
 
 

出店テナント概要 

デリカ 

Green gourmet （ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾙﾒ） 

【和･洋･アジアン惣菜】 

Zona ITALIA  OSOUZAI (ｿﾞｰﾅｲﾀﾘｱ ｵｿｳｻﾞｲ) 

【ﾗｲｽｺﾛｯｹ・ｲﾀﾘｱ惣菜】 
 

デパ地下の定番ブランド RF1 がプロデ

ュースするセレクトショップです。

“和・洋・アジアの枠を超えた”野菜

いっぱいの Global な SOZAI を提供しま

す。 

 

有名イタリアレストラン「ゾーナ

イタリア」の自家製チーズを使っ

た惣菜・スイーツ専門店です。店

内手作りのライスコロッケを中心

に、デザートやピッツア風パニー

ニも提供します。 

葛 広宮(ｶｽﾞﾗ ﾋﾛﾐﾔ)【串揚げ】 和惣菜 笑福(ﾜｿｳｻﾞｲ ｼｮｳﾌｸ)【和惣菜】 
 

ミシュラン掲載店舗「葛」が送

る串揚げ専門店です。ファース

トクラスの機内食も手掛けた

シェフが考案する串カツは、定

番の豚や鳥に加えて、旬の食材

に拘った季節串も提供します。 

 

 

 

広島産の食材を中心に四季を感

じて頂ける和惣菜専門店です。

特に出汁巻き卵は、プレーンを

はじめ季節の食材を選んで頂

き、目の前で焼いて提供します。 

ごちそうおむすび膳七(ｾﾞﾝｼﾁ)【おむすび】 柿安ダイニング(ｶｷﾔｽﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ)【和･洋･中惣菜】 
 

米屋が提供するおむすび専

門店です。お米と相性の良い

惣菜を、炊き立てのご飯で優

しく包み込みました。お米は

せら高原こしひかり、塩と海

苔にこだわったおむすび屋

「のり弁」も新登場いたしま

す。 

 

店内厨房で調理したできたて

の商品を提供します。看板商

品の『黒毛和牛 牛めし』や『大

海老マヨ』をはじめ、和・洋・

中の彩りあふれる惣菜やサラ

ダを豊富に取り揃えます。 

Dim sum & Deli Fuki(ﾃﾞｨﾑｻﾑ ｱﾝﾄﾞ ﾃﾞﾘ ﾌｳｷ) 

【点心･中華】 

たごさく(ﾀｺﾞｻｸ)【おこわ】 

 

国産豚肉を使用した手包み焼売、素材にこだわ

った手包み餃子、国産の生にらを使用した肉に

ら饅頭など、様々なお肉の中華惣菜をご用意し

ております。 

 

四季を感じるおこわの専門店です。おこわを

中心に、お弁当、いなり、おにぎり等を提供

します。おこわは赤飯、五目、栗豆などの定

番おこわから、竹の子、うなぎ、松茸、帆立

など期間限定おこわも提供します。 

京鳥(ﾐﾔｺﾄﾞﾘ)【焼き鳥･鶏惣菜】 
 

国産鶏にこだわり、1 本 1 本

丁寧に焼き上げた焼き鳥と、

店内厨房で手作りのお惣

菜・お弁当を取り揃えます。

焼き鳥に加えて、季節野菜を

使用した種類豊富な串も提

供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島初 新業態 

新業態 新業態 



 
 

デリカ（イートイン併設店） 

大和サンド(ﾔﾏﾄｻﾝﾄﾞ)【ｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁ】    (15 席) PIZZERIA PONTE(ﾋﾟｯﾂｪﾘｱ ﾎﾟﾝﾃ)      (9 席) 

【ﾋﾟｻﾞ･ｲﾀﾘｱ惣菜】 
 

食パン専門店“一本堂”の手作り食

パンを使った“初”となるサンドウ

ィッチ専門店。種類豊富な生サン

ド、焼きサンドを店内で毎日手作り

します。 

 

平和記念公園付近にある「カフェ・

ポンテ」による新業態です。石窯を

設置し、ピザ職人が焼き上げるピッ

ツァを提供します。搾りたてのオレ

ンジジュースもおすすめです。 

魚喜(ｳｵｷ)【寿司】                       (7 席) 韓美膳(ﾊﾝﾋﾞｼﾞｪ)【韓国料理】       (13 席) 
 

鮮魚小売専門店「魚喜」の直営店

です。お持ち帰りでも、店頭カウ

ンターでもご利用いただけます。

ネタ+シャリ自慢の魚喜のお寿司

で季節を感じて頂けます。 

 

キンパやビビンバ、チヂミなどヘルシーな韓

国料理をバラエティ豊かに提供し、お持ち帰

りにもイートインにもご利用頂けます。 

 

