、雑貨、コスメ gelato pique ジェラート ピケ

レディス、靴 ＲＡＮＤＡ ランダ

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 a.v.v アー・ヴェ・ヴェ

レディス、メンズ B kastane ビー カスタネ

レディス、メンズ the wardrobe. newyorker ザ・ワードローブ ニューヨーカー

レディス、メンズ、雑貨 niko and.../niko and...COFFEE ニコアンド/ニコアンドコーヒー

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＡＶＩＲＥＸ アヴィレックス

レディス、メンズ、服飾雑貨、生活雑貨、インテリア BAYCREW'S STORE ベイクルーズ ストア

レディス、メンズ、服飾雑貨 THE PARK.baybrook ザ パーク ベイブルック

レディス、メンズ、服飾雑貨 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、服飾雑貨 ローリーズファーム ローリーズファーム

レディス、メンズ、生活雑貨 DISCOAT ディスコート

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、雑貨 ＢＡＹＦＬＯＷ ベイフロー

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 ZARA ザラ

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨 SHIPS any シップス エニィ

レディス、メンズ、キッズ、ベビー、雑貨 コムサイズム コムサイズム

メンズ、レディス DIESEL ディーゼル

メンズ、レディス G-Star RAW ジースター ロゥ

メンズ、レディス トミー ヒルフィガー トミー ヒルフィガー

メンズ、レディス、キッズ ライトオン ライトオン

メンズ、レディス、キッズ、関連雑貨 グラニフ グラニフ

メンズ、レディス、キッズ、関連雑貨 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

メンズ、レディス、関連雑貨 BILLABONG ビラボン

メンズ、レディス、関連雑貨 ｃｏｅｎ コーエン

メンズ、レディス、関連雑貨 GOOD DEAL グッド ディール

メンズ、レディス、関連雑貨 KASHIYAMA カシヤマ

メンズ、レディス、関連雑貨 ＷＥＧＯ ウィゴー

メンズ、レディス、関連雑貨 パーフェクトスーツファクトリー パーフェクトスーツファクトリー

メンズ、レディス、関連雑貨 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

メンズ、レディス、服飾雑貨 PORT OF CALL ポート オブ コール

メンズ、レディス、雑貨 リーバイス® ストア リーバイスストア

メンズ、関連雑貨 TAKEO KIKUCHI タケオ キクチ

子供服、雑貨 ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ プティマイン

子供服、雑貨 マーキーズ マーキーズ

ティーンズ ＬＯＶＥＴＯＸＩＣ ラブトキシック

ティーンズ、雑貨 ＪＥＮＮＩ ジェ二イ

着物、和装雑貨 きものやまと キモノヤマト

 

＜添付資料①＞ 出店店舗一覧（今般発表分の 183店舗） 

■ファッション（46店舗） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記リストは 2021年 10月 19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。 



6 

 

