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「MOP 大阪門真」出店店舗一覧（今般発表分の 90 店舗） 

◆ファッション 39 店舗 

 

◆服飾雑貨 23 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

Arnold Palmer/Henry Cotton's アーノルドパーマーヘンリーコットンズ ファッション

URBAN RESEARCH warehouse アーバンリサーチ ウェアハウス ファッション

AVIREX DEPOT/L.H.P PRIVATE LAB アウ゛ィレックスデポエルエイチピープライベートラボ ファッション

Aquascutum アクアスキュータム ファッション

ABAHOUSE アバハウス ファッション

AMERICAN RAG CIE アメリカンラグシー ファッション

Arpege story アルページュストーリー ファッション

E.S.P. イー・エス・ピー ファッション

XLARGE/X-girl エクストララージ エックスガール ファッション

EDWIN OUTLET エドウィンアウトレット ファッション

MFC STORE/EXAMPLE エムエフシーストア／エグザンプル ファッション

EMODA / GYDA エモダ ／ ジェイダ ファッション

Calvin Klein   カルバン クライン ファッション

SHEL'TTER/MOUSSY シェルターマウジー ファッション

SHIPS OUTLET シップスアウトレット ファッション

TAKEO KIKUCHI タケオキクチ ファッション

ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ ダブルスタンダードクロージング ファッション

tandey parade タンデイ パレード ファッション

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ チャンピオン ファッション

TOKYO IGIN FORMAL WEAR トウキョウイギンフォーマルウエア ファッション

TOMMY HILFIGER          トミー ヒルフィガー ファッション

nano･universe ナノユニバース ファッション

ﾆｺﾙ ニコル ファッション

23区 ニジュウサンク ファッション

NEWYORKER ニューヨーカー ファッション

NOLLEY'S OUTLET ノーリーズアウトレット ファッション

ﾊﾞｰﾆｰｽﾞﾆｭｰﾖｰｸ バーニーズニューヨーク ファッション

HURLEY OUTLET STORE ハーレーアウトレットストア ファッション

HANAE MORI Fashion Park ハナエモリファッションパーク ファッション

BEAMS OUTLET ビームス アウトレット ファッション

BLUE LABEL / BLACK LABEL　CRESTBRIDGE ブルーレーベル ／ ブラックレーベル・クレストブリッジ ファッション

ﾌﾞﾙｯｸｽﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ ブルックスブラザーズ ファッション

BC STOCK（JOURNAL STANDARD/EDIFICE IENA/SPICK&SPAN） ベーセーストック （ジャーナルスタンダード／エディフィスイエナ／スピックアンドスパン） ファッション

BOSS Outlet ボス アウトレット ファッション

Polo Ralph Lauren Factory Store ポロ ラルフ ローレン ファクトリー ストア ファッション

MITSUMINE ミツミネ ファッション

UNITED ARROWS LTD. OUTLET ユナイテッドアローズ アウトレット ファッション

Lee OUTLET リーアウトレット ファッション

LEVI' S FACTORY OUTLET リーバイスファクトリーアウトレット ファッション

店舗名 ヨミガナ 業種

UGG アグ 服飾雑貨

ACE BAGS&LUGGAGE エース バッグスアンドラゲージ 服飾雑貨

ORiental TRaffic OUTLET オリエンタルトラフィックアウトレット 服飾雑貨

crocs クロックス 服飾雑貨

GUNZE OUTLET グンゼアウトレット 服飾雑貨

kate spade new york ケイト・スペード ニューヨーク 服飾雑貨

COACH コーチ 服飾雑貨

ｺｰﾙﾊｰﾝ コールハーン 服飾雑貨

SeeP EYEVAN シープアイウ゛ァン 服飾雑貨

CITIZEN シチズン 服飾雑貨

STACCATO スタッカート 服飾雑貨

ｾｲｺｰ ｱｳﾄﾚｯﾄ セイコーアウトレット 服飾雑貨

CHARLES & KEITH チャールズアンドキース 服飾雑貨

TRIUMPH トリンプ 服飾雑貨

FILA/Op フィラオーピー 服飾雑貨

FEILER Factory Outlet フェイラーファクトリーアウトレット 服飾雑貨

Fukuske Outlet フクスケアウトレット 服飾雑貨

HAWKINS＆VANS　by ABC-MART ホーキンス アンド ヴァンズ バイ エービーシーマート 服飾雑貨

Michael Kors マイケルコース 服飾雑貨

ﾓｰﾀﾞ・ｸﾚｱ ｱｳﾄﾚｯﾄ モーダクレアアウトレット 服飾雑貨

REGAL FACTORY STORE リーガルファクトリーストア 服飾雑貨

Ray-Ban レイバン 服飾雑貨

Wacoal FACTORY STORE ワコール ファクトリーストア 服飾雑貨
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◆スポーツ/アウトドア 19 店舗 

 

◆生活雑貨・キッズ・飲食 9 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

ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ﾌｧｸﾄﾘｰｱｳﾄﾚｯﾄ アディダス ファクトリーアウトレット スポーツ/アウトドア

ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｺﾞﾙﾌ ﾌｧｸﾄﾘｰ ｱｳﾄﾚｯﾄ アディダスゴルフ ファクトリー アウトレット スポーツ/アウトドア

UNDER ARMOUR FACTORY HOUSE アンダーアーマーファクトリーハウス スポーツ/アウトドア

OAKLEY オークリー スポーツ/アウトドア

GARMIN ガーミン スポーツ/アウトドア

CANTERBURY  OUTLET カンタベリー アウトレット スポーツ/アウトドア

QUIKSILVER FACTORY OUTLET STORE クイックシルバーファクトリーアウトレットストア スポーツ/アウトドア

Columbia Sportswear コロンビアスポーツウェア スポーツ/アウトドア

ジュン＆ロペ ジュンアンドロペ スポーツ/アウトドア

ﾃｰﾗｰﾒｲﾄﾞ テーラーメイド スポーツ/アウトドア

デサント アウトレットストア デサント アウトレットストア スポーツ/アウトドア

ﾅｲｷ ﾕﾅｲﾄ ナイキ ユナイト スポーツ/アウトドア

new balance golf ニューバランス ゴルフ スポーツ/アウトドア

New Balance Factory Store ニューバランスファクトリーストア スポーツ/アウトドア

ﾋｭﾝﾒﾙ ヒュンメル スポーツ/アウトドア

ﾋﾞﾗﾎﾞﾝ ビラボン スポーツ/アウトドア

PUMA OUTLET プーマアウトレット スポーツ/アウトドア

Melangetop/ZOY FACTORY STORE メランジトップゾーイファクトリーストア スポーツ/アウトドア

モンベル モンベル スポーツ/アウトドア

店舗名 ヨミガナ 業種

KARE カレ 生活雑貨

ｻｰﾓｽ ｽﾄｱ サーモス ストア 生活雑貨

gelato pique cafe ジェラート ピケ カフェ 飲食

ｼﾙﾊﾞﾆｱﾌｧﾐﾘｰ森のお家／ｼﾞｸﾞｿｰﾊﾟｽﾞﾙのお店ﾏｽﾀｰﾋﾟｰｽ シルバニアファミリー森のお家／ジグソーパズル キッズ

Celule セルレ コスメ

ZWILLING/STAUB ツヴィリング・ストウブ 生活雑貨

ﾃﾝﾋﾟｭｰﾙ テンピュール 生活雑貨

BOTANIST Factory ボタニスト ファクトリー 生活雑貨/コスメ

ラルフズ コーヒー ラルフズ コーヒー 飲食


