
 - 1 -112 
 

 

２０１６年９月９日 

報道関係者各位 

イオンモール株式会社 

イオンリテール株式会社 

 

  ～ママが輝く 笑顔になる～ 

「イオンモール大和郡山」 

９月１６日(金) １０：００ 第２期リニューアルグランドオープン 
 

 イオンモール大和郡山（以下、「当モール」）では、夏の第１期と第２期を合わせ専門店全体の約

８５％の１４４店舗を刷新する、オープン以来初の大規模なリニューアルを実施し、この度リニ

ューアルグランドオープンを迎えます。 
 

■ リニューアルの特徴 

当モールは、２０１０年３月にオープンし満６年を迎えました。この間、大和郡山市や奈良市、

天理市をはじめ、京都府など県外からも多くのお客さまにご来店いただけるショッピングモール

として、ご愛顧いただいてまいりました。 

 

今回の第２期リニューアルでは、“ママが輝く、笑顔になる”のコンセプトに基づき、キッズ

向けのサービスを更に拡充します。また、ファミリーのお客さまからの要望の多かった玩具専門

店やペットショップ、カルチャースクールのほか、高感度のファッションやグッズ専門店を導入

します。さらに、１期リニューアルに引き続きグルメゾーンもさらに拡充し、既存店舗において

も４８店舗が改装を実施、合計８２店舗をリニューアル致します。 

 

なお、グランドオープン当日には、リニューアルを記念したオープニングセレモニーも実施し

ます。詳細については改めてご案内致します。 

 

■  リニューアルテーマ 
 

“ママが輝く 笑顔になる” 
〜家事も⼦育ても頑張るママ。こどもの笑顔が何よりの宝物〜 

 

 

 

■  リニューアル専門店数 
 

 新店 内、近畿初 内、奈良県初 移転 改装 合計 

１期 １８店舗 ５店舗 ８店舗 １０店舗 ３４店舗 ６２店舗 

２期 ２５店舗 ２店舗 ８店舗 ９店舗 ４８店舗 ８２店舗 

合計 ４３店舗 ７店舗 １６店舗 １９店舗 ８２店舗 １４４店舗 

※９月９日時点 
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■ 子育てママを応援する取り組み 

 

＜やまとっ子クラブカード会員システム＞ 

 ０歳～１２歳までのお子さまを対象とした会員サービスを新たに開始します。 

・ 館内で行われるキャラクターショーなどのイベントの他に、各専門店が行う店内イベントや

ワークショップに参加するとスタンプポイントが貯まり、一定数貯まると当モール限定グッ

ズが必ず当たるガチャポンにチャレンジいただけます。イベントに参加する“楽しさ”をさ

らにご提供します。 

・ お誕生月に対象専門店にてやまとっ子クラブカードをご呈示いただくと当モール限定オリジ

ナルバースデーバッジをプレゼントします。１歳から１２歳までの１２種類のバッジを集め

る楽しみ、将来の思い出作りへと繋がります。 

 

 

 

 

 

 

＜やまとっ子ひろば＞ 

 第１期リニューアルにてオープンのチームラボとコラボしたキッズパークに続いて、３Ｆ  

「ＡＳＢｅｅ Ｋｉｄｓ」前に新たに２歳までのお子さまを対象としたキッズパーク“やまとっ

子ひろば”を設置。金魚が泳ぐ池をモチーフにした遊び場には、クッション性の高い床マットを

使用し、１人歩きができるようになったばかりのお子さまでも安心して楽しくご利用いただけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

＜専門店スタッフ キッズおもてなしサポーター®導入＞ 

 当モールでは、専門店スタッフを対象に子育て世代のお客さまへのホスピタリティ強化を目的

とした教育研修を行い、修了したスタッフはキッズおもてなしサポーター®として認定しています。

現在は約１４０名の専門店スタッフが資格を取得しています。 

※資格を持ったスタッフは「キッズおもてなしサポーター®」バッジを付けています。 

 

 