業種 店舗名（仮称） ヨミガナ

マタニティ・ベビー・キッズ用品 アカチャンホンポ アカチャンホンポ

アウトドア用品、衣料品、スポーツ用品、インドアプレイグランド Green Summit グリーン サミット

アウトドアライフスタイル（衣料品、雑貨） JOURNAL STANDARD YOO-HOO STORE ジャーナル スタンダード ヤッホー ストア

アウトドア用品、衣料品 LOGOS SHOP ロゴス ショップ

スポーツ用品 ムラサキスポーツ ムラサキスポーツ

スポーツ・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

アクセサリー BLESS ブレス

アクセサリー、生活雑貨 HARIO Lampwork Factory ハリオ ランプワーク ファクトリー

レディスアクセサリー、雑貨 ＬＵＮＡ ＥＡＲＴＨ ルナ アース

ジュエリー ｂｉｊｏｕ ＳＯＰＨＩＡ ビジュ ソフィア

ジュエリー ミルフローラ ミルフローラ

ジュエリー、その他関連雑貨 Cａｎａｌ ４℃ カナル ヨンドシー

化粧品 ALBION DRESSER／cosmeteria アルビオン ドレッサー／コスメテリア

化粧品 ＮＡＲＣＩＳ ナルシス

化粧品 アインズ＆トルペ アインズアンドトルペ

化粧品、関連雑貨 THE BODY SHOP ザ ボディ ショップ

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

化粧品、医薬品、雑貨、食品 マツモトキヨシ マツモトキヨシ

衣料品、靴、雑貨 new balance ニュー バランス

衣料品、雑貨、靴 OUTSIDE THE BOX アウトサイド ザ ボックス

鞄 CLOAKROOM by PORTER クロークルーム バイ ポーター

鞄 サックスバー サックスバー

鞄、革小物 MICHAEL KORS マイケル コース

鞄、関連雑貨 ＣＯＡＣＨ コーチ

鞄、関連雑貨 P.R.S カトレアサックス ピーアールエス カトレアサックス

鞄、関連雑貨 ＆シュエット アンドシュエット

鞄、関連雑貨、ゴルフ関連用品 BRIEFING ブリーフィング

靴 CAMPER カンペール

靴 WA ORiental TRaffic ダブルエー オリエンタル トラフィック

靴、鞄 アルテミス by ダイアナ アルテミス バイ ダイアナ

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

靴下、レッグウェア 靴下屋 クツシタヤ

ランジェリー ａｉｍｅｒｆｅｅｌ エメフィール

ランジェリー・インナー・関連雑貨 Linge Noel ランジェ ノエル

帽子 FLAVA HAT フレイヴァ ハット

帽子、関連雑貨 NEW ERA ニュー エラ

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 Ｚｏｆｆ ゾフ

眼鏡、サングラス、補聴器その他関連商品 オンデーズ オンデーズ

コンタクトレンズ アイシティ アイシティ

時計 時計倶楽部 トケイクラブ

生活雑貨 ｏｎｅ’ｓ ｔｅｒｒａｃｅ ワンズ テラス

生活雑貨 うなぎの寝床 ウナギノネドコ

生活雑貨 サヌイ織物 HAKATAORI SANUI サヌイオリモノ ハカタオリ サヌイ

生活雑貨 レゴ®ストア レゴストア

生活雑貨、服飾雑貨 ３ＣＯＩＮＳ＋ｐｌｕｓ スリーコインズプラス

生活雑貨専門店 ロフト ロフト

 

■ファッション雑貨・雑貨・その他（70店舗） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記リストは 2021年 10月 19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。 
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業種 店舗名（仮称） ヨミガナ

