
ポルタ 店舗一覧表 別紙１
ファッション

店名 店名（フリガナ） 業種 関西初 京都初

1 新規 Le Talon ル タロン シューズ ○
2 新規 IENA SLOBE イエナ スローブ レディス ○
3 新規 NOLLEY'S ノーリーズ レディス

4 新規 Maison de FLEUR メゾン ド フルール ファッション雑貨 ○
5 新規 KIEHL'S SINCE 1851 キールズ コスメ ○
6 新規 le. coeur blanc ルクールブラン レディス

7 新規 FRAPBOIS ZOO フラボア ズー ファッション雑貨

8 新規 LIBRE MAISON リーブルメゾン レディス・ファッション雑貨 ○
9 新規 Free People フリーピープル レディス ○

10 新規 passage mignon パサージュ ミニョン ファッション雑貨 ○

11 新規 BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS
WOMEN'S STORE

ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ
ウィメンズストア

レディス･ファッション雑貨

12 新規 CAPRICIEUX LE'MAGE カプリシュ レマージュ レディス ○
13 新規 DIESEL ディーゼル ファッション雑貨

14 新規 Loungedress ラウンジドレス レディス ○
15 新規 URBAN RESEARCH ROSSO アーバンリサーチ ロッソ レディス

16 新規 Ungrid アングリッド レディス

17 新規 dazzlin moi ダズリン モア レディス ○
18 新規 Flag blu-verde フラッグ ブル ヴェルデ シューズ ○
19 新規 a.d.r.e.s アドレス 生活雑貨 ○
20 新規 MUJI com ムジコム 生活雑貨 ○
21 新規 お直しコンシェルジュ　ビック・ママ オナオシコンシェルジュ ビック・ママ サービス ○
22 新規 ete エテ アクセサリー

23 新規 CECIL McBEE セシルマクビー レディス

24 新規 COCO DEAL ココ ディール レディス ○
25 新規 override オーバーライド 帽子

26 新規 Odette é Odile UNITED ARROWS オデット エ オディール ユナイテッドアローズ シューズ

27 新規 SHIPS シップス レディス

28 新規 anateliér アナトリエ レディス

29 新規 SENSE OF PLACE by URBAN
RESEARCH センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ レディス/メンズ ○

30 新規 w closet ダブルクローゼット レディス

31 新規 ＆ Giving アンドギビング ファッション雑貨 ○
32 新規 jouetie ジュエティ レディス ○
33 新規 LOWRYS FARM ローリーズファーム レディス

34 新規 Heather ヘザー レディス

35 新規 MARY QUANT マリークヮント コスメ・ファッション雑貨

36 新規 PLAZA プラザ 輸入生活雑貨

37 移転・改装 POOL SIDE プールサイド シューズ

38 移転・改装 PROPORTION BODY DRESSING プロポーションボディドレッシング レディス

39 移転・改装 DIANA ダイアナ シューズ

40 移転・改装 FANCL ファンケル コスメ

41 移転・改装 DouDou ドゥドゥ レディス

42 移転・改装 AIMER エメ フォーマルドレス

43 移転・改装 Pure Nail / LASH DOLL ピュアネイル/ラッシュドール サービス

44 移転・改装 Natural Garden / HERB GALLERY ナチュラルガーデン/ハーブギャラリー サービス

45 移転・改装 HIKARI ヒカリ コスメ・薬

46 移転・改装 Lois CRAYON relax ロイスクレヨン リラックス レディス

47 移転・改装 LODISPOTTO ロディスポット レディス

48 移転・改装 E hyphen world gallery イーハイフンワールドギャラリー レディス



店名 店名（フリガナ） 業種 関西初 京都初

49 移転・改装 JEANASIS ジーナシス レディス

50 移転・改装 earth music & ecology premium store アースミュージック＆エコロジー プレミアムスト
ア

レディス

51 移転・改装 靴下屋 クツシタヤ 靴下

52 移転・改装 index インデックス レディス

53 移転・改装 MAJESTIC LEGON マジェスティックレゴン レディス

54 移転・改装 ROPÉ PICNIC ロペピクニック レディス

55 移転・改装 ORBIS THE SHOP オルビス・ザ・ショップ コスメ

56 改装 Té chichi テチチ レディス

57 改装 mystic ミスティック レディス

58 改装 STRAWBERRY-FIELDS ストロベリーフィールズ レディス

59 改装 AMO' S STYLE by Triumph アモスタイル バイ トリンプ インナーウェア

60 改装 3COINS スリーコインズ 生活雑貨

61 改装 APIVITA アピヴィータ コスメ

62 改装 RIO リオ レディス

63 改装 12 Twelve Agenda トゥエルブアジェンダ レディス

（計63店舗） 2 16

飲食
業種 関西初 京都初

1 新規 だし茶漬け えん 飲食 ○
2 新規 コリアンキッチン　シジャン 飲食

3 新規 マルモキッチン 飲食 ○
4 新規 四川餐館 飲食 ○
5 新規 こなな 飲食 ○
6 新規 モンテロマーノ 飲食 ○
7 新規 飲食 ○
8 新規 めん、色いろ。いつでも、おやつ。 飲食 ○
9 新規 串かふぇ　凡ぼん屋 飲食 ○

10 新規 WIRED CAFE（ワイアードカフェ） カフェ ○
11 新規 スターバックス　２号店 カフェ

12 移転・改装 京阿月 飲食

13 移転・改装 グリルキャピタル東洋亭 飲食

14 移転・改装 萬重 飲食

15 移転・改装 洋麺屋五右衛門 飲食

16 改装 とんかつKYK 飲食

17 改装 お好み焼き　町や。 飲食

18 改装 京のおばんざい料理　味彩や 飲食

19 改装 実演手打うどん杵屋 飲食

20 改装 らーめん　かんじん堂　熊五郎 飲食

21 改装 銀座ハゲ天 飲食

22 改装 冨士屋 飲食

23 改装 田ごと 飲食

24 改装 スターバックス カフェ

25 改装 ティーハウスリプトン カフェ

26 改装 ドトールコーヒーショップ カフェ

（計26店舗） 4 5

店名

Soup Stock Tokyo（スープストックトーキョー）


	一覧

