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【添付資料①】 「ららぽーと門真」 「MOP 大阪門真」 出店店舗一覧（今般発表分の 227 店舗） 

「ららぽーと門真」出店店舗一覧（今般発表分の 137 店舗） 

◆ファッション 22 店舗 

 

◆ファッション雑貨・雑貨・その他 43 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗名 ヨミガナ 業種

WEGO ウィゴー メンズ、レディス、雑貨

WOODY HOUSE ウッディーハウス レディス、メンズ、キッズ、アウトドアギア

H&M エイチ・アンド・エム レディス、メンズ、キッズ

きものやまと キモノヤマト 着物、和装雑貨

ｸﾞﾗﾆﾌ グラニフ ユニセックス、ウィメンズ、キッズ、ベビー、雑貨

coca コカ メンズ、キッズ、レディス

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、生活雑貨

GU ジーユー レディス、メンズ、キッズ

JENNI ジェ二イ ティーンズ、雑貨

SUIT SELECT スーツセレクト メンズ、レディス、雑貨

Tamayura Athle タマユラアスレ メンズ、レディス、雑貨

CIAOPANIC/Chez toi by PAL GROUP STOCK チャオパニック/シェトワ　バイパルグループストック レディス、メンズ

NICE CLAUP／OLIVE des OLIVE ナイスクラップ/オリーブデオリーブ レディス

ﾊﾟｼｵｽ パシオス レディス、メンズ、キッズ＆ベビー、服飾雑貨、生活雑貨

FOREVER21 フォーエバー トゥエンティーワン レディス、服飾雑貨、生活雑貨

petit main プティマイン 子供服、雑貨

BAYFLOW ベイフロー レディス、メンズ、キッズ、雑貨

ﾏｰｷｰｽﾞ マーキーズ 子供服、雑貨

ﾕﾆｸﾛ ユニクロ レディス、メンズ、キッズ

LAKOLE ラコレ レディス、メンズ、服飾雑貨、生活雑貨

ﾚｲｼﾞﾌﾞﾙｰ レイジブルー メンズ、レディス、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、服飾雑貨

＊リストは 2022 年 9 月 28 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。 

店舗名 ヨミガナ 業種

アカチャンホンポ アカチャンホンポ マタニティ・ベビー・キッズ用品

a.depeche アデペシュ 家具、インテリア雑貨

aneta アネタ ジュエリー

ALBION DRESSER アルビオン ドレッサー 化粧品

ｱﾝｼﾞｪ ﾗｳﾞｨｻﾝﾄ アンジェラヴィサント 生活雑貨、服飾雑貨

イチヨンプラス／yutté イチヨンプラス／ユッテ 帽子、ヘアアクセサリー

aimerfeel エメフィール ランジェリー

AWESOME STORE オーサムストア インテリア・生活雑貨

OLYMPIA Chocolate Label オリンピアチョコレートレーベル バラエティ雑貨

gashacoco ガシャココ カプセルトイ

KATOJI カトージ ベビー用品

ｷｬﾝﾄﾞｩ キャンドゥ 均一雑貨

靴下屋 クツシタヤ 靴下、レッグウェア

KEYUCA ケユカ インテリア・生活雑貨

ｹﾞﾝｷ･ｷｯｽﾞ ゲンキキッズ 子供靴

cosmeteria コスメテリア 化粧品

ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ サイクルベースアサヒ 自転車、その他関連商品

ｻｯｸｽﾊﾞｰ サックスバー 鞄

サンキューマート サンキューマート ファッション・バラエティ雑貨

島村楽器 シマムラガッキ 楽器、音楽教室

JINS ジンズ 眼鏡、サングラス

STAR BOX スターボックス コスメ、雑貨

３ＣＯＩＮＳ＋ｐluｓ スリーコインズプラス 生活雑貨、服飾雑貨

Zoff ゾフ 眼鏡、サングラス

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

ﾁｬｲﾊﾈDEPO チャイハネデポ エスニック雑貨

中央ｺﾝﾀｸﾄ チュウオウコンタクト コンタクトレンズ、アイケア商品

ﾁｭﾁｭｱﾝﾅｸﾞﾗﾝﾃﾞ チュチュアンナグランデ ソックス・インナー・ウェア

day & day's デイアンドデイズ キッチン、生活雑貨

NISSAN ニッサン 車、その他関連商品

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

PLAZA プラザ 化粧品、雑貨、食品

ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ マツモトキヨシ 化粧品、医薬品、雑貨、食品

ﾐﾙﾌﾛｰﾗ ミルフローラ ジュエリー

無印良品 ムジルシリョウヒン 生活雑貨

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

ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ ヤマダデンキ　テックランド 家電

ﾕｻﾞﾜﾔ ユザワヤ 手芸

Yogibo Store ヨギボーストア ビーズソファ・インテリア雑貨

ﾗﾃｨｽ ラティス アクセサリー、服飾雑貨等

Laline ラリン コスメ雑貨

LOGOS SHOP ロゴスショップ アウトドア用品・雑貨・メンズ・レディス・キッズ

one'sterrace ワンズテラス 生活雑貨
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◆サービス 15 店舗 

 

◆スーパー・食物販 19 店舗 

 

◆レストラン・カフェ 22 店舗 

 

＊リストは 2022 年 9 月 28 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。 

  