ハンドメイドセレクトショップ Cassis de Rouge カシス ドゥ ルージュ

バラエティ雑貨 ACT-1 アクト ワン

バラエティ雑貨 JUMP SHOP ジャンプショップ

ガチャガチャ ガチャガチャの森 ガチャガチャノモリ

キッチン、生活雑貨 everyday homestore エブリデイ ホームストア

キッチン、生活雑貨 ZWILLING ツヴィリング

キッチン、生活雑貨 とうしょう窯 トウショウガマ

生花、フラワー雑貨、観葉植物 Karendo カレンド

家電 テックランド テックランド

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 ＬＩＶＩＮＧ ＨＯＵＳＥ． リビング ハウス

１００円ショップ ダイソー ダイソー

本、文具、雑貨 くまざわ書店 クマザワショテン

ベビー用品、雑貨 ＫＡＴＯＪＩ カトージ

ベビー・キッズ用品、雑貨、玩具 ＤＡＤＷＡＹ ダッドウェイ

携帯アクセサリー・スマートフォン等修理 SmaPla スマプラ

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

寝具、雑貨 RALPH LAUREN HOME ラルフ ローレン ホーム

寝具、雑貨、ルームウェア Ｂ－ＤＥＳＩＧＮ ｈｏｍｅ ビーデザイン ホーム

ペット、ペット用品、トリミング Pet Plus ペット プラス

自転車、その他関連商品 サイクルベースあさひ サイクルベースアサヒ

車、その他関連商品 NISSAN ニッサン

業種 店舗名（仮称） ヨミガナ

シネマ TOHOシネマズ トーホーシネマズ

国内旅行、海外旅行 ＪＴＢ ジェイティービー

保険代理店 保険クリニック ホケンクリニック

ブランド品買取り 査定かんていの窓口OKURA　 サテイカンテイノマドグチオオクラ

洋服とバックのお直し Ｆorm -ｉ フォルム アイ

クリーニング アクアトリートメント クリーニング アクアトリートメント クリーニング

携帯電話 ソフトバンク・ワイモバイル ソフトバンク・ワイモバイル

写真プリント、証明写真、カメラ買取 カメラのキタムラ カメラノキタムラ

写真スタジオ LOVST PHOTO STUDIO ラブスト フォト スタジオ

アニマルカフェ Ｍｏｆｆ ａｎｉｍａｌ ｃａｆｅ モフ アニマル カフェ

こども英語教室、ダンス教室 セイハ英語学院・セイハダンスアカデミー・ハニーズ セイハエイゴガクイン・セイハダンスアカデミー・ハニーズ

サービス、その他 UNICO NEXT 博多 ユニコ ネクスト ハカタ

宝くじ 宝くじチャンスセンター タカラクジチャンスセンター

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

ヘアカット ＱＢハウス キュービーハウス

ヘアサロン hair.spa   mash＆mash　AVEDA ヘアースパ マッシュ＆マッシュ アヴェダ

整体、骨盤調整、リラクゼーション 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

サービス ジ･エステティック／イーズ ジ･エステティック／イーズ

クリニック（内科、外科、小児科、他） がんこクリニック ガンコクリニック

眼科 眼科 ガンカ

デンタルクリニック 医療法人仁誠会 すずらん歯科 ママとこどものはいしゃさん イリョウホウジンジンセイカイ スズランシカママトコドモノハイシャサン

こどもの職業・社会体験施設 キッザニア福岡 キッザニアフクオカ

木育・多世代交流施設 福岡おもちゃ美術館 フクオカオモチャビジュツカン

フットサル、サッカースクール MIFA Football Park 福岡 ミーファ フットボール パーク フクオカ

■ファッション雑貨・雑貨・その他（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■サービス（24店舗） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記リストは 2021年 10月 19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。 



8 

 

業種 店舗名（仮称） ヨミガナ

スーパーマーケット レガネット DAILY ENTERTAINMENT SQUARE レガネット デイリー エンターテインメント スクエア

産直 MARKET 351 マーケット サンゴ―イチ

グロッサリー FUKUTARO　食卓が楽しくなる フクタロウ ショクタクガタノシクナル

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

紅茶・日本茶 ルピシア ルピシア

ベーカリー パンパティ パンパティ

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

チョコレート ゴディバ ゴディバ

和洋菓子 福岡県産あまおう苺加工販売所　伊都きんぐ フクオカケンサンアマオウイチゴカコウハンバイジョ イトキング

洋菓子 パティスリージョルジュマルソー パティスリージョルジュマルソー

洋菓子 OKASHIBAKO オカシバコ

洋菓子 モロゾフ モロゾフ

和菓子 菓子・鯛と餡　TAI TO AN カシ タイトアン

和菓子 如水庵のおふく大福 ジョスイアンノオフクダイフク

業種 店舗名（仮称） ヨミガナ

とんかつ とんかつ知青 トンカツチセイ

ハンバーグ ぎゅう丸 クラシック ギュウマル クラシック

ピッツェリア、イタリアン Pizza&Pasta Piazza nao ピッツアアンドパスタ ピアツア ナオ

餃子、火鍋、中華料理 大連餃子基地 DALIAN ダイレンギョウザキチ ダリアン

焼肉 幸せの焼肉食べ放題　かみむら牧場 シアワセノヤキニクタベホウダイ カミムラボクジョウ

回転寿司 九州 はかた 大吉寿司 キュシュウ ハカタ ダイキチズシ

カフェ タリーズコーヒー タリーズコーヒー

カフェ 倉式珈琲店 クラシキコーヒーテン

和カフェ 伊右衛門カフェ イエモンカフェ

ハンバーガー マクドナルド マクドナルド

業種 店舗名（仮称） ヨミガナ

ラーメン 久留米ラーメン清陽軒 クルメラーメンセイヨウケン

ラーメン 宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 シンジコシジミチュウカソバ コハク

中華そば 玉 ギョク

うどん 博多名物！元祖肉肉うどん ハカタメイブツ！ガンソニクニクウドン

うどん うどん大学 ウドンダイガク

点心、中華料理 京鼎樓 ジンディンロウ

牛タン 仙臺たんや 利久 センダイタンヤ リキュウ

洋食 洋食や 三代目 たいめいけん ヨウショクヤ サンダイメ タイメイケン

韓国料理 韓美膳 ハンビジェ

肉丼、肉料理 伝説のすた丼屋 デンセツノスタドンヤ

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

肉丼 米の上で肉おどる　カルビ焼肉重　ミツボシ コメノウエデニクオドル カルビヤキニクジュウ ミツボシ

親子丼、鶏料理 鶏山劇場 トリヤマゲキジョウ

あなご丼他 丼屋福人 ドンヤフクジン

定食 わっぱ定食堂 ワッパテイショクドウ

たこ焼き たこ焼道楽わなか タコヤキドウラクワナカ

ティーカフェ ゴンチャ ゴンチャ

チョコレートドリンク、スイーツ ゴディバ ゴディバ 

ハンバーガー WAGYU　BURGER　OJ ワギュウ バーガー オージェイ

■フードマルシェ（14店舗） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■レストラン・カフェ他（10店舗） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■フードコート（19店舗） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記リストは 2021年 10月 19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。 


