
 

 

 

 

【イオンモール Nagoya Noritake Garden 専門店一覧】 
 
 

東海地区初： ４１店舗 愛知県初： ７店舗 地元企業： ４５店舗  

・東海地区：愛知県・岐阜県・三重県の３県 
・地元企業：愛知県内に本社を持つ企業 

 ※店名・業態および本資料については、８月３１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 東海初 愛知初 地元企業 

1 ＢＯＲＮＦＲＥＥ レディス・メンズ  〇  

2 ＬＯＧＩＣ レディス  〇  

3 Ｌｕ ｆｕｆｕ レディス   〇 

4 ＧｉＧｉ －ｉｎｉｔｉｕｍ－ レディス  〇  

5 ＭＯＮＯＥＡＲＴＨ 雑貨    

6 ＬＵＣＡ レディス    

7 ｅｎａｍｕ レディス 新業態  〇 

8 ａ．ｄｅｐｅｃｈｅ 家具・生活雑貨    

9 メイクアップソリューション コスメ    

10 
ＤＵＬＴＯＮ ＤＡＹ ＳＴＡＣＫ  

ＮＡＧＯＹＡ 
雑貨 〇   

11 ａｎｙｔｉｍｅ Ｓ．Ｐ 生活雑貨   〇 

12 ＰＡＮＤＯＲＡ 宝飾    

13 ２１２ ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＯＲＥ キッチン雑貨    

14 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 書籍    

15 則武新町チャンスセンター 宝くじ    

16 占いの店・東明館/東明学院 占い    

17 
洋服・鞄・靴・鍵のお直し  

ミシン工房 
リペアリフォーム    

18 ｆｕａｌａ クリーニング 新業態   

19 イオン銀行 銀行    

20 名古屋則武新町郵便局 郵便局    

21 
あずま♪ららら保育室  

則武新町 
保育室   〇 
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１Ｆ つづき 

食物販ゾーン「Ｇａｒｄｅｎ Ｍａｒｃｈｅ」 

NO. 店名 業種 東海初 愛知初 地元企業 

22 お肉の専門店スギモト 肉専門店   〇 

23 日本橋はなまるキッチン 総菜屋 〇   

24 鳥ぷろ 鶏惣菜・焼鳥    

25 とんかつ新宿さぼてん トンカツ    

26 
たこ焼き 五感の丸  

ＫＯＮＡＭＯＮＹＡ 
たこ焼き 新業態  〇 

27 黒龍 中華料理   〇 

28 コリアンダイニング李朝園 韓国料理 〇   

29 エリックサウス カレー    

30 ＩＶＹ‘ｓ Ｇｅｌａｔｏ＆Ｃｏｆｆｅｅ ジェラート 〇  〇 

31 ＬＥＭＯＴＴＯ ドリンク   〇 

32 西条園抹茶カフェ 和スイーツ   〇 

33 ＹＯＲＫＹＳ Ｃｒｅｐｅｒｉｅ クレープ 〇   

34 クリスピー・クリーム・ドーナツ ドーナツ    

35 カストーロ金山 スイーツ   〇 

36 猿田彦珈琲 珈琲  〇  

37 ＴＯＭＩＺ グロサリー    

38 ｋｉｔ＿ａｎｏ＿ａｃｅキタノエース グロサリー 新業態   

39 ＴＩＦＦＩＮ 洋菓子   〇 

レストラン「Ｇａｒｄｅｎ Ｄｉｎｉｎｇ」 

40 
ザ シティベーカリー／ザ シティ

ベーカリー ニューヨークグリル 
ベーカリダイニング 〇   

41 博多天ぷらたかお 天ぷら 〇   

42 豚骨麵屋一番軒 ラーメン   〇 

43 豚ステーキ専門店Ｂ 豚料理 〇   

44 ＧＯＣＨＩＳＯ－ＤＩＮＩＮＧ雅じゃぽ 和食   〇 

45 
Ｅｓｐｒｅｓｓｏ Ｄ Ｗｏｒｋｓ /  

君のハンバーグを食べたい 
