
23 ※上記リストは 2022年 2 月 24 日時点の情報です。  

【添付資料 ①】 出店店舗一覧 

◆ファッション 52 店舗 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 店舗名 ヨミガナ 九州初 福岡初 その他

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 ﾌﾟﾚﾃﾞﾌﾗﾝｾ プレデフランセ

レディス、雑貨 ｴﾙｰﾗ 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

レディース、メンズ PLST プラステ

レディース、メンズ Theory セオリー

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 ◯ ◯ 新業態

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

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 THE PARK.baybrook ザ　パーク　ベイブルック ◯ ◯ SC初・新業態

レディス、メンズ、服飾雑貨 ﾉｰﾘｰｽﾞ&ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ノーリーズアンドグッドマン ◯ ◯

レディス、メンズ、服飾雑貨 ﾛｰﾘｰｽﾞﾌｧｰﾑ ローリーズファーム

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、生活雑貨 DISCOAT ディスコート

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、キッズ GU ジーユー

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 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、服飾雑貨 SHIPS any シップスエニィ ◯ ◯

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、ベビー、雑貨 ｺﾑｻｲｽﾞﾑ 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 ﾄﾐｰﾋﾙﾌｨｶﾞｰ 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 ｸﾞﾗﾆﾌ グラニフ

メンズ、レディス、キッズ、関連雑貨 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾚｰﾍﾞﾙﾘﾗｸｼﾝｸﾞ 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 ﾋﾞｭｰﾃｨ&ﾕｰｽ ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞ ビューティ＆ユース　ユナイテッドアローズ

メンズ、レディス、服飾雑貨 AZUL BY MOUSSY アズールバイマウジー

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 ﾘｰﾊﾞｲｽ®ｽﾄｱ リーバイスストア

メンズ、ウィメンズ A|X ARMANI EXCHANGE アルマーニエクスチェンジ

メンズ、ウィメンズ、チルドレンズ ポロ ラルフ ローレン ポロラルフローレン

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 ﾏｰｷｰｽﾞ マーキーズ

ティーンズ ﾗﾌﾞﾄｷｼｯｸ ラブトキシック

ティーンズ、雑貨 ｼﾞｪﾆｲ ジェニイ

着物、和装雑貨 きものやまと キモノヤマト



24 ※上記リストは 2022年 2 月 24 日時点の情報です。  

◆ファッション雑貨・雑貨・その他 74 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 店舗名 ヨミガナ 九州初 福岡初 その他

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 LOGOS SHOP ロゴスショップ

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 ◯ ◯ 新業態

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 ◯ ◯ SC初・新業態

スポーツ用品 ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ 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 ﾙﾅｱｰｽ 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 canal4℃ カナルヨンドシー

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

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 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ アインズ＆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 ﾏｰｸｽｱﾝﾄﾞｳｪﾌﾞ 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、服飾雑貨、生活雑貨、食品 無印良品 ムジルシリョウヒン

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 ◯ ◯ SC初

鞄 ｻｯｸｽﾊﾞｰ 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 WA ORiental TRaffic ダブルエーオリエンタルトラフィック

靴 ｶﾝﾍﾟｰﾙ カンペール

靴、鞄 ｱﾙﾃﾐｽ by ﾀﾞｲｱﾅ アルテミス　バイ　ダイアナ

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

子供靴 ｹﾞﾝｷ･ｷｯｽﾞ ゲンキ・キッズ

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 ｿﾞﾌ ゾフ

眼鏡、サングラス、補聴器その他関連商品 オンデーズ/補聴器ブルーム オンデーズ／ホチョウキブルーム

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'sterrace ワンズテラス

生活雑貨 うなぎの寝床 ウナギノネドコ SC初

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 ﾀﾞｲｿｰ ダイソー

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

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



25 ※上記リストは 2022年 2 月 24 日時点の情報です。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス 36 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