店舗名 ヨミガナ 業種

ウルトラアスレチック ウルトラアスレチック キッズアスレチック

かどま時計宝石修理研究所 カドマトケイホウセキシュウリケンキュウショ 時計・宝石、修理、販売

（仮称）眼科 ガンカ 眼科

QBHOUSE キュービーハウス ヘアカット専門店

STUDIO ARC スタジオアーク 写真スタジオ

すみっコぐらしあそびスタジオ スミッコグラシアソビスタジオ 室内あそび場

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 整体サロン

ｾｲﾊ英語学院 セイハエイゴガクイン こども英会話

ＴＯＨＯシネマズ トウホウシネマズ シネマ

ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ ドコモショップ 携帯電話

namco（23年春オープン予定） ナムコ アミューズメント

ﾌｧｽﾄﾈｲﾙ ファストネイル ネイル

ほけん百花 ホケンヒャッカ 保険代理店関連商品

ﾏﾏのﾘﾌｫｰﾑ ママノリフォーム 洋服のお直し、靴・鞄の修理

ラフィネプリュス ラフィネプリュス リラクゼーション

店舗名 ヨミガナ 業種

お菓子のまるしげ オカシノマルシゲ 菓子

カルディコ－ヒ－ファ－ム カルディコ－ヒ－ファ－ム コーヒー豆・輸入食品

牛兆 ギュウチョウ 牛肉・豚肉・鶏肉・加工品・総菜（丼など）

京丹波　味夢の里 キョウタンバアジムノサト 地方物産

久世福商店 クゼフクショウテン 和グロサリー

黒門三平 クロモンサンペイ 水産物全般の販売

ごち惣さん ゴチソウサン 焼鳥、鶏惣菜、弁当

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 アイスクリーム

シャノワール シャノワール 生ケーキ、焼き菓子

DAIWAKAEN＋ ダイワカエンプラス フルーツケーキ・フルーツジュース

髙山堂 タカヤマドウ 和菓子

たまごとミルク タマゴトミルク パンケーキ、カルボナーラ、パフェ

ドンク／ミニワン ドンク／ミニワン ベーカリー

農産物直売所　旬の駅 ノウサンブツチョクバイジョ　シュンノエキ 産直

PANSHIROU TEZUKAYAMA パンシロウ　テヅカヤマ パン販売

Penheur プノール スイーツ

北海道うまいもの館 ホッカイドウウマイモノカン 地方物産

ミスタードーナツ ミスタードーナツ ドーナツ

（仮称）ライフ　セントラルスクエア ライフ　セントラルスクエア スーパーマーケット

店舗名 ヨミガナ 業種

いしがまやハンバーグ イシガマヤハンバーグ ハンバーグ

イタリアンレストラン　コロッセオ イタリアンレストラン　コロッセオ イタリアン・ピッツァ

梅の花の定食や　うめまめ ウメノハナノテイショクヤウメマメ 和定食、ほか

カツ専門　金の衣 カツセンモン　キンノコロモ カツ専門店

釜上げうどん二葉 カマアゲウドンフタバ うどん

カレーの店　ニューダルニー カレーノミセ　ニューダルニー カレー　コーヒー　カレールー販売 等

キーフェル キーフェル カフェ

吉祥庵 キッショウアン 蕎麦

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 フライドチキン

しゃぶ菜 シャブサイ しゃぶしゃぶ・すき焼き食べ放題

純喫茶とスイーツPARLOUR　ラルゴ ジュンキッサトスイーツパーラーラルゴ カフェ

食道園 ショクドウエン 焼肉

（仮称）京鼎樓小館　 ジンディンロウショウカン 小籠包、中華料理

すし処 深廣 スシドコロ　フカヒロ 回転寿司

スターバックスコーヒー スターバックスコーヒー スペシャリティコーヒー

創作ｵﾑﾗｲｽ ﾎﾟﾑの樹 ソウサクオムライスポムノキ 洋食

たこ焼道楽わなか タコヤキドウラクワナカ たこ焼

タリーズコーヒー タリーズコーヒー カフェ

中国料理追立 チュウゴクリョウリオイタテ 中国料理

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 韓国料理

マクドナルド マクドナルド ハンバーガー、ポテト、ドリンク

LOGOS CAFE & HIROBA ロゴスカフェ アンド ヒロバ カフェ・駄菓子・アウトドア用品
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◆フードコート 16 店舗 

 

＊リストは 2022 年 9 月 28 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。 

 

 

 

  

店舗名 ヨミガナ 業種

アジアごはん　Thainy&Vietny アジアゴハンタイニーアンドベトニー エスニック料理

韓国料理 bibim' カンコクリョウリビビム 韓国料理

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 オムライス

さわだ食堂 サワダショクドウ 中華料理

築地 孫右衛門 ツキジマゴエモン 海鮮丼・海鮮ひつまぶし

つじ田 ツジタ ラーメン

伝説のすた丼屋 デンセツノスタドンヤ 肉丼、肉料理

鶏三和 トリサンワ 親子丼、鶏料理

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 天丼

本気のステーキ青木 ホンキノステーキアオキ ステーキ

Mickey　BANANA　DRINK　STAND ミッキー　バナナ　ドリンク　スタンド ジューススタンド

みつ葉かどま出張所 ミツハカドマシュッチョウジョ ラーメン

宮武讃岐うどん ミヤタケサヌキウドン うどん

モスバーガー モスバーガー ハンバーガー

焼きそばスタンドバイミー ヤキソバスタンドバイミー 焼きそば

らーめん専門　和海 ラーメンセンモン　ナゴミ ラーメン