ダイナー 〇  〇 

46 ＯＣＥＡＮ＆ＴＥＲＲＥ／Ｇｏｎｇ ｃｈａ レストラン 新業態  〇 

47 スターバックスコーヒー スペシャリティコーヒー    

48 ｂｕｆｆｅｔ ｐａｒａｄｉｓｅ ＯＴＴＯ 肉ビュッフェ   〇 

49 ｃａｆｅ ＡＣＥ カフェ 新業態  〇 

50 角千本店 
味噌煮込みうどん・ 

きしめん 
  〇 

51 北海道キッチン ＹＯＳＨＩＭＩ 洋食    

52 まぐろや石亭／漁船丸 寿司 新業態  〇 

53 ピエトロ イタリアン 〇   

54 回転焼肉 一升びん 焼肉    
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２Ｆ 

NO. 店名 業種 東海初 愛知初 地元企業 

55 ユニクロ レディス・メンズ・キッズ    

56 ｒ・ｐ・ｓ レディス   〇 

57 トレファクスタイル 古着 〇   

58 ほていや 呉服   〇 

59 ドリードール レディス    

60 ＲＩＶＥＲ ＦＩＥＬＤ & Ｃｏ. レディス 〇   

61 ＳＭ２ ｋｅｉｔｔｉｏ レディス    

62 ＧＵＮＺＥ インナー靴下    

63 ｇｏ ｓｌｏｗ ｃａｒａｖａｎ ユニセックス    

64 AZUL BY MOUSSY ユニセックス    

65 Ｓｅｒｉａ 雑貨    

66 ＪＩＮＳ メガネ    

67 無印良品 雑貨    

68 Ｚ－ＣＲＡＦＴ／Ｚ－ＭＡＬＬ ユニセックス   〇 

69 ＭＥＹＥＲ キッチン雑貨  〇  

70 ＆ｃｈｏａ！ コスメ 新業態   

71 ３ＣＯＩＮＳ＋ｐｌｕｓ 雑貨    

72 ＡＴＲＥＮＡ ＦＡＢＲＩＣＡ 帽子 〇   

73 ＷＡ ＯRiｅｎｔａｌ ＴＲａｆｆｉｃ 靴    

74 ＡＢ ｓｔｏｒｅ 携帯アクセサリー    

75 ＫＡＭＰＯ松栄堂 雑貨  〇 〇 

76 ｓａｌｕｔ！ 雑貨    

77 ｏｇａｗａ ＧＲＡＮＤ ｌｏｄｇｅ アウトドア    

78 ＳＳＳ コスメ 〇   

79 ＯＷＮＤＡＹＳ メガネ    

80 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＳＰＯＲＴＳ 靴    

81 Ｃｕｌｌｅｔ アクセサリー    

82 Ｈｕｘｌｅｙ/ＹＵＡＮ コスメ 〇   

83 ＬＡＫＯＬＥ 雑貨    

84 ｕｎ ｐａｓｅｏ インナー・靴下 〇   

85 スマートクール スマホ修理    

86 伊神切手社 金券   〇 

87 保険コンパス 保険    
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２Ｆ つづき 

NO. 店名 業種 東海初 愛知初 地元企業 

88 KOMEHYO 買取センター 買取   〇 

89 小学館の幼児教室ドラキッズ 教室    

90 ＡＨＬ ｃｒｅａｔｉｏｎ 美容室   〇 

レストラン「Ｇａｒｄｅｎ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ」 

91 
ＡＵＸ ＢＡＣＣＨＡＮＡＬＥＳ 

Ｌａ Ｓœｕｒ 
レストラン・カフェ    

92 Ｒｏｊｉｕｒａ Ｃｕｒｒｙ ＳＡＭＵＲＡＩ スープカレー 〇   

93 コメダ珈琲店 珈琲店   〇 

94 東京下町もんじゃ屋Ｒｉｋｙｕ お好み焼き   〇 

95 ラ・ボエム パスタフレスカ イタリアン    

96 上海湯包小館 中華   〇 

97 おさかな食堂 マキハラ商店 海鮮   〇 

98 しゃぶ食べ しゃぶしゃぶ 〇   

 