 

 

 

 

見本 
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＜ベビールーム リニューアル＞ 

 各階のベビールームは、お子さま連れのお客さまにより快適にご利用いただくために、お子さま

向けのイラストを基調としたデザイン空間へ刷新します。ベビールーム内には体重計、身長計は

もちろん、清浄水・調乳用温水器のご用意もございますので離乳食などにもご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

＜専門店内 キッズスペースの充実＞ 

 お子さま連れのお客さまが快適にお買い物いただけるように、ファッションやサービスの専門店

を中心に約５０店舗に店内キッズスペースを導入します。アニメなどの放送の他に、おもちゃや

絵本、塗り絵など、それぞれの店舗で趣向を凝らしたお子さま向けのサービスをご提供します。 

 

＜レストラン・フードコート ファミリー向け新サービスの導入＞ 

・ 一部レストラン店舗ではお子さまランチ・メニューをご注文いただくと、うさぎかイルカの

２種類のデザインの型抜きでライスを提供するサービスや複数のキャラクタープレートを選

べるサービスを導入します。また、お子さまランチ・メニューも複数メニューご用意し、選

んでいただくことでお子さまの楽しみをそれぞれの店舗で充実させています。 

・ １期にリニューアルしたフードコートでは新たにお子さま連れのお客さまの料理を運んだり、

食器を返却する際に必要に応じてサポート※1 できるスタッフを配置し、快適にお食事いただ

ける環境を整備致します。 

※１：平日１１：００～１４：００のサービス提供となります。 

 

＜キッズ向け共通サービス＞ 

レストラン・カフェ店舗ではお子さまを対象とした「キッズ向け共通サービス」を１期リニュ

ーアルより開始しています。２期のリニューアルでは対象店舗を拡大し、小さいお子さま連れの

ご来店でもより安心してご利用いただけます。 

 

キッズ向け共通サービス一覧 

・離乳食温め用お湯のご提供 ・キッズメニュー ・アレルギー対応表 ・ベビーカー置き場 

・キッズチェアー設置 ・絵本 ぬり絵サービス  

 

＜なら子育て応援団＞ 

当モールでは、県が発行する「子育てカード」サービス対象店に、奈良県内最多となる８５店

舗が加盟しています。今後も、子育てをしている親御さまを対象としたサービス導入の店舗を拡

大し、ファミリーにより優しいモールをめざして参ります。 
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■ 大和郡山名産・金魚とのコラボ 

 

 イオンモール大和郡山では、地域のみなさまと共に、「金魚」に関する様々な取り組みを通じて、

大和郡山市が掲げる「平和のシンボル、金魚が泳ぐ城下町」の実現に貢献してまいります。 

 

＜大和郡山の伝統工芸・赤膚焼を用いた金魚プレートの展示＞ 

 ３Ｆフードコート～スタジオアリスにかけての通路を「金魚小路(こみち)」と称し、壁面には

赤膚焼窯元 小川二楽先生のご指導のもと、地域のお子さまが金魚をデザインした１６５枚の大和

郡山の伝統工芸・赤膚焼※2プレートを展示しています。是非ご覧ください。 

※２：遠州七窯のひとつで、肌色がかった陶器に乳白色の釉薬が掛けられ、素朴な味わいの焼きあがりが特徴のひとつの焼物。 

 

 

 

 

 

 

＜金魚モニュメント＞ 

 これまで館内に設置していたイオンモール大和郡山名物の金魚モニュメント「きんぎょちゃん」

に新たに２匹の仲間が加わります。新しく誕生した２匹の「きんぎょちゃん」を加えた「新・き

んぎょちゃんファミリー」は、９月１６日のオープンセレモニーにおいてお披露目します。 

それぞれの「きんぎょちゃん」は季節に応じた装飾を施す予定です。季節や祭事に合わせたカラ

フルな「きんぎょちゃん」たちに是非ご期待くださいませ。 

 

