
  

  

 

【イオンモール土岐 専門店一覧】 

 

東海初：２０店舗 岐阜県初：２６店舗 地元企業：２２店舗 
 ※｢東海｣：愛知県・岐阜県・三重県の３県 

※地元企業：岐阜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２５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 岐阜県初 地元企業 

１ GU レディス・メンズ・キッズ    

２ 
スポーツオーソリティ 

アウトドアステージ 
アウトドア  〇  

３ Toy-Factory キャンピングカー・ロードバイク   〇 

４ ワンラブ ペット・グッズ    

５ わたどーる ペットカフェ  〇  

６ NISSAN カーディーラー    

７ イオンバイク 自転車    

８ ogawa GRAND lodge キャンプ用品  〇  

９ coca レディス・メンズ    

１０ スピンズ レディス・メンズ・キッズ    

１１ &CHOA! コスメ  〇  

１２ シュクレソル アクセサリー・雑貨  〇 〇 

１３ クリスタルティアラ アクセサリー・雑貨    

１４ サックスバー 鞄・財布・小物    

１５ OWNDAYS メガネ・補聴器    

１６ ハッシュパピー レディス・メンズ   〇 

１７ クレール レディス   〇 

１８ TOKI MINOYAKI 美濃焼 新業態  〇 

１９ SM2 keittio レディス    

２０ キラット 宝飾  〇  

２１ Ｈ＆Ｍ レディス・メンズ・キッズ    

２２ LAKOLE レディス・メンズ・雑貨    

２３ 3COINS+plus 生活雑貨    

２４ anyTime 生活雑貨  〇  

２５ nature ave. 生活雑貨   〇 

２６ TSUTAYA BOOKSTORE 書籍・雑貨・文具   〇 

２７ Kitchen Produce SAN-B キッチン雑貨 〇   

２８ ブランドショップ ハピネス インポート雑貨  〇  

２９ ABC-MART/ABC-MART SPORTS スポーツウェア・靴    

３０ 生活の木 アロマ・雑貨    

３１ anyFAM anySIS レディス    

３２ KOBE LETTUCE レディス    

 

 



 
 

 

 

１Ｆ（つづき） 

NO. 店名 業種 東海初 岐阜県初 地元企業 

３３ 
※ 910 JOINT WORK WITH 

DULTON 
生活雑貨  〇  

３４ エメフィール インナー    

３５ TASKI レディス・メンズ  〇  

３６ FLAVA HAT 帽子    

３７ au Style 携帯電話    

３８ 楽天モバイル 携帯電話    

３９ ソフトバンク 携帯電話   〇 

４０ 
住まいづくり相談カウンターおうち

Navi 
家づくり相談カウンター  〇  

４１ La Mode IWAI TOKI 美容室      〇 

４２ GOLD'S GYM フィットネス  〇  

４３ 
エステサロン アドラーブル/メンズ

脱毛 アダムワン 
エステ・脱毛    

４４ ほりクリーニング クリーニング   〇 

４５ 宝くじチャンスセンター 宝くじ    

４６ イオン銀行 店舗・ATM    

４７ 大垣共立銀行 ATM   〇 

４８ 十六銀行 ATM   〇 

４９ タリーズコーヒー カフェ   〇 

１Ｆ 食物販ゾーン「TOKI MARCHE」 

５０ からあげ縁 唐揚げ  〇  

５１ 鞍馬茶屋 惣菜 新業態   

５２ FAVERS グロッサリー 〇   

５３ サーティワンアイスクリーム アイスクリーム    

５４ ビアードパパ 洋菓子    

５５ ゴンチャ ティードリンク    

５６ ミスタードーナツ ドーナツ    

５７ H'scream/今日パフェキブン。 クレープ・パフェ 新業態   

５８ ＯＨＡＧＩ３ 和菓子  〇  

５９ 韓国商店イルソイルソ グロッサリー  〇  

６０ 北海道うまいもの館 グロッサリー    

６１ 久世福商店 グロッサリー    

６２ ハートブレッドアンティーク ベーカリー    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

１Ｆ レストラン「TOKINIWA DINING」 

NO. 店名 業種 東海初 岐阜県初 地元企業 

６３ 鎌倉パスタ パスタ    

６４ 串家物語 串揚げ    

６５ BOTANICAL CAFE Grefee カフェ 新業態   

６６ 馬力家 ハンバーグ 新業態  〇 

６７ あんかけ飯店 南国酒家 中華 新業態  〇 

６８ 
テディーズビガーバーガー・果実び

より 
ハンバーガー・スイーツ 新業態   

６９ コメダ珈琲店 カフェ   〇 

７０ とんかつ とう庵 とんかつ 新業態   

７１ Rikyu お好み焼き  〇  

７２ 麺屋もり田 ラーメン   〇 

７３ 築地食堂源ちゃん 和食 〇   

７４ 炙り百貫 寿司 〇   

７５ スターバックスコーヒー カフェ    

 

