
  

  

【イオンモール白山 専門店一覧】 

 
 

北陸初（新業態含）： ５６店舗、石川県初： ２２店舗、地元企業： ４８店舗  
・北陸：石川県・富山県・福井県の３県 
・地元企業：石川県に本社を持つ企業   

 ・店名・業態および本資料については、７月１３日現在のため変更となる場合がございます。 
 

 

１Ｆ 

ＮＯ． 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

１ ユニクロ （２０２１年秋） レディス・メンズ・キッズ    

２ ジーユー （２０２１年秋） レディス・メンズ・キッズ    

３ 
Ｍａｉｓｏｎ ｄｅ ＣＡＬＮＥ （２０２１年秋） レディス・メンズ・キッズ・イン

テリア・服飾雑貨 
新業態  ○ 

４ ベイフロー レディス・メンズ・キッズ・雑貨  ○  

５ トミーヒルフィガー レディス・メンズ    

６ ピースパーク レディス・メンズ  ○  

７ ラコステ レディス・メンズ   ○ 

８ ハミルトンエッセンス レディス ○   

９ イェッカヴェッカ レディス ○   

１０ ガルン レディス ○   

１１ フェンネル レディス ○   

１２ マーサプレミアムガーデンプレイス レディス  ○  

１３ バブーシュカ レディス  ○  

１４ ＨＵＬＬＥ レディス・メンズ・シューズ    

１５ ヌーヴェルバーグ レディス    

１６ チャオパニックティピー レディス・メンズ・キッズ・雑貨 ○   

１７ ラコレ レディス・メンズ・雑貨  ○  

１８ ニコアンド レディス・メンズ・雑貨・カフェ    

１９ リネーム レディス 〇   

２０ ダブルエーオリエンタルトラフィック 靴  ○  

２１ ABURAYA 鞄    

２２ ｂｒｉｗｎ 帽子・鞄・メンズ 新業態   

２３ エルサカエ 宝飾    

２４ ミルフローラ 宝飾    

２５ アネラ レディス・メンズ・エスニック雑貨    

２６ スリーリトルソングバーズ 生活雑貨 ○   

２７ ワンズテラス 生活雑貨    

２８ ビューティーライフトーキョー 生活雑貨 新業態  ○ 

２９ アフタヌーンティー・ホーム＆リビング 生活雑貨    

３０ フライングタイガーコペンハーゲン ライフスタイル雑貨 ○   
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１Ｆ つづき 

ＮＯ． 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

３１ ＰＬＡＺＡ コスメ・雑貨    

３２ ブランドショップ ハピネス インポート雑貨    

３３ ティファールストア 調理器具・家電 ○   

３４ 花と緑の雑貨屋さん nicoco 生花・雑貨    

３５ ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 書籍・雑貨・文具  ○  

３６ イオンバイク 自転車    

３７ ＮＩＳＳＡＮ カーディーラー   ○ 

３８ ラフィネ リラクゼーション    

３９ 日本ツアーシステム 旅行代理店   ○ 

４０ リアット！ リペア    

４１ Ｃ smart Apple 専門店 ○   

４２ ヤングドライ クリーニング    

４３ ＨＡＮＡＢＵＳＡ DAY’Ｓ 美容室   ○ 

４４ 宝くじチャンスセンター 宝くじ    

４５ イオンモール白山内郵便局 郵便局    

４６ 北國銀行  ＡＴＭ   ○ 

４７ 北陸銀行  ＡＴＭ    

４８ ＪＡ松任  ＡＴＭ   ○ 

４９ 北陸労働金庫  ＡＴＭ   ○ 

５０ イオン銀行 ＡＴＭ    

５１ スターバックスコーヒー カフェ    

１Ｆ 食物販ゾーン 「白山マルシェ」 

５２ カルディコーヒーファーム グロッサリー    

５３ 久世福商店 グロッサリー   ○ 

５４ 北海道うまいもの館 グロッサリー  ○ ○ 

５５ 肉匠かみむら 精肉 ○   

５６ 大口水産 鮮魚   ○ 

５７ ＦＲＥＳＨ Ｍａｒｔ３６５ 野菜 ○   

５８ 菜香楼 中華   ○ 

５９ ゴディバ チョコレート    

６０ SHIRAYAMA SWEETS FACTORY 和洋菓子 新業態  ○ 

６１ DOLCE＆MARCO アップルパイ ○   

６２ ルピシア お茶    

６３ ハートブレッドアンティーク ベーカリー ○   
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１Ｆ レストラン 「グランシェフズキッチン」 

