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La Boutique Francfranc ラ・ブティック　フランフラン ㈱バルス 生活雑貨
少しの“spices”で何気ない日常をステキな色に変える女性のためのライ
フスタイルショップです。 ○

ココノハ ココノハ ㈱ポトマック カフェ
気持ちのいい陽だまりを思わせるまったり空間のカフェ。季節野菜の和パ
スタやリゾット、ふっくらパンケーキがある美味しい時間。 ○

韓国料理　bibim' カンコクリョウリ ビビム ㈱高麗貿易ジャパン 韓国料理
スンドゥプ・石焼ビビムパを中心とした韓国料理を、カフェっぽい店内で楽
しめる本場韓国のスタッフによる本物の味の韓国料理店です。 ○

RYU・RYU リュリュ ㈱リュリュ・サプライズ パスタ・ピザ

リュリュにしかない茹でたてアルデンテのスパゲティを始め、バターライ
ス、ピッツァ、デザートなどを召し上がりいただけるスパゲティ専門店で
す。

DORAGON RED RIVER ドラゴン レッド リバー 際コーポレーション㈱ 中華料理

総合中華が基本のアジアンＭＩＸスタイル。アメリカチャイナタウンの賑や
かな雰囲気にリゾート地の軽やかな要素をプラスした中華料理店です。 ○

Messe Masse メッセ　マッセ ㈱清交倶楽部 ビアダイニング

食材の宝庫「播磨」の山・海・里の恵みを、最良の調理とリーズナブルな
価格で提供するスローフードビュッフェ＆ビアスレストランです。 ○

味くら アジクラ ㈱コズミックダイナー 創作和食

地元産の野菜や肉、魚などの食材に、ヨーロッパから空輸した変わり種
チーズや自家製オリジナル味噌などを使用した創作和食店です。 ○

マジックミシン マジックミシン リフォームスタジオ㈱ 洋服お直し

洋服のお直しやバッグ修理など、おしゃれなお直しをお客様に提供しま
す。

ワッフル・ケーキの店 R．L ワッフル・ケーキノミセ 　エール・エル ㈱新保哲也アトリエ ワッフル

神戸のワッフルケーキ専門店。ふわふわのワッフル生地でクリームをサ
ンドした「ワッフルケーキ」は月替わりで20種類をご用意しています。 ○

GreenDeLi FOODLIBRARY グリーンデリ　フードライブラリー ㈱エイム グロッサリー

国内外食料品菓子、コーヒー豆、趣向品、アルコール、飲料、食関連雑貨
及びその他雑貨、世界中の食で彩るリコメンドグロッサリーショップです。 ○

THE BODY SHOP ザ ボディーショップ ㈱イオンフォレスト コスメ

自然派化粧品 ザ・ボディショップの１００％オリジナル商品のコスメショッ
プです。

shop HABA ショップハーバー ㈱ハーバー研究所 コスメ

ハーバーは「無添加主義」を貫き今年で３０周年。スキンケア、無機顔料メ
イク、健康食品、トイレタリー、雑貨を取扱いいたします。

ROSEMARY ローズマリー ㈱ヌーブ・エイ コスメ

話題の新商品からコスメフリーク御用達アイテムまで、キレイになるため