３Ｆ 

NO. 店名 業種 東海初 愛知初 地元企業 

99 
ＴＲＡＮＳＬＡＴＩＯＮ ／ ＮＡＧ  

ＹＯＧＡ ＳＴＵＤＩＯ ＆ ＦＩＴＮＥＳＳ 

スポーツ衣料/ 

フィットネスヨガ 
新業態  〇 

100 ｍａｓａ ｓｕｒｆ & ｓｎｏｗ スポーツアウトドア   〇 

101 ＣＡＬＬ＆ＲＥＳＰＯＮＳＥ メンズ 〇   

102 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん ＰＯＰ ＵＰ キッズ   〇 

103 ＰＳＦＡ レディス・メンズ    

104 Ｇｌａｍ Ｂｅａｕｔｉｑｕｅ ドラッグストア    

105 ｅｙｅｖｏｒｙ ｂｙ ビジョンメガネ メガネ 〇   

106 中日印章 印鑑・印刷   〇 

107 なごや時計宝石修理研究所 時計・宝石修理 〇   

108 島村楽器 楽器・教室    

109 ガシャポンのデパート 玩具    

110 ユザワヤ 手芸    

111 ＣＨＥＬＳＥＡ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ 雑貨    

112 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ／Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ 靴  〇  

113 ｍｙ ｍａｋｕｒａ 生活雑貨 〇   

114 Ｂａｓｉｓ Ｐｏｉｎｔ コワーキングスペース 〇   

115 Ｍｅｎｉｃｏｎ Ｍｉｒｕ コンタクト   〇 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

３Ｆ つづき 

NO. 店名 業種 東海初 愛知初 地元企業 

116 ECC 外語学院 教室    

117 ａｕ ｓｔｙｌｅ 携帯    

118 カレットゴルフアカデミー ゴルフスタジオ    

119 トータルセラピー リラクゼーション    

120 ＱＢハウス クイックカット    

121 献血ルームフォレスト 献血   〇 

122 
Healthy Kitchen supported by 

ABC Cooking Stuｄio 
料理教室 新業態   

123 ほけんの窓口 保険    

124 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ接骨院 整体   〇 

125 ソフトバンク 携帯    

126 ワイモバイル 携帯    

127 ｓｔａｒ ｃａｔ ｐｌａｚａ ケーブルテレビ   〇 

128 レゴ®スクール 教室    

129 Ｋａｈｉｋｏ＋Ｍａｕｎａｌｏａ ハワイアン雑貨 〇   

130 アローズジム 教室 〇   

131 ベネッセの英語教室ビースタジオ 教室    

132 Ｇｏｏ ＣＨＯＫＩ 子どもヘアカット 〇   

133 イオンクレジットサービス サービス    

134 
イオンハウジング／ 

サンクスホーム名古屋 

不動産    

135 ｎａｍｃｏ（予定） アミューズメント    

136 
コニカミノルタプラネタリウム

満天ＮＡＧＯＹＡ 
映像エンターテイメント 〇   

137 果汁工房果琳 ジュース    

138 あまのや繁田商店 菓子 〇   

フードコート「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」 

139 マクドナルド ハンバーガー    

140 野菜たっぷりタンメン べじたん タンメン   〇 

141 サーティワンアイスクリーム アイスクリーム    

142 ボンタコス タコス    

143 なごや文六 名古屋メシ 新業態  〇 

144 Ｓｕｇａｋｉｙａ ラーメン   〇 

145 
からあげ、定食、丼  

がブリチキン。 
からあげ   〇 

146 北海道カルビ丼 北の浪漫亭 丼物   〇 

147 伊吹や製麵 うどん 〇   

148 ペッパーランチ ステーキ    