＜館内装飾＞ 

 バスロータリーには四季に合わせてライトアップする「金魚提灯」や、館内の「ＢＩＧ金魚バ

ルーン」、２Ｆ・３Ｆのブリッジには金魚と大和郡山城の桜をモチーフにしたカッティングシート

など大和郡山の「金魚」「城下町」の様々な雰囲気を館内にいながらも楽しんでいただけます。 
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■ 専門店リニューアルの特徴 

＜大型店舗＞ 

学びに触れる知育玩具や話題のおもちゃなど、お子 

さまを中心に３世代でお楽しみいただける新タイ 

プのおもちゃ専門店「モントイズ※３」が近畿初出店 

します。 

 

 

 

 

 

楽しみながら学べる幅広い品揃えの知育玩具を集めたコーナーや、人気のキャラクターから大

人が楽しめる玩具までを揃えているほか、たくさんのおもちゃを体験できる“タッチ＆トライ”

のコーナーも充実しています。こどもの心と創造力を伸ばす知育玩具や、憧れのヒーロー・ヒロ

インキャラクターになりきれるキャラクター玩具など、山のようにおもちゃが揃い、こどもも大

人も楽しく過ごせるエリアが大和郡山にデビューします。 

また、サンリオやディズニー、リラックマなどのキャラクターを集めたかわいいファンシー雑

貨のコーナーもあります。 

さらに、キャラクターステージショー、人気のヒロインに変身できるなりきり撮影会やおもち

ゃの体験会などのイベントも定期的に実施いたします。 

※３：仏語のモンターニュ（山）×英語のトイ（おもちゃ）の造語。 

なお、「モントイズ」内に「 cafe
カ フ ェ

 moriccha
も り っ ち ゃ

大和郡山店 」をオープンいたします。 

「cafe
カ フ ェ

 moriccha
も り っ ち ゃ

」は２０１５年６月に第１号店となる「cafe
カ フ ェ

 moriccha
も り っ ち ゃ

赤羽店（東京都）」を

オープンして以来、お子さまを遊ばせながらゆっくりくつろげるカフェとして、子育て中のお母

さまたちに大変ご好評をいただいている複合カフェです。 

３号店となる当施設は、西日本で初の出店になります。初の試みとして“トイカフェ” の機能

を備え、「モントイズ」で人気のおもちゃを実際に手に取って遊んでいただくことが出来ます。４

６席とともに、美味しいコーヒーと、お子さまの遊び場があるくつろぎと楽しさの空間をご用意

いたします。さらに店内に併設しているパーティールームでは“ママ友会”“お誕生日会”の会場

としてご利用いただけます。 
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・ペットの気持ちを理解するための知識と愛情を持った高品質なサービスをご提供する「ＰｅＴ

ｅＭｏ」が出店。奈良県最大級の室内ドッグランも完備し、ねこちゃん専門売り場「キャット

コレクション」も展開します。オープニングイベントにはＣＭなどで話題のネコ・ふてにゃん

こと「春馬くん」も登場します。 

 

・“いつものイオンでならいごと”「イオンカルチャー」が展開します。エイベックスがプロデュ

ースするダンススクール「ａｖｅｘ Ｄａｎｃｅ Ｍａｓｔｅｒ」や近畿初登場の０歳から始め

られるミュージック＆ダンスプログラム「ｂａｍｂｅａｔ！」をはじめとした充実のプラグラ

ムメニューを揃えています。 

 

＜ファッション＞ 

・ 奈良県初出店として２０００円～３０００円台の価格を中心とした大人女性向けのカジュア

ルブランド「ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＨＯＬＩＣ」、プチプラトレンドアイテムを中心に扱うレデ