の商品を揃えたトータルビューティーコスメショップです。 ○

JINS ジンズ ㈱ジェイアイエヌ アイウェア

軽量メガネ「Air frame」やパソコンメガネ「JINS PC」が人気。CMでも話題
のアイウエアショップです。

HOUSE OF ROSE ハウスオブローゼ ㈱ハウスオブローゼ コスメ

できる限り肌に負担をかけない処方と天然成分にこだわったナチュラルス
キンケアのショップ。肌の悩みもお気軽にご相談ください。

PLAYERS JIYUGAOKA プレイヤーズ ジユウガオカ 川辺㈱ 生活雑貨

かわいさと上品さを併せ持つ大人の女性をターゲットにした自由が丘生ま
れのバッグブランド。その他にハンカチ・ストールなどを取り揃えていま
す。

○

Lulu by UNITED BEES ルル　バイ　ユナイテッドビーズ ユナイテッドビーズ㈱ ステーショナリー・雑貨

日常を楽しくするこだわりの文具、化粧雑貨と食品を提供します。
○

GINZA Cozy Corner ギンザ コージーコーナー ㈱銀座コージーコーナー スイーツ

人気のジャンボシュークリームをはじめ、フレッシュケーキやギフトに最適
な焼菓子などバラエティー豊かに取揃えております。 ○

L'Atelier de Goncharoff ラトリエ ド ゴンチャロフ ゴンチャロフ製菓㈱ スイーツ

ゴンチャロフに加え、兵庫初出店のフルーツゼリー専門ブランド”パミエ”、
焼菓子専門ブランド”マカロフ・Ｇ”の３ブランド展開のショップです。 ○

Organic Garden オーガニックガーデン ㈱ヘルスライフ 自然食品

有機野菜・果物、無添加の自然食品、健康食品、化粧品など、安心安全
で美味しい商品を幅広く取り扱う自然食品店です。 ○

Mon Loire モンロワール ㈱モンロワール チョコレート

本物かつ新鮮なチョコレート、焼き菓子、アイスクリーム等をお客様に提
供するショコラブティックです。 ○

Morozoff モロゾフ モロゾフ㈱ スイーツ

お馴染みのカスタードプリン・チーズケーキなどの洋生菓子などをはじ
め、バラエティ豊かなスィーツを四季折々にご提供いたします。

（23店） SKINFOOD スキンフード ㈱フードコスメ コスメ

カラダに良い食べ物から生まれた化粧品を取り扱うトータルコスメブランド
のお店です。 ○

URBAN  RESEARCH アーバンリサーチ ㈱アーバンリサーチ メンズ、レディス

上品さと遊び心を併せ持ち、「自分らしさ」を大切にする人に提案。都会的
で洗練されたカジュアルスタイルを展開するセレクトショップです。 ○

TOMORROWLAND トゥモローランド ㈱トゥモローランド レディス

トラディショナルマインドをベースに、時代の気分をプラス。オリジナルウ
エアに加え、世界各国のウエア・グッズを展開します。

UNITED　ARROWS　ｇreen label  relaxing ﾕﾅｲﾃｯﾄ゙　ｱﾛー ｽ゙　ｸ゙ﾘー ﾝﾚー ﾍ゙ﾙ ﾘﾗｸｼﾝｸ゙ ㈱ユナイテッドアローズ メンズ、レディス