業種 店舗名 ヨミガナ 九州初 福岡初 その他

キッチン、生活雑貨 everyday/homestore エブリデイ　ホームストア ◯ ◯ SC初・新業態

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 ◯ ◯

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

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

寝具、雑貨 ラルフ ローレン ホーム ラルフローレンホーム

寝具、雑貨、ルームウェア B-DESIGN +home. ビーデザインプラスホーム ◯ ◯ SC初・新業態

家電 ヤマダデンキ ヤマダデンキ

本、文具、雑貨 くまざわ書店 クマザワショテン

ベビー・キッズ用品、雑貨、玩具 DADWAY ダッドウェイ

ベビー用品、雑貨 KATOJI カトージ

ペット、ペット用品、トリミング Pet Plus ペットプラス

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 ﾅｶｼﾞﾏ薬局 ナカジマヤッキョク ◯ ◯

楽器、関連商品 島村楽器 シマムラガッキ

生花、フラワー雑貨、観葉植物 karendo カレンド ◯

自転車、その他関連商品 ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ サイクルベースアサヒ

車、その他関連商品 日産 ニッサン ◯ ◯

ガチャガチャ ｶﾞﾁｬｶﾞﾁｬの森 ガチャガチャノモリ

業種 店舗名 ヨミガナ 九州初 福岡初 その他

シネマ ＴＯＨＯシネマズ トウホウシネマズ

展示エリア、ショップコーナー GUNDAM SIDE-F ガンダムサイドエフ ◯ ◯ SC初・新業態

アミューズメント namco　（※春オープン予定） ナムコ

携帯電話、インターネット、その他関連商品 au Style エーユースタイル

保険ショップ 保険あんしんﾊﾟｰｸ ホケンアンシンパーク ◯ ◯ SC初・新業態

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 ﾌｫﾙﾑｱｲ フォルム　アイ

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

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

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・ｾｲﾊﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ・ﾊﾆｰｽﾞ 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 ◯ ◯ SC初・新業態

音楽教室 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 福岡南センター ヤマハミュージックリテイリング　フクオカミナミセンター

住まい探しの無料講座・相談サービス スーモカウンター スーモカウンター

サービス、その他 UNICO NEXT 博多 ユニコネクストハカタ SC初

宝くじ ﾁｬﾝｽｾﾝﾀｰ チャンスセンター

美容室 美容室ｲﾚﾌﾞﾝｶｯﾄ 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 ｶﾗﾀﾞﾌｧｸﾄﾘｰ セイタイコツバン　カラダファクトリー

サービス ｼﾞ･ｴｽﾃﾃｨｯｸ/ｲｰｽﾞ ジ・エステティック／イーズ

クリニック（内科、小児科、整形外科） がんこｸﾘﾆｯｸ ガンコクリニック SC初

眼科 博多のだけん眼科 ハカタノダケンガンカ ◯ ◯ SC初

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 ◯ SC初・新業態

こどもの職業・社会体験施設 ｷｯｻﾞﾆｱ福岡 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 ◯ ◯ SC初

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 ◯ ◯

ATM ｾﾌﾞﾝ銀行ATM セブンギンコウエーティーエム

ATM 西日本ｼﾃｨ銀行ATM ニシニホンシティギンコウエーティーエム

ATM 福岡銀行ATM フクオカギンコウエーティーエム

ATM 福岡中央銀行ATM フクオカチュウオウギンコウエーティーエム

スポーツ VS PARK WITH G ブイエスパークウィズジー ◯ ◯

貸し農園 ｼｪｱ畑 シェアバタケ ◯ ◯ SC初



26 ※上記リストは 2022年 2 月 24 日時点の情報です。  

◆スーパー・食物販 22店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆レストラン・カフェ他 17店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業種 店舗名 ヨミガナ 九州初 福岡初 その他