スイーツ 

RINGO(ﾘﾝｺﾞ)【ｱｯﾌﾟﾙパイ】 Boston(ﾎﾞｽﾄﾝ)【洋菓子･ﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ】 
 

カスタードアップルパイ専門店です。

サクサク食感のパイ生地とたっぷりと

入ったカスタードクリームが特徴で

す。子供から大人まで愛される味わい

のスイーツです。 

 

創業当時の味を受け継ぎ、守り続

けながら“地元食材”を生かした

新しいお菓子作りに挑戦していま

す。定番のボストンに加えて、新

商品の店内製造“チーズケーキ”

も是非ご利用ください。 

SAJINー茶人―(ｻｼﾞﾝ)【抹茶菓子】 立町カヌレ+(ﾀﾃﾏﾁｶﾇﾚ ﾌﾟﾗｽ)【洋菓子・ｶﾇﾚ】 
 

お茶を食べる―をコンセプトにお茶の持つ

栄養やおいしさをそのまま食べて頂けるよ

うに、お茶菓子の専門店として日常のおやつ

や、ちょっとした手土産をご用意します 

 

洋菓子カスターニャが直営するカ

ヌレ専門店です。 外はカリッと、

中はしっとりとしたカヌレは、プ

レーンの他 6 種類以上のフレーバ

ーをご用意しています。季節限定

のフレーバーもお楽しみくださ

い。 

MARIO DESSERT(ﾏﾘｵﾃﾞｻﾞｰﾄ)【洋菓子・ﾀﾙﾄｹｰｷ】 COCONCA (ｺｺﾝｶ)【和洋菓子】 
 

「イタリアのお母さんが作るケ

ーキ」をコンセプトにしたケーキ

ショップです。季節のフルーツを

中心にケーキやプリン、焼き菓子

をご用意しております。お誕生日

や贈り物、お土産にご利用頂けま

す。 

 

創業の地・宮島で九十年以上に渡っ

て続けてきた藤い屋伝統のあんづく

りを活かし、あんを使った新しいお

菓子や瀬戸内の果実を使った和と洋

の垣根を越えたスイーツを提供しま

す。 

御座候(ｺﾞｻﾞｿｳﾛｳ)【二重焼き】 shodai bio nature(ｼｮｳﾀﾞｲ ﾋﾞｵ ﾅﾁｭｰﾙ)【洋菓子】 
 

こだわりの赤あん・白あんを自社の

製餡工場にて独自の製法で炊き上

げています。乳･卵不使用の生地は

あっさりとしており、あんとの相性

抜群です。 

人工的な着色料や化学的な香料や食材を極力排除

することに拘る洋菓子専門店です。自然の摂理に沿

ったものを提供するとともに、季節毎に全国の農家

から届く素材力を活かしたものを皆様にお届けし

ます。  
 

Morozoff(ﾓﾛｿﾞﾌ)【洋菓子】 

創業以来お客様の笑顔のために、高品質・最高の

おいしさにこだわりつづけ、「ロマンのあるスイー

ト」をお届けしております。お客様の信頼にお応

えできる商品を取り揃えて、お待ち申し上げてお

ります。 

新業態 新業態 

新業態 広島初 

新業態 



 
 

カフェ 

春水堂(ﾁｭﾝｽｲﾀﾝ)【台湾ｶﾌｪ･ﾀﾋﾟｵｶﾃｨｰ】  (24 席) 星乃珈琲店(ﾎｼﾉｺｰﾋｰﾃﾝ)【ｶﾌｪ】     (70 席) 

タピオカミルクティー発

祥の店として本場台湾で

国民的な人気を誇るお茶

専門カフェです。担々麺

や豆花（トウファ）など

のフード・スイーツも充

実しており、ランチでも

ご利用頂けます。 

良質の豆を厳選し、ハ

ンドドリップで提供

する本格珈琲店です。

ふわふわのスフレパ

ンケーキをはじめ、ス

イーツからお食事ま

で幅広くご利用頂け

ます。 

BAKE CHEESE TART(ﾍﾞｲｸ ﾁｰｽﾞ ﾀﾙﾄ)【ﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ】 

                              (6 席) 
北海道がルーツの焼きたてチーズ

タルト専門店です。チーズムースの

フワッととろける口どけと、2 度焼

きしたサクサクタルト生地が特徴

です。広島エリア“初”となる BAKE

ミルクソフトも販売致します。 

 

 
 