ィースブランド「ＨＥＡＲＴ ＭＡＲＫＥＴ」が出店致します。 

・ メンズ、レディスファッションの他にスタイリッシュな家具や生活雑貨までを取り扱う    

「ｎｉｋｏ ａｎｄ．．．」が約１４０坪の関西最大級の売り場面積で出店致します。 

・ ファミリー向けのファッションの拡充として、ベーシックからトレンドまでジーニングカジ

ュアルを提案する「Ｒｉｇｈｔ－ｏｎ」、フレンチテイストのおしゃれでかわいいレディス＆

キッズストア「ＨＵＳＨＵＳＨ」が出店します。 

・ １９９２年に大和郡山市内に「ＧＥＯ」１号店として出店した、デニムを主軸に圧倒的な商

品量が揃うカジュアルセレクトショップ「ＧＥＯＧＲＡＰＨＹ」が６年ぶりに大和郡山に出

店します。 

 

＜雑貨・服飾＞ 

・ 「スイマー」は、乙女ゴコロをくすぐるポップでキュートな雑貨ブランドで、毎週新商品を

発売する奈良県初の専門店。また、初心者にやさしい帽子専門店「１４＋」も奈良県初出店。

帽子になじみのないお客さまにも気軽に帽子をお楽しみいただけるように、統一価格でご提

供します。 

 

＜グルメ・食物販＞ 

・ 奈良県初出店となる土佐料理の専門店「龍神丸」が出店します。店頭で焼き上げる「わら焼

き鰹」は、ライブ感たっぷりで迫力満点です。特に土佐料理ならではの塩たたきがおすすめ。

新鮮で豪快な土佐の漁師飯がお楽しみいただけます。 

・ 近畿初の形態となるサンクゼールと久世福商店の２ブランドが同スペースにオープン。長野

で作った自社製造のワイン、ジャム、ソースを中心に取り揃えているサンクゼールと、日本

のおいしい食材を取り揃えた久世福商店でお気に入りの食材が見つかります。 

・ ベルギーを代表するチョコレートブランド「ゴディバ」が登場します。定番のコレクション

をはじめ、季節限定のコレクションや焼き菓子、チョコレートドリンクの『ショコリキサー』

など、上質で味わい深いチョコレート製品を展開。明るい店内では、贈答用からご自宅用ま

で、ご用途に応じ、様々なラインナップをゆっくりとお選びいただけます。 
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「大和郡山 Cafe  」

【核店舗「イオン大和郡山店」の特徴】 

 

核店舗のイオン大和郡山店では、「ファミリーに愛され、『また来たくなる』、『ほしいもの、し

たいことが見つかる』、居心地の良い空間を創造する。」をコンセプトに、地域の魅力を再発見出

来るお店を目指します。 

 

【１階 食品ゾーン】 

 

 

 

 

・お客さまに楽しくゆったりと過ごせる心地良い 

空間を提供するため、直営１Ｆ入口に約１００ 

席のあるイートインコーナー「大和郡山Ｃａｆ 

ｅ」をオープンし、『くつろぎと食の空間』を 

創造します。焼き立てピザ、パスタ、クレープやアイスバーなど、また、キッチンオリ 

ジンで「うどん」も初導入します。食事をするのはもちろんのこと、お買い物の安らぎ 

のひとときもご提供いたします。ご家族・ご友人・お一人様、様々なシーンにお使いい 

ただけるシートタイプをご用意します。 

 

・銘店コーナーでは、地元の「歌藤旅館」、「千寿
せんじゅ

 

庵
あん

吉宗
よしむね

」を始め、新規の取り扱いとして米菓と 

和菓子のお店「満果惣
まんかそう

」を導入し、お中元やお 

歳暮などのお客さまのギフト需要にお応えし 

ます。 

・スイーツでは、大変人気の「ベイクドマジッ 

 ク」、「アントステラ」を新規導入し、ご贈答用 

だけでなくご家庭への手土産としても、充分お 

喜び頂ける商品ラインナップをご提案します。 

 

【１階 ＨＢＣゾーン】 

・お客さまの健康生活のサポート提案として、ナ 

チュラル＆オーガニックコーナーが誕生しま 

す。こだわりぬいた素材の心地よさ、赤ちゃん 

から大人用まで幅広いコスメブランドが勢揃 

いしました。 

 