「Be happy」をコンセプトに、訪れるたびに新しい発見があって心が豊かに
なる「モノ」「コト」、を提案する服と雑貨のブランドです。 ○

gelato pique ジェラートピケ 神戸ＳＣ開発㈱ ルームウェア

着心地にこだわり、着る人に喜ばれるアイテムをデザート価格で実現。別
腹を心地よく刺激するスウィーツを表現したNEWルームウエアを提案する
ショップです。

○

EINSHOP TRAVEL LIVING ｱｲﾝｼｮｯﾌ゚　ﾄﾗﾍ゙ﾙﾘﾋ゙ﾝｸ゙ ㈱ムサシ 靴、雑貨

出掛けて、触れて、日常を脱するお店。ささいな野心を行動に起こすため
の靴、雑貨、アウトドアギア、そして心躍るイベント。 ○

adonis green アドニスグリーン ㈱ピー・エックス メンズ、レディス

エイジレスなメンズ＆レディスのトータルアイテムで構成され、デニムカ
ジュアルを軸に大人がデイリーに使えるリアルクローズを提案します。 ○

Lynt リント ㈱ｼ゙ｪｲｱー ﾙ西日本ﾌｧｯｼｮﾝｸ゙ｯｽ゙ アクセサリー

四季を感じる心地よい空間で、毎日を有意義に生きる女性に向け、彩り
豊かな幸福感あふれるアクセサリーを提案します。 ○

金子眼鏡店 カネコガンキョウテン 金子眼鏡㈱ アイウェア

昭和33年に眼鏡産地・福井県鯖江市に創業。「日本の眼鏡職人シリー
ズ」をはじめ、上質な日本製アイウェアを取り揃えます。 ○

DIESEL ディーゼル ディーゼルジャパン㈱ 服飾雑貨

イタリアのプレミアム・カジュアル・ブランド「DIESEL」のアクセサリーに特
化した店舗。バッグ・シューズ・時計・ジュエリーなどを展開します。 ○

JASMIN SPEAKS ジャスミンスピークス ㈱クロシェ メンズ、レディス

ヨーロッパやニューヨークなど世界各地で買い付けたブランドを中心に、
エッジの効いたスタイリングを提案します。

ete エテ ㈱ミルク ジュエリー

“Always, my favorite one.”をコンセプトに、シンプルな中に個性が光る
ジュエリーを展開します。 ○

russet ラシット ㈱パル バッグ

何年経っても色あせず、使い込むほどに馴染んでいく永遠の定番に時代
の艶感を加えた、懐かしくも新しいバッグを提案します。

AGATHA PARIS アガタパリ アガタジャポン㈱ ジュエリー

1974年にパリ6区で誕生。パリジェンヌのエスプリと遊び心をこめたアクセ
サリーで幅広い世代の女性を魅了し続けています。 ○

Onitsuka Tiger オニツカタイガー アシックスジャパン㈱ シューズ

日本生まれのスポーツファッションブランド。シューズを中心にこだわりの
ある商品をラインナップしています。 ○

（15店） MARKS&WEB マークスアンドウェブ ㈱マークスアンドウエブ コスメ

東京発のデイリープロダクト。年齢や性別を問わず幅広い方へ向けて、
植物の恵みを生かしたスキンケア全般を提案。生活雑貨も取扱います。 ○
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GATHERS IN THE PARK ギャザーズ イン ザ パーク ㈱三陽商会 レディス

大人の女性を対象にした「MOLDAVITA」を中心に、国内外から買付けた
ウエア、服飾雑貨や生活雑貨などを展開するセレクトショップです。 ○

Rouge vif la cle ルージュ・ヴィフ ラクレ ㈱アバハウスインターナショナル レディスファッション、
シューズ

 “good girl”をテーマに、可愛らしさを忘れない女性のための上品なワード
ローブを提案。シューズブランドPiche Abahouseも展開。 ○

BABYLONE バビロン ㈱FOR THE WORLD レディス
フェミニン、エッジー、ソフィスティケーテッドをコンセプトに、常に時代を
リードし続けるブランドです。 ○

LagunaMoon ラグナムーン ㈱T&K レディス
ファッション界をリードするモデルのデイリーコーデがお手本。「計算され
た気取らないMIXスタイル」がキーワードです。 ○

Droite Lautreamont ドロワット・ロートレアモン ㈱ロートレ・アモン レディス
「クラシックだけど未来的」「クリエイティブだけどデジタル」を感じる空間、
独自のミキシングがポイントの神戸発信のセレクトショップです。 ○

ＰＬＳＴ プラステ ㈱リンク・セオリー・ジャパン レディス
「PLST」はオリジナルラインを展開しながら、各国でセレクトした旬のイン
ポートアイテムをプラスしたセレクトショップ。 ○

Coqulicot コキュリコット ㈱インフィニティ レディス
大人の女性に『楽しい服』を提案するショップ。オリジナルアイテムから旬
なセレクトアイテムまで幅広いのが魅力です。 ○

ＴＲＩＵＭＰＨ トリンプ ﾄﾘﾝﾌ゚・ｲﾝﾀー ﾅｼｮﾅﾙ・ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ㈱ インナー
世界品質のランジェリーを豊富にそろえ、 毎日がもっと素敵になる一着を
提案。 お客さまの気持ちにどこよりも近いランジェリーショップです。

BARCRAY バークレー カワノ㈱ シューズ
 神戸の自社ファクトリー創作のオリジナル・ジャパンメイド。堅すぎない、
キメすぎない、大人の女性にオススメしたい靴が目白押しです。 ○

BISES OPAQUE ビシェス オペーク ㈱ワールド レディス
Beauty and cute trend styleキレイで可愛いトレンドスタイルを提供する
ビューティ・セレクト・ストアです。 ○

canal４℃ カナル４℃ ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ ジュエリー
4℃から誕生した「カナル4℃」。今までにない、自由で、楽しい、そしてたく
さんのかわいいジュエリーを世界中からあつめたショップです。 ○

time + style タイム プラス スタイル ㈱フォッシルジャパン 時計
独自の感性で世界中より集めた、日々のコーディネートを充実させてくれ
る各ブランドの最新ウォッチを提案するセレクトショップです。 ○