ＮＯ． 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

６４ 学生のパン屋さん ベーカリー 新業態  ○ 

６５ イル・ケェッチァーノ イタリアン 新業態   

６６ らはさか 和食 新業態   

６７ 招龍亭 中華   ○ 

６８ カフェ ドゥ アッシュ スイーツ・カフェ   ○ 

６９ イル・ド・レ フレンチ ○   

１Ｆ フードホール 

７０ FOOD HALL LOKU  フードホール 新業態  ○ 

２Ｆ 

７１ アナップ レディス・ジュニア・キッズ ○   

７２ tiptop＋pocket レディス ○   

７３ ロデオクラウンズワイドボウル レディス・メンズ・キッズ ○   

７４ ムルーア レディス ○   

７５ オムネス レディス ○   

７６ オッズオンコンプレックス レディス    

７７ アクシーズファム レディス・キッズ    

７８ アメリカンホリック レディス    

７９ ロペピクニック レディス    

８０ アズールバイマウジー レディス・メンズ    

８１ SM2 keittio レディス    

８２ アースミュージック＆エコロジー レディス    

８３ ローリーズファーム レディス    

８４ LIPS TOKYO レディス ○   

８５ ドラッグストアーズショップ レディス    

８６ グローバルワーク レディス・メンズ・キッズ    

８７ ウィゴー レディス・メンズ    

８８ グラニフ レディス・メンズ    

８９ a.v.v レディス・メンズ    

９０ スタディオクリップ レディス・雑貨    

９１ ディスコート レディス・メンズ・雑貨  ○  

９２ ジェニィ ジュニア    

９３ チュチュアンナ グランデ インナー・靴下 ○   

９４ エメフィール インナー    

９５ アモスタイルバイトリンプ インナー    

９６ きものやまと 呉服    

９７ 靴下屋 靴下   ○ 
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２F つづき 

NO. 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

９８ アスビー 靴    

９９ 
ABC-MART SPORTS/ 

Charlotte by ABC-MART 

スポーツウェア・靴 
 ○  

１００ ビジュラポール アクセサリー   ○ 

１０１ ボーパレ アクセサリー    

１０２ Ｚｏｆｆ Ｍａｒｃｈｅ 眼鏡    

１０３ ジンズ 眼鏡    

１０４ マイスターウォッチサカモト 時計   ○ 

１０５ サックスバー 鞄    

１０６ チェルシーニューヨーク ライフスタイル雑貨   ○ 

１０７ マイシングスバイキートス 生活雑貨   ○ 

１０８ サンキューマート 390 円均一  ○  

１０９ デコホーム インテリア雑貨    

１１０ B-DESIGN home 寝具・枕     ○  

１１１ エフプレミアムプラザ 家庭用治療器  ○  

１１２ ウエルシア コスメ・ドラック    

１１３ ルネファミーユ コスメ   ○ 

１１４ ＳＳＳ COSMETICS コスメ ○   

１１５ カラースタジオ コスメ ○   

１１６ SUGAR HIGH！ ステーショナリー・コスメ ○   

１１７ GO‘ON 靴 ○   

１１８ OJICO レディス・メンズ・キッズ   ○ 

１１９ 
ａｎｔｏｌ ＴＯＹＯ ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＹＬＥ ＳＨＯＰ インテリア 新業態  ○ 

１２０ ＪＴＢ 旅行代理店    

１２１ ＡＢＣクッキングスタジオ 料理教室    

１２２ マジックミシン 洋服のお直し    

１２３ ヘアカラー専門店 fufu ヘアカラー    

１２４ カーブス フィットネス    

１２５ カラダファクトリー 整体 ○   

１２６ スタジオアリス 写真スタジオ    

１２７ イオン銀行 銀行  ○  

１２８ スピードジョブズ 求人案内   ○ 

１２９ 北國新聞文化センター カルチャーセンター   ○ 

１３０ ジュエルカフェ 買取  ○  

１３１ ジョーシン 家電    

１３２ スーパースポーツゼビオ スポーツ用品    

１３３ ナナズグリーンティー カフェ  ○  

１３４ ブージュルード レディス ○   

１３５ ミセル セルフエステ ○   
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２Ｆ レストラン「FOOD STREET」 