・石鹸屋さんの自家製せっけん「ＭＡＲＣＨＥ Ｖ 

ＯＮ（マルシェボン）」、スキンケアに最適で希少な馬油の実を使用したこだわりの「横 

浜馬油商店」、オーガニックハーブや精油のある生活を提案する「ハーブのある暮らし」、 

高品質のエッセンシャルオイルの「生活の木」などを新しく取扱いします。 
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【２階 衣料品ゾーン】 

・レディースコーナーでは、「自然のままの優しいく 

らし」をコンセプトに、環境にやさしい素材を使 

ったレディースショップ「セルフサービス」を新 

しく導入します。「ペルソディア」、「トップバリュ 

コレクション」とともにヤングテイストのファッ 

ションを大きく提案します。 

 

・ミセスファッションコーナーでは、「ゴールデンベア」、「里麻」、「ジュンコシマダパート 

２」など、魅力あるショップを取り揃えます。大きいサイズコーナーも、売場中央でさ 

らに拡大することで、より見やすく、買いやすく、選びやすい売場になります。 

 

・メンズコーナーではブランドショップの「ゴールデンベア」、「インスパイア」、「セルジ 

オタッキーニ」などの人気のブランドショップを取り揃えます。服飾売場も雑貨を増や 

しより魅力のあるコーナーになります。 

 

・服飾コーナーでは、グリーン・和雑貨など、つい目を引いてしまう、つい買いたくなってしま

う商品を売場の正面に配置します。商品を手にとっていただきゆっくりご覧になっていただけ

る売場になります。時計売場も新しく導入しワンランク上の腕時計も購入いただけるようにな

ります。 

 

【３階 キッズゾーン】 

・ベビー売場では、お孫さんへお知り合いの方へ贈りもの 

としてもご利用いただける商品を取り揃えた「ベビーポ 

ケット」のコーナーを新しく導入しました。さらにベビ 

ーカー、チャイルドシートなどの商品もさらに充実させ、 

より魅力ある売場になります。 

 

・子供売場には、「ムージョンジョン」、「ブランシェス」 

のブランドコーナーをご用意し、より楽しく、魅力ある 

売場になります。 

 

・「クツラ」（子供靴）売場も、３階のキッズコーナーに新設しました。今まで取り扱ってなかっ

たアディダスやナイキ、プーマのスポーツシューズも取り扱います。 

 

・ランドセルもキッズコーナーで、１年を通して取扱いを始めます。いつでもご覧になっていた

だけ、お買い上げできるようになります。 

３階にはキッズ関連の商品がすべて集合し、より買いやすい売場になります。 
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【３階 住まいと暮らしのゾーン】 

「もっと素敵に、快適に」、「毎日の暮らし、光り輝く」 

・寝具コーナーでは、“快適な眠り”を提供するため人気の 

イタリア製マットレス「マニフレックス」を中心に、実際 

に寝心地をお試しいただきながら選べるコーナーを設置 

いたします。また、枕でもお試しコーナーを設置し、カス 

タム商材を取り揃えます。 

・リビングのコーナーでは、国産タオルを充実し、名入れサービスも導入して贈答用に対 

応します。また、スタイリングファニチャー、オーダーカーテンを新規に展開します。 

 

・ダイニングの包丁コーナーでは、関孫六をはじめとした、 

地域最大の包丁売場を展開します。海外ブランド調理用品 

やワイングラスをはじめ、こだわりの商品を幅広く取り揃 

えます。 

お箸では、日本で有数の福井県小浜の箸ブランド「兵
ひょう

左
さ

 

衛門
え も ん

」と「一双
いっそう

」を導入します。その場でお名前をお入れ 

するなど贈答用としてもご利用いただけます。 

 

・ステーショナリー売場では、学童文具から、女子文具コー 

ナー「ｉ－ＲＡＳＨＩＫＵ(アイラシク）」、大人の書斎や 

地元奈良の筆専門メーカーの「あかしや筆」まで、充実した商品ラインナップを取り揃 

え、お客さまのあらゆるニーズに対応いたします。 

 