ドリンクスタンド 

ビールスタンド重富(ﾋﾞｰﾙｽﾀﾝﾄﾞｼｹﾞﾄﾐ)【ﾋﾞｱｽﾀﾝﾄﾞ】 伊都岐珈琲(ｲﾂｷｺｰﾋｰ)【ｺｰﾋｰｽﾀﾝﾄﾞ】 

現代のサーバーと昭和初期の

サーバーを併用し、拘りの注

ぎ方で生ビールの旨さを届け

るビール専門店です。生ビー

ルを注ぐ専門ノウハウ、技術

を広島から発信し生ビールで

広島を元気にしていきます。 

宮島生まれ宮島育ちのスペ

シャルティコーヒー専門店

です。珈琲豆の販売やスイー

ツなど、拘りの珈琲を様々な

角度からお楽しみ頂けます。 

 

もみじ堂(ﾓﾐｼﾞﾄﾞｳ)【揚げもみじ･ﾄﾞｰﾅﾂ】 
 

こだわりもみじ饅頭で作る「元祖 

揚げもみじ」の有名店です。新商

品「もみじ堂ナッツ（ﾄﾞｰﾅﾂ）」は

広島県純国産鶏の卵を使用し、軽

い口当たりが特徴の焼きドーナ

ツを提供します。 

 

リカー・グロサリ 

Tavola! by Jupiter(ﾀｳﾞｫﾗ ﾊﾞｲ ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ)【輸入食品】 SAKE PLACE（ｻｹ ﾌﾟﾚｲｽ）【酒販店】    (4 席) 

豊富な品揃えの珈琲豆や輸入食品を提供する

「Jupiter」が展開する新業態です。豊富な品揃え

はそのままに、対面による試食販売やレシピ紹

介など、お客様の食卓を彩る提案をしていきま

す。 

広島地酒をメインに全国の日

本酒や中国エリアを中心とし

た地ビールや日本ワインなど

を提供します。日本酒の飲用

コーナー（バーカウンター）

も設け、気軽にお酒を楽しん

で頂けるお店です。 

酒舗 菱正宗(ｼｭﾎ ﾋｼﾏｻﾑﾈ)【酒販店】 
 

蔵元直営の「酒舗 菱正宗」は菱

正宗大吟醸を始めとして、日本酒

や米焼酎、蔵元直送の蔵出し生酒

の量り売りも提供します。菱正宗

の全ての日本酒や焼酎の試飲も

出来ますので是非お立ち寄り下

さい。 

中四国初 

新業態 新業態 



 
 

 

（テナントリスト） 

スーパーマーケット・ドラッグストア・サービス 

ユアーズ【ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ】 マツモトキヨシ【ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ】 

企業スローガン「とっておきの日

常へ」のもと、安心・安全・美味

しさにこだわった豊富な高質食

材を提供するとともに「食」にま

つわるあらゆる情報を発信しい

つものお買物の時間をより楽し

く演出します。 

 

医薬品・化粧品・健康食品を中心に、自

社開発PB商品の「matsukiyo（マツキヨ）」

など安心・安全で美と健康に役立つ価値

のあるお買い得商品をご提供致します。 

 

ウェルカムカウンター【手荷物預かり】 ATM コーナー 
 

観光やビジネスには、ご不要な旅行バッグなどを預けると、その日

の宿泊先ホテルへ配送します。この他、荷物をご自宅へ配送するサ

ービスや当日一時預かりするサービスもございます。 

 

「広島銀行（3 台）」、「もみじ銀行（2 台）」、「広島信用金庫（1 台）」、

「イオン銀行（1 台）」、「広島市信用組合（1 台）」と計８台の広島

駅構内最大の ATM コーナー。※開業時は７台 

日本旅行(ﾆﾎﾝﾘｮｺｳ)【旅行代理店】 
 

旅に関するお客様のあらゆるニーズに応えるため、赤い風船、マッ

ハ・ベストをはじめ、各社旅行商品を取り揃えております。最新の

旅行情報の提供・発信に加えて、快適にご旅行相談・申込みを行っ

ていただく為に、EPARK による来店予約制も導入しております。 

店舗名称 ﾌﾘｶﾞﾅ 会社名 カテゴリ 出店状況 地元 

企業 

【デリカ 9 店舗】 
Green gourmet 
 

ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾙﾒ ㈱ﾛｯｸ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ 和･洋･ｱｼﾞｱﾝ惣菜 広島初  