DIANA ダイアナ ダイアナ㈱ シューズ
時代に合った感性と洗練された心を持った２０～３０代の女性をターゲット
に、美足文化を提案します。

MACKINTOSH PHILOSOHY マッキントッシュ フィロソフィー ㈱三陽商会 レディス

英国のアウターウエアブランド、MACKINTOSHのセカンドライン。クラシッ
ク&コンテンポラリーな世界観に現代的なテイストを加えたトータルコレク
ションを提案します。

○

Ane Mone アネモネ ㈱サンポークリエイト アクセサリー
世界中から集められたちょっとラグジュアリーなアクセサリーがラインナッ
プ。普段のファッションのセンスアップに。 ○

le.coeur blanc ル・クールブラン ㈱シティーヒル レディス
トラディショナル・ワークミリタリーをベースに、現在を生きる女性の良質な
リアルクローズを提案します。 ○

Bon mercerie de anatelier ボンメルスリー ド アナトリエ ㈱ワールド レディス
手芸用品店のように、入るだけで癒されるような雰囲気とセレクトが楽しく
なるような心躍る単品性の高い商材のセレクトショップです。 ○

Ungrid アングリッド ㈱T&K レディス
カジュアルをベースに、ルールにとらわれず、あらゆるテイストをMixさせ
て、自分らしい１つのStyleをつくるブランドです。 ○

LADY LUCK LUCA レディラックルカ サキヤクリエイト㈱ レディス
トラディショナルをベースに“今”というフィルターを通して、スタイリングを
提案。常に新鮮さと楽しさが溢れるショップです。 ○

(20店） CAPRCIEUX　LE'MAGE カプリシューレマージュ ㈱パル レディス
多様なライフスタイルを送る女性に向けて、ナチュラルフェミニンをテーマ
としたシンプルで新しさを感じさせるデイリーウェアを提案します。

nana's green tea ナナズグリーンティー ㈱七葉 カフェ
抹茶を中心とした日本の食文化を日本の新しいカタチとして発信します。

○

Noela ノエラ ㈱クレッジ レディス

カジュアルになり過ぎない、スイートで女性らしいスタイル。ワードローブを
ありふれたものに　とらわれない、ファッションを楽しむすべての女性に向
けて。

○

ecruefil エクリュフィル ㈱ケティ レディス
大人の女性だから着こなせる"可愛らしさ"と"程よいトレンド性"をコンセ
プトにフレンチテイストをベースとしたスタイリングを提案します。 ○

Gready Brilliant グレディブリリアン セキミキ・グループ㈱ レディス
いつもピュアな気持ちで、私らしくファッションを楽しんでいたい、そんな女
性に向けたオリジナル＆セレクトショップです。 ○

Juciy Jewel ジューシィジュエル 川辺㈱ フレグランス
新作から、人気のフレグランスまで香水専門店ならではの充実した品揃
え。 ○

なでしこ ナデシコ ㈱やまと 和装
新たなファッションをきもので発信。気軽な街着きものから本格きものまで
豊富に取り揃えた和のセレクトショップです。 ○

JELLY BEANS ジェリービーンズ ㈱アーガスコーポレーション 生活雑貨
インテリア雑貨、服飾、ステーショナリー、サニタリー等、日常のライフスタ
イルに楽しさやトレンドをスパイスした幅広いアイテムを提案します。

ORiental TRaffic オリエンタルトラフィック ㈱ダブルエー シューズ
「毎日違うお洋服に合わせて、似合った靴を手頃にコーディネートしたい」
他とはちょっと違う、いつでも遊び心のあるデザインを提案します。 ○

apart by lowrys アパートバイローリーズ ㈱ポイント レディス
様々なシチュエーションに合わせた「大人のピュアカジュアル」をテーマ
に、かっちりし過ぎず、ラフ過ぎないアイテムを取り揃えます。 ○

Radiate ラディエイト ㈱ヤマダヤ レディス
最先端モード＜Mode＞と＜Classical＞の共存を追求。自分をクリエイトし
ていく、高感度な女性のためのブランドです。 ○

la Bala ラ バーラ ㈱三陽商会 レディス
フェミニンを軸にカジュアル感をプラス。ファッショナブル＆コンビニエンス
がポイントで、元気でクリアーなイメージを提案します。 ○

any sis blanc エニィスィス　ブラン ㈱オンワード樫山 レディス
シンプル、ピュア、ナチュラルをベースに、着心地やトレンド、センスを兼
ね備えた自分らしさに一番フィットするクロージングを提案します。