・デジタルのコーナーでは、今話題の「イオンの格安スマホ」に加え、ａｕ、ＳｏｆｔＢ 

ａｎｋ、ｄｏｃｏｍｏなどのキャリア携帯の取り扱いを開始し、更に、スマホアクセサ 

リーを豊富にご用意する「イオンニューコム」をオープンします。 

 

＜暮らしのサポートコーナー＞ 

・家事代行サービスなど、快適な暮らしを幅広くサポート 

する「暮らしのサポートコーナー」を新たに展開します。 

また、店内に設置されている専用のタブレットを使い、 

売場にない商品をご注文できる新しい形のサービス、「タ 

ッチゲット」の導入による「Ｓｉｍａｏ！ ｋｕｔｕｒｏ 

ｇｏ」コーナーを構築し、お客さまのお買い物の選択肢 

を広げていきます。 
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■施設概要 

 

所 在 地 ：  〒６３９－１１０１ 奈良県大和郡山市下三橋町７４１ 

電話番号 ：  ０７４３－５２－６８００（代表） 

責 任 者 ：  イオンモール大和郡山 ゼネラルマネージャー 田中 和夫 

Ｈ  Ｐ ：  http://yamatokoriyama-aeonmall.com/ 

専門店数 ：  約１７５店舗 

核 店 舗 ： イオン大和郡山店 

サブ核店舗 ： Ｊｏｓｈｉｎ・スポーツミツハシ・モントイズ・喜久屋書店・ユニクロ 

敷地面積 ：  約１６６,０００㎡ 

延床面積 ：  約１１２,０００㎡ 

総賃貸面積 ：  約 ６７,０００㎡ 

駐車台数 ：  約  ４,１００台 

駐輪台数 ：  約  １,３００台 

従業員数 ：  約  ２,５００名 

営業時間 ： 

        専 門 店 １０：００～２２：００（一部店舗を除く） 

        １Ｆ レストラン街 １０：００～２３：００（一部店舗を除く） 

      イオン大和郡山店  ８：００ ～ ２３：００（※１Ｆ食品売場） 

           ９：００ ～ ２２：００（※２Ｆ、３Ｆ） 

      シネマサンシャイン大和郡山  ９：００～２４：００（作品により異なる） 

休 業 日 ：  年中無休 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件についてのお問い合わせ窓口】 

イオンモール株式会社   イオンモール大和郡山 担当：盛/工藤  TEL：０７４３-５２-９２１１ 

イオンリテール株式会社 近畿北陸カンパニー 広報：山口/秦（シン）TEL：０６－６４５７－６１１５ 

 

 

http://yamatokoriyama-aeonmall.com/
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＜イオンモール大和郡山 リニューアル店舗＞ 

【１階：新規１２店舗 移転１店舗 改装２４店舗 】 

新規店舗 
番号 店名 業種 近畿初 奈良県初 開店日 

1 ﾍﾟｯﾄﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ ﾍﾟｯﾄｳｪｱ・ｸﾞｯｽﾞ     9月 16日(金) 

2 ﾜﾝｽﾞﾃﾗｽ ｲﾝﾃﾘｱ雑貨     9月 16日(金) 

3 ｺｰﾅｰｽﾞ ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ     9月 16日(金) 

4 ﾆｺ・ｱﾝﾄﾞ ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ     9月 16日(金) 

5 ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ ﾁｮｺﾚｰﾄ     9月 16日(金) 

6 ｻﾝｸｾﾞｰﾙ/久世福商店 ﾜｲﾝ・ｼﾞｬﾑ/和食材 ○   9月 16日(金) 

7 Charlotte ﾚﾃﾞｨｽｼｭｰｽﾞ   ○ 9月 16日(金) 

8 ｱﾒﾘｶﾝ・ﾎﾘｯｸ ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ   ○ 9月 16日(金) 