ＮＯ． 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

１３６ もりもり寿し 寿司   ○ 

１３７ グリル蔵敷 ハンバーグ ○   

１３８ 串揚げビュッフェ 串膳 串揚げ  ○  

１３９ とんかつ八鼓  とんかつ 新業態   

１４０ 特急焼肉 蔵 焼肉   ○ 

１４１ カプリチョーザ イタリアン    

１４２ 穂のしずく  和食 新業態  ○ 

１４３ みつばちかふぇ＆キッチン  カフェ 新業態  ○ 

１４４ そば処 花凛 そば  ○ ○ 

１４５ 麵屋 人とひと ラーメン 新業態  ○ 

１４６ 小籠包と担々麺 鼎’s 小籠包・中華 新業態  ○ 

１４７ イタリアンキッチン バンサン イタリアン  ○ ○ 

１４８ うなぎの中庄  うなぎ ○   

１４９ 千房 お好み焼き   ○ 

 

３F 

NO. 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

１５０ ライトオン レディス・メンズ・キッズ    

１５１ ハニーズ レディス    

１５２ coca レディス・メンズ ○   

１５３ プティマイン キッズ    

１５４ ベリーキッス キッズ    

１５５ ビーンズラボ レディス・メンズ ○   

１５６ LA.DEPO ライフスタイル雑貨   ○ 

１５７ サード アクセサリー    

１５８ ＯＷＮＤＡＹＳ/補聴器ブルーム 眼鏡・補聴器    

１５９ ハートアップ コンタクトレンズ    

１６０ タイムステーション NEO 時計 ○   

１６１ ヨギボーストア インテリア雑貨    

１６２ ヴィレッジヴァンガード 書籍・雑貨    

１６３ パセリハウス バラエティ雑貨    

１６４ ダイソー １００円均一    

１６５ スリーコインズプラス ３００円均一    

１６６ エービーストア 携帯電話アクセサリー  ○  

１６７ ドクターエア 美容健康器具 ○   

１６８ ハイドアンドシーク 服飾・生活雑貨 ○   

１６９ ノーティアム 鞄    

１７０ ムラサキスポーツ アクションスポーツ    

１７１ ＱｕＱｕ レディス・メンズ・雑貨 ○   
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３Ｆ つづき 

NO. 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

１７２ 手芸センタードリーム 手芸用品 ○   

１７３ ペテモ ペット    

１７４ カプセルラボ カプセルトイ ○   

１７５ MPC楽器センター白山 楽器、音楽教室    

１７６ ドコモショップ 携帯電話   ○ 

１７７ au ショップ 携帯電話   ○ 

１７８ ソフトバンク 携帯電話   ○ 

１７９ ＵＱスポット 携帯電話   ○ 

１８０ 保険クリニック 保険    

１８１ 保険見直し本舗 保険    

１８２ ほけんの窓口 保険   ○ 

１８３ 銀座グラティア・ラココ エステ    

１８４ ハクジュプラザ 健康器具    

１８５ スーモカウンター 住宅相談    

１８６ セイハ英語学院 こども英語教室    

１８７ そろばん教室 88 くん そろばん教室    

１８８ 白山ひかり眼科 眼科    

１８９ 果汁工房 果琳 フルーツジュース    

アミューズメント 

１９０ イオンシネマ シネマ    

１９１ MIRAINO  アミューズメント 新業態   

フードコート「FOOD FOREST」 

１９２ マクドナルド ハンバーガー    

１９３ ミスタードーナツ ドーナツ   ○ 

１９４ サーティワンアイスクリーム アイスクリーム   ○ 

１９５ 築地銀だこ たこ焼き    

１９６ ディッパーダン クレープ    

１９７ 天ぷら 喜久や  天ぷら    

１９８ 伊吹や製麺 うどん ○   

１９９ 東京餃子軒 餃子  ○  

２００ ラニーチーズ HUT チーズ料理  ○  

２０１ １００時間カレー カレー   ○ 

２０２ ドトールコーヒーショップ カフェ    

２０３ ペッパーランチ ステーキ    

２０４ 牛と米  肉丼 新業態  ○ 

２０５ らうめん侍 ラーメン   ○ 

核店舗（１Ｆ～３F） 

２０６ イオンスタイル白山 総合スーパー    

 

 