○

ART/BARG アートバーグ ㈱アート・バーグ バッグ
働くライフシ－ンを飾る彩りやエッセンスになるバッグやシュ－ズ、小物を
提案します。 ○

Dear Princess／B DONNA ディアプリンセス／ビドンナ ㈱イズム レディス
より上品、より上質をキーワードに神戸ならではのスタイルを今日的で組
み合わせやすく提案します。

ef-de／CLEAR IMPRESSION エフデ／クリア インプレッション ㈱フランドル レディス
上質感と品格を備え、ワンランク上のファッション感度を持った女性に、甘
さにリッチ感を加えた都会的で可愛らしいカジュアルウェアを提案します。

PREMIUM BY VICKY プレミアム　バイ　ビッキー ㈱ビッキー レディス
上質の素材、シルエットの追求により大人のリッチカジュアル、リッチ通勤
服を表現できる、クールでカッコイイ大人系美人アイテムブランドです。 ○

stylish gallery  PROFILE スタイリッシュギャラリー　プロフィール ㈲神戸岡本プロフィール レディス
オンタイムからオフタイムまで、キャリア女性にもシャープに着こなせる
コーディネートを提案します。

ADIEU TRISTESSE アデュートリテス ㈱ビギ レディス
ノスタルジックなテイストをベースに、フレンチトラッドの優しい着こなしと、
こだわりのある素材感・デザインで大人のカジュアルを表現します。

Lois CRAYON ロイスクレヨン ㈱クレヨン レディス
ヴァイオリニストのロイス・クレヨンの部屋をイメージし、トレンドに敏感な
がらも、左右されない大人のガーリーなワードロープを提案します。

Puretre ピュアトレ ㈱ムカイ アクセサリー
洗練された上質な空間。上品で高品質なアクセサリー、ヘアアクセサ
リー、フレグランス等大人向けの「キレイ可愛い」を品揃え。 ○

Eimy Pearl エイミーパール セキミキ・グループ㈱ レディス
「上品レディ」をテーマに、仕事、デート、パーティ　の3つのシーンに対応
する、可愛い系エレガンススタイルを提案します。 ○

ＤａｚｙＣｌａｉｒ／ＤＥ ＴＥＲ ＮＬ デイジークレア／デターナル ㈱メリーアン レディス
ヴィンテージ感がほどよくMIXされ、ベーシックだけでは表現しきれなかっ
た、飽きのこない「大人フェミニンstyle」を提案します。 ○

Rew de Rew ルゥデルゥ ㈱三鈴 レディス
『オトナ可愛い』演出を忘れない女性のためのブランド。いつもキラキラ輝
いていたいお洒落な女性のココロを刺激するスタイルを提案します。 ○

AMPHI アンフィ ㈱ワコール インナー
「新しい、かわいい、に出会う場所」少し高い感度と幅広いテイストのアイ
テムを取り揃えたインナーウエアのセレクトショップです。 ○

(25店） LE JOUR ル ジュール ㈱三陽商会 レディス
知的なキャリア女性を引き立たせるオフィスコードを意識したアイテムに、
洗練されたモードスタイルをトータルに提案します。 ○
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■ｐｉｏｌｅ姫路出店テナントリスト

全国初 関西初 兵庫初 姫路初

出店状況
ﾌﾛｱ 店名 店名 （フリガナ） 会社名 業種 店舗紹介

STARBUCKS スターバックス スターバックスコーヒージャパン㈱ カフェ
高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したバラエティ豊かなエスプレッ
ソドリンクをはじめ、ペストリーなどをお楽しみいただけます。

quatre feuilles カトルフィーユ ㈱ウエダスポーツ バッグ、シューズ
デイリー、カジュアル、ナチュラルをベースに品質にこだわった、シュー
ズ、バッグ、アクセサリー雑貨のショップです。 ○