２F フードコート「FOOD FOREST」 

NO. 店名 業種 東海初 岐阜県初 地元企業 

７６ スガキヤ ラーメン    

７７ 中華料理 劉家 中華 新業態   

７８ ペッパーランチ ステーキ    

７９ GODIVA dessert スイーツ 〇   

８０ ブルーシール アイスクリーム    

８１ 
からあげ、定食、丼  がブリチキ

ン。 
唐揚げ    

８２ 伊吹や製麺 うどん  〇  

８３ パルメナーラ ピザ・パスタ    

８４ とんきち とんかつ・かつ丼  〇  

８５ 喜多方ラーメン とし食堂 ラーメン 〇   

８６ マクドナルド ハンバーガー    

２F 

８７ ダイソー 100円均一    

８８ 島村楽器 楽器・楽器教室    

８９ Standard Products 生活雑貨 〇   

９０ 古着屋 3peace 古着  〇  

９１ ハニーズ レディス    

９２ r.p.s レディス    

９３ グローバルセレクション モバイルアクセサリー    

９４ TokyoGlassCompany -gallery- メガネ  〇  

９５ クーキ 宝飾    

９６ デコホーム 生活雑貨・インテリア雑貨  〇  

９７ Bデザインホーム 寝具    



 
 

９８ マックハウス レディス・メンズ・キッズ    

 

２F（つづき） 

NO. 店名 業種 東海初 岐阜県初 地元企業 

９９ Bean's Labo メンズ    

１００ ＰＳＦＡ スーツ    

１０１ 
BARNS soho street supported by 

moonstar 
靴   〇 

１０２ ヴィレッジヴァンガード バラエティ雑貨    

１０３ クラフトハートトーカイ 手芸    

１０４ パセリハウス バラエティ雑貨  〇  

１０５ ズーマック キッズ 〇   

１０６ シ・シュ・ノン キッズ・ベビー    

１０７ CHELSEA New York 生活雑貨・服飾雑貨    

１０８ 西松屋 キッズ・ベビー    

１０９ F-PREMIUM PLAZA 治療機器    

１１０ SSS COSMETICS コスメ  〇  

１１１ スマイルファクトリー 雑貨    

１１２ ポポンデッタ 鉄道模型・鉄道グッズ・ジオラマ    

１１３ ホビーゾーン 玩具    

１１４ Joshin 家電    

１１５ キッズリパブリック キッズ・ベビー    

１１６ モーリーファンタジー アミューズメント    

１１７ ＭＩＲＡＩＮＯ アミューズメント 〇   

１１８ カプセルラボ・キャラカプ カプセルトイ・キャラクターグッズ  〇  

１１９ いつ和・スタジオふるーれ 写真スタジオ・呉服    

１２０ ハートアップ コンタクトレンズ    

１２１ カラダファクトリー 整体   〇 

１２２ スマートクール スマートフォン修理    

１２３ イオン銀行 銀行    

１２４ 買取むすび 買取  〇  

１２５ 保険クリニック 保険   〇 

１２６ アイクリニック土岐 眼科    

１２７ ときめっく 子育て支援 新業態  〇 

１２８ サンキューカット 理容室    

１２９ セブンカラーズ ヘアカラー    

１３０ セイハ英語学院 英語教室    

１３１ 保険コンパス 保険   〇 

１３２ ラフィネ リラクゼーション    

１３３ みんなで楽しい GOLF シミュレーションゴルフ 〇   

１３４ おかしのまちおか お菓子    

１３５ ゴクゴク フルーツジュース  〇  

 

 

 



 
 

 

 

外部棟 

１３６ サンビーナス土岐ＳＳ ガソリンスタンド    

１３７ グッドスピード MEGA SUV 大型 SUV 専門店    

１３８ Amazing Kart ISK ゴーカートサーキット    

１３９ とき温泉ＫＡＭＡＢＡ 温浴施設    

１４０ ＤＡＩＭＡＲＵパーク 家族のくらし展示場    

１４１ 総合住宅展示場ハウジングパーク  住宅展示場    

核店舗 

１４２ イオンスタイル土岐 食品スーパー    

 