9 ｼﾞｪｵｸﾞﾗﾌｨｰ ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ     9月 16日(金) 

10 ｸﾞﾚｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪ     9月 16日(金) 

11 龍神丸 土佐料理   ○ 9月 16日(金) 

12 ﾍﾟｯﾄ専門店 PeTeMo ﾍﾟｯﾄ     9月 16日(金) 

      
移転店舗 

番号 店名 業種 開店日 

1 ﾛｰﾘｰｽﾞﾌｧｰﾑ ﾚﾃﾞｨｽ 8月 26日(金) 

      
改装店舗 

番号 店名 業種 開店日 

1 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 9月 10日(土) 

2 ｱﾓｽﾀｲﾙ ｲﾝﾅｰ 9月 16日(金) 

3 any SiS ﾚﾃﾞｨｽ 9月 7日(水) 

4 INGNI ﾚﾃﾞｨｽ 9月 16日(金) 

5 ﾗｼｭｯﾄﾞ ﾚﾃﾞｨｽ 9月 16日(金) 

6 ｼﾞｭｴﾘｰ KANDA ｼﾞｭｴﾘｰ 9月 16日(金) 

7 ﾌｫﾙﾑ ﾚﾃﾞｨｽ 8月 25日(木) 

8 無印良品 生活雑貨 9月 16日(金) 

9 ｼﾞｭｴﾘｰﾂﾂﾐ ｼﾞｭｴﾘｰ 9月 16日(金) 

10 ｴｽｴｲ歯科医院 歯科医院 9月 16日(金) 

11 日本旅行 ﾄﾗﾍﾞﾙ 9月 8日(木) 

12 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾙﾋﾞｰ ｻｰﾋﾞｽ 9月 16日(金) 

13 ｻﾞ･ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ 自然派化粧品 9月 16日(金) 

14 FLAXUS ﾚﾃﾞｨｽ 8月 29日(月) 

15 PLST ﾚﾃﾞｨｽ 9月 16日(金) 

16 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟ ﾊﾋﾟﾈｽ ｲﾝﾎﾟｰﾄ・生活雑貨 9月 16日(金) 

17 a.v.v noble ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ 9月 16日(金) 

18 ｶﾌﾟﾘﾁｮｰｻﾞ ｲﾀﾘｱﾝ 9月 11日(日) 

19 清修庵 和食 9月 16日(金) 

20 ｼｬﾄｰﾄﾞｰﾙ ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪ 9月 16日(金) 

21 かつ楽 とんかつ 9月 16日(金) 

22 ﾏｼﾞｯｸﾐｼﾝ 洋服のお直し 9月 16日(金) 

23 ﾘｱｯﾄ 靴修理・合鍵 9月 16日(金) 

24 ｶﾒﾗのｷﾀﾑﾗ 写真・証明写真 9月 9日(金) 

 

【２階：新規５店舗 移転２店舗 改装１８店舗】 

新規店舗 
番号 店名 業種 近畿初 奈良県初 開店日 

1 ｽｹｯﾁｬｰｽﾞ ｼｭｰｽﾞ   ○ 9月 16日(金) 

2 ﾊｰﾄﾏｰｹｯﾄ ﾚﾃﾞｨｽ   ○ 9月 16日(金) 

3 ﾊﾟﾘｽｼﾞｭﾘｴｯﾄ ｲﾝﾃﾘｱ雑貨     9月 16日(金) 

4 QB ﾊｳｽ 美容室     8月 15日(月) 

5 ﾓﾝﾄｲｽﾞ 玩具 ○   9月 16日(金) 
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移転店舗 
番号 店名 業種 開店日 

1 AB ｽﾄｱ ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ関連商品 9月 1日(木) 

2 ｺﾝﾌｫｰﾑ･ｲﾙｽﾞ ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ 9月 8日(木) 

      
改装店舗 

番号 店名 業種 開店日 

1 ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ ｶﾌｪ 9月 16日(金) 

2 ikka ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ 9月 16日(金) 