Ｌｅｅ SHOP リー・ショップ ㈱エドウイン直営店 メンズ、レディス
デニムの歴史の中に数々のマスターピースを残して来たLee。ベーシック
からウイットに富んだ最新モデルまで豊富なアイテムを展開します。 ○

une nana cool ウンナナクール ㈱ウンナナクール インナー
下着もお洋服みたいに着替えたいという気持ちを大切に、シンプルなデ
ザインにおしゃれなエッセンスを効かせたオリジナルの下着を展開しま
す。

○

field dream フィールドドリーム ㈱オンワード樫山 メンズ、レディス
センスとマナーのあるリアルクロージングをベースに大人のためのカジュ
アルライフスタイルを提案します。自分だけのこだわりのワードローブを。 ○

DOUBLEDAY ダブルデイ ㈱阪急リテールズ インテリア
英国で買付けたアンティーク家具や国内のセレクト家具、国内外の雑貨
を 取り揃え、上質でベーシックなライフスタイルを提案します。 ○

arnold palmer Timeless アーノルドパーマー タイムレス ㈱レナウン メンズ、レディス
アーノルドパーマーの世界観のままに、“Happy Life”をメンズ、レディス、
キッズでトータルに提案するライフスタイルライン。 ○

WEGO ウィゴー ㈱ウィゴー メンズ、レディス
MIX USEDスタイルを軸にしたメンズ、レディスのリアルクローズのショップ
です。 ○

RANDA ランダ ㈱ジェイ・ビー シューズ、帽子
お洒落を楽しんでいる全ての女の子へ、常に新しい時代を意識しバラエ
ティ豊富に取りそろえたシューズ・帽子を提案します。 ○

niko and… ニコアンド ㈱トリニティアーツ レディス
人は、生まれてきたままでは何か足りない。niko and…は、人や、くらしに
[スタイル]を加えることで自分らしさを創造するしあわせを提供します。 ○

AS KNOW AS conceit アズノゥアズ　コンシート ㈱アズノゥアズ レディス
かわいらしさの中にちょっと大人な雰囲気を漂わした服。そしてイメージが
異なるアイテムや違う素材を組み合わせる楽しさを提案します。 ○

Te chichi テチチ ㈱キャン レディス
ベーシックな中にクラシックテイストやトレンド感をさりげなく入れた優しさ
とかわいらしさを持つアイテムを提案します。 ○

靴下屋 クツシタヤ タビオ㈱ ソックス
ヤングをターゲットにしぼり靴下を中心にレッグファッションを提案するお
店です。

BRICK HOUSE by Tokyo-shirts ﾌ゙ﾘｯｸﾊｳｽ　ﾊ゙ｲ　ﾄｳｷｮｳｼｬﾂ 東京シャツ㈱ メンズ、レディス
『毎日をいい気分で過ごせるシャツであってほしい』そんな思いをディテー
ルの隅々にまで織り込んで、丁寧に仕立てられたシャツを提案します。

AIGLE エーグル ヤマトインターナショナル㈱ メンズ、レディス
自然を愛するすべての人々へ。エーグルは約150年の歴史を持つフラン
スの老舗アウトドアブランドです。 ○

DRASTIC THE BAGGAGE ドラスティック ザ バゲージ ㈱東京デリカ バッグ
自分自身にこだわりを持つ男性・女性に、インターナショナルな時代性や
感性を持ったハイクラス・スタイリッシュ・ブランドを展開します。 ○

Zoff ゾフ ㈱ゾフ アイウェア
めがねを変えると気持ちも変わる、おしゃれに合わせてメガネも変える。
もっと気軽で楽しい眼鏡の世界をどんどん広げていきます。 ○

(18店） OSMOSIS オズモーシス ジンカンパニー㈱ レディス
タイムレスなデザインベースにトレンド感をプラス。新鮮なスタイルを楽し
めるデイリーカジュアルを提案します。

5F
UNIQLO ユニクロ ㈱ファーストリテイリング ﾒﾝｽ゙、ﾚﾃ゙ｨｽ、ｷｯｽ゙

最新のユニクロがピオレに登場！姫路地区では唯一のベビー商品を取
揃えた店舗です。オープン特別企画もご用意し、皆様のご来店をお待ちし
ております。

(2店） 東急ハンズ トウキュウハンズ ㈱東急ハンズ 生活雑貨

LIFE×LIFE、それはいくつものヒントを組み合わせ、想像もできない明日
をつくること。もっと楽しく、もっと豊かに。ヒメジハンズからはじめよう。 ○

Belle lumiere ベルルミエール ㈲グッドスタイルカンパニー エステ
最新機器によるセルフ美顔から本格的な美顔トリートメント・痩身トリートメ
ント等を行う、効果と癒しを兼ね備えたエステサロンです。 ○