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 ◯ ◯ 新業態

産直 MARKET　351 マーケットサンゴ―イチ ◯ ◯ SC初・新業態

グロッサリー 久原本家 クバラホンケ ◯ ◯ 新業態

グロッサリー TOMIZ トミズ

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 ◯ ◯ 新業態

コーヒー豆、輸入食品 ｶﾙﾃﾞｨｺ-ﾋ-ﾌｧ-ﾑ カルディコ－ヒ－ファ－ム

紅茶・日本茶 ﾙﾋﾟｼｱ ルピシア

リカー THE BREWMASTER STOREHOUSE ザ　ブルーマスター　ストアハウス ◯ ◯ SC初・新業態

ベーカリー BOUQUCA BAKERY SANDWICH ブクカ　ベーカリー　サンドウイッチ

ベーカリー ﾊﾟﾝﾊﾟﾃｨ 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 ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ ゴディバ

チョコレート ﾎﾃﾙｼｮｺﾗ ホテルショコラ

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 SC初

和洋菓子 明月堂 メイゲツドウ

洋菓子 ﾓﾛｿﾞﾌ モロゾフ ◯ ◯ 新業態

洋菓子 OKASHIBAKO オカシバコ ◯ ◯ SC初・新業態

洋菓子 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰｼﾞｮﾙｼﾞｭﾏﾙｿｰ パティスリージョルジュマルソー SC初

洋菓子 りんごとバター。 リンゴトバター。 ◯ ◯

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 ◯ ◯ 新業態

和菓子 菓子・鯛と餡　TAI TO AN カシ　タイトアン ◯ ◯ SC初・新業態

惣菜 焼とりの八兵衛 ヤキトリノハチベエ ◯ ◯ SC初・新業態

業種 店舗名 ヨミガナ 九州初 福岡初 その他

とんかつ とんかつ知青 トンカツチセイ ◯ ◯ SC初・新業態

和食 うまや ウマヤ

ハンバーグ ぎゅう丸 クラシック ギュウマル　クラッシック

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　ピアッツア　ナオ ◯ ◯ SC初・新業態

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 ◯ ◯ SC初

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 SC初

カフェ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾊﾟﾝｹｰｷﾊｳｽ・騒豆花 オリジナルパンケーキハウス・サオドウファ ◯ ◯ SC初・新業態

カフェ ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ スターバックスコーヒー

カフェ ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ 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

カフェ シナボン・シアトルズベストコーヒー シナボン・シアトルズベストコーヒー

和カフェ 伊右衛門ｶﾌｪ イエモンカフェ ◯ ◯

ハンバーガー ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ マクドナルド

ファストフード 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

ファストフード ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ミスタードーナツ

バーベキューレストラン バーベキューヴィレッジ　ぶどうの樹　fukuoka バーベキューヴィレッジ　ブドウノキ　フクオカ



27 ※上記リストは 2022年 2 月 24 日時点の情報です。  

◆フードコート 21 店舗 
 

 

 

 

 

 

業種 店舗名 ヨミガナ 九州初 福岡初 その他

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 ◯ ◯
SC初

フードコート初

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
SC初

フードコート初

ラーメン 玉 ギョク ◯ ◯

うどん うどん大学 ウドンダイガク
SC初

フードコート初

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

点心、中華料理 京鼎樓 ジンディンロウ フードコート初

牛タン 仙臺たんや 利久 センダイタンヤ　リキュウ

ホルモン焼き 鉄板ホルモン 蟻月 テッパンホルモン　アリヅキ

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 米の上で肉おどる　旨い米と焼肉重　ミツボシ コメノウエデニクオドルウマイコメトヤキニクジュウミツボシ ◯ ◯
SC初・新業態
フードコート初

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 ◯ ◯

親子丼、鶏料理 鶏山劇場 トリヤマゲキジョウ ◯ ◯ 新業態

あなご丼他 どんぶりや福人 ドンブリヤフクジン ◯ ◯ SC初

定食 わっぱ定食堂 ワッパテイショクドウ フードコート初

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 ｺﾞﾝﾁｬ ゴンチャ

チョコレートドリンク、スイーツ GODIVA dessert ゴディバ　デザート ◯ ◯
SC初・新業態
フードコート初

ハンバーガー WAGYU　BURGER　OJ ワギュウバーガーオージェイ
SC初

フードコート初

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