3 AIGAN ﾒｶﾞﾈ・補聴器 9月 16日(金) 

4 ﾌﾞﾘｯｸﾊｳｽ ｼｬﾂ工房 ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ 9月 16日(金) 

5 ｱﾅﾋｰﾀｽﾄｰﾝｽﾞ 天然石・ｱｸｾｻﾘｰ 9月 16日(金) 

6 cepo STATICE ﾚﾃﾞｨｽ 8月 11日(木) 

7 tutuanna 靴下・ｲﾝﾅｰ 9月 16日(金) 

8 SM2 keittio ﾚﾃﾞｨｽ･ｷｯｽﾞ 9月 16日(金) 

9 ﾍﾞﾙ ﾙﾐｴｰﾙ ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ 8月 19日(金) 

10 SpRay PREMIUM ﾚﾃﾞｨｽ 9月 2日(金) 

11 ﾗﾝｼﾞｪﾉｴﾙ ｲﾝﾅｰ 9月 16日(金) 

12 Seria 100円ｼｮｯﾌﾟ 9月 16日(金) 

13 Bean's ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ 9月 9日(金) 

14 ｻｯｸｽﾊﾞｰ ﾊﾞｯｸﾞ 9月 16日(金) 

15 THE SHOP TK ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ 9月 2日(金) 

16 小学館の幼児教室 ﾄﾞﾗｷｯｽﾞ 幼児教室 9月 16日(金) 

17 佐川急便ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰ 宅急便 9月 16日(金) 

18 ここにーた 占い 8月 11日(木) 

 

【３階：新規８店舗 移転６店舗 改装６店舗】 

新規店舗 
番号 店名 業種 近畿初 奈良県初 開店日 

1 ｲﾁﾖﾝﾌﾟﾗｽ 帽子   ○ 9月 16日(金) 

2 ﾗｲﾄｵﾝ ﾌｧﾐﾘｰ     9月 16日(金) 

3 ﾊｯｼｭｱｯｼｭ ﾚﾃﾞｨｽ･ｷｯｽﾞ     9月 16日(金) 

4 ｲｵﾝｶﾙﾁｬｰ ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ   ○ 11月 1日(火) 

5 ﾌﾟﾁﾏｲﾝ ｷｯｽﾞ     9月 16日(金) 

6 ﾊﾟｿｺﾝｽｸｰﾙｱﾋﾞﾊﾞ/資格ｽｸｰﾙ大栄 ﾊﾟｿｺﾝ/資格ｽｸｰﾙ     9月 16日(金) 

7 ﾗﾌﾞﾄｷｼｯｸ ﾃｨｰﾝｽﾞ     9月 16日(金) 

8 ｽｲﾏｰ ﾊﾞﾗｴﾃｨ雑貨   ○ 9月 16日(金) 

      
移転店舗 

番号 店名 業種 開店日 

1 GU ﾌｧﾐﾘｰ 9月 16日(金) 

2 ｺﾑｻｲｽﾞﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 9月 16日(金) 

3 ﾀｶｷｭｰ ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ 9月 9日(金) 

4 BELLE MAISON ﾚﾃﾞｨｽ･ｷｯｽﾞ 9月 9日(金) 

5 蔵の助 ﾚﾃﾞｨｽ･ﾒﾝｽﾞ 8月 6日(土) 

6 ﾏｻﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝ おもちゃの森 ﾊﾞﾗｴﾃｨ雑貨 8月 27日(土) 

      
改装店舗 

番号 店名 業種 開店日 

1 ASBee ｼｭｰｽﾞ 9月 16日(金) 

2 ﾏｰｷｰｽﾞ ｷｯｽﾞ 9月 3日(土) 

3 natural craft ﾒﾙｼｰ 手芸雑貨 8月 19日(金) 

4 BERRY KISS ｷｯｽﾞ 9月 3日(土) 

5 楽市楽座 ｱﾐｭｰｽﾞ 8月 7日(日) 

6 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 携帯電話 9月 1日(木) 

 