近畿日本ツーリスト キンキニホンツーリスト 近畿日本ツーリスト個人旅行販売㈱ 旅行案内
お客さまの興味、ニーズを追求し、自社商品の「国内：メイト」「海外：ホリ
デイ」を中心とした季節感溢れる旬な旅行商品を提供します。

Blanc ブラン ㈱ブラン アイラッシュ
長さや太さ・カールなどをお客様のご要望にお応えし、高い持続性とデザ
イン性で理想のまつげを実現させるまつげエクステサロンです。 ○

La dolce ラドルチェ ㈱サクシード 脱毛
両脇から全身まで顧客ニーズを追求した幅広い範囲でのＩＰＬ(ｲﾝﾃﾝｽ･ﾊ゚
ﾙｽ･ﾗｲﾄ）脱毛を行い顧客満足度ＮＯ,１を目指します。

CHEST チェスト ㈱フロウィンド・シィ ヘアサロン
エッジの効いたカットと上質なオーガニックアイテムを用いたヘアカラー、
パーマ、トリートメントで、お客様の個性と美しさを引き出します。 ○

Hati Hati ハティハティ ㈱ブブアブ リラクゼーション
バリニーズトリートメントやタイ古式ヒーリング等、エスニックな施術スタイ
ルをオリジナルアレンジで行うリラクゼーション店です。 ○

Cherie nail salon シェリーネイルサロン ㈱ジェイエムダブル ネイル
わかりやすい施術料金が特徴のハンドとフットのネイルサービスを扱う
ジェルネイル専門店です。 ○

ABC Cooking Studio エービーシークッキングスタジオ ㈱ABC Cooking Studio 料理教室
はじめての方にもおすすめの料理・パン・ケーキが楽しく学べる女性専用
の料理教室です。 ○

KA・RA・DA factory カラダファクトリー ㈱ファクトリージャパングループ リラクゼーション
骨盤・骨格のバランスを整えることで体の不調を根本からケアする整体サ
ロンです。 ○

パソコンスクール AVIVA パソコンスクール アビバ ㈱アビバ パソコンスクール
インストラクターの指導による、各種パソコン技能講座およびビジネス資
格対策講座を行うパソコンスクールです。

保険見直し本舗 ホケンミナオシホンポ ㈱保険見直し本舗 保険案内
医療保険やがん保険、終身保険など、お客様にとって最適な保険に加入
できているかどうか、見直しのご提案や契約手続きを無料にて行います。 ○

西川レディースクリニック ニシカワレディースクリニック (医)こうのとり会西川産婦人科 産科・産婦人科
女性の健康相談や各種検診、更年期治療ど、女性のライフスタイルを応
援し、気軽に安心してご相談いただけるレディースクリニックです。

ぼうしや薬局 ボウシヤヤッキョク ㈱ぼうしや薬局 調剤薬局
処方箋による保険調剤など、医薬品をとおして患者様の健康と安全を確
保いたします。

田隅矯正歯科クリニック タズミキョウセイシカクリニック (医)田隅矯正歯科クリニック 矯正歯科
最新の医療技術や専門的な知識により、歯の裏側からの見えない矯正
治療や短期間の治療に取組み、皆様のお悩みを取り除けるよう診療しま
す。

塩見歯科診療所 シオミシカシンリョウジョ 塩見 壽志 （個人） 歯科
虫歯治療や小児歯科はもちろんのこと、インプラント治療やホワイトニン
グなど、患者様の口内環境をより良いものにできるよう診療します。

(16店）駅ビル眼科フクナガ エキビルガンカフクナガ 福永 博一 （個人） 眼科・コンタクトレンズ
患者様とのふれあいを大切に、白内障、緑内障、日帰り手術、小児眼科、
眼精疲労、目の疲れ、眼鏡、コンタクトレンズなどの診療を行います。

（計119店） 計 3 3 23 58
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