Zona ITALIA  OSOUZAI ｿﾞｰﾅｲﾀﾘｱ ｵｿｳｻﾞｲ ㈱ﾒｲﾌﾟﾙｼﾃｨ ﾗｲｽｺﾛｯｹ･ｲﾀﾘｱ惣菜 新業態 ○ 
葛 広宮 ｶｽﾞﾗ ﾋﾛﾐﾔ ㈱ﾅｲﾝﾎｰｾｽ 串揚げ 新業態 ○ 
和惣菜 笑福 ﾜｿｳｻﾞｲ ｼｮｳﾌｸ ㈲笑福 和惣菜 新業態 ○ 
ごちそうおむすび膳七 ｺﾞﾁｿｳｵﾑｽﾋﾞｾﾞﾝｼﾁ ㈱ｵｸﾓﾄ おむすび  ○ 
柿安ダイニング ｶｷﾔｽﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ㈱柿安本店 和･洋･中惣菜   
Dim sum & Deli Fuki ﾃﾞｨﾑｻﾑ ｱﾝﾄﾞ ﾃﾞﾘ 

ﾌｳｷ 
㈱小樽飯櫃 点心･中華   

たごさく ﾀｺﾞｻｸ 山和食品㈱ おこわ   
京鳥 ﾐﾔｺﾄﾞﾘ ㈱ｼﾞｪｰｼｰ･ｺﾑｻ 焼鳥･鶏惣菜   
【デリカ（イートイン併設店） 4 店舗】 
大和サンド ﾔﾏﾄｻﾝﾄﾞ ㈱ｱｸｱ ｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁ 新業態 ○ 
PIZZERIA PONTE ﾋﾟｯﾂｪﾘｱ ﾎﾟﾝﾃ ㈱合人社計画研究所 ﾋﾟｻﾞ･ｲﾀﾘｱ惣菜 新業態 ○ 
韓美膳 ﾊﾝﾋﾞｼﾞｪ ㈱東亜ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 韓国料理   
魚喜 ｳｵｷ ㈱魚喜 寿司   
【スイーツ 9 店舗】 
RINGO ﾘﾝｺﾞ ㈱BAKE ｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ 広島初  
Boston ﾎﾞｽﾄﾝ ㈱ﾎﾞｽﾄﾝ 洋菓子･ﾁｰｽﾞｹｰｷ 新業態 ○ 
SAJINー茶人― ｻｼﾞﾝ ㈱ﾓｰﾂｱﾙﾄ 抹茶菓子 新業態 ○ 
立町カヌレ+ ﾀﾃﾏﾁｶﾇﾚ ﾌﾟﾗｽ ㈲ｶｽﾀｰﾆｬ 洋菓子・ｶﾇﾚ  ○ 
MARIO DESSERT ﾏﾘｵﾃﾞｻﾞｰﾄ ㈱ｻﾝ･ﾏﾘｵ 洋菓子・ﾀﾙﾄｹｰｷ  ○ 
COCONCA ｺｺﾝｶ ㈱藤い屋 和洋菓子  ○ 
御座候 ｺﾞｻﾞｿｳﾛｳ ㈱御座候 二重焼き   
Shodai bio nature ｼｮｳﾀﾞｲ ﾋﾞｵ 

ﾅﾁｭｰﾙ 
㈱agricoeules 洋菓子   

Morozoff ﾓﾛｿﾞﾌ ﾓﾛｿﾞﾌ㈱ 洋菓子   
【カフェ 3 店舗】 
春水堂 ﾁｭﾝｽｲﾀﾝ ㈱ｵｱｼｽﾃｨｰﾗｳﾝｼﾞ 台湾ｶﾌｪ･ﾀﾋﾟｵｶﾃｨｰ 中四国初  
星乃珈琲店 ﾎｼﾉｺｰﾋｰﾃﾝ 日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ㈱ ｶﾌｪ   
BAKE CHEESE TART ﾍﾞｲｸ ﾁｰｽﾞ ﾀﾙﾄ ㈱BAKE ﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ   
【エキエスタンド 3 店舗】 
ビールスタンド重富 ﾋﾞｰﾙｽﾀﾝﾄﾞｼｹﾞﾄﾐ ㈱重富酒店 ﾋﾞｱｽﾀﾝﾄﾞ  ○ 
伊都岐珈琲 ｲﾂｷｺｰﾋｰ 伊都岐珈琲㈱ 珈琲ｽﾀﾝﾄﾞ  ○ 
もみじ堂 ﾓﾐｼﾞﾄﾞｳ ㈲紅葉堂 揚げもみじ･ﾄﾞｰﾅﾂ  ○ 
【グロサリ・リカー 3 店舗】 
Tavola! by Jupiter ﾀｳﾞｫﾗ ﾊﾞｲ ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ ｼﾞｭﾋﾟﾀｰｺｰﾋｰ㈱ 輸入食品/珈琲 新業態  
SAKE PLACE ｻｹﾌﾟﾚｲｽ ㈱ﾘｶｰｽﾞ 酒販店 新業態 ○ 
酒舗 菱正宗 ｼｭﾎ ﾋｼﾏｻﾑﾈ 久保田酒造㈱ 酒販店  ○ 
【スーパー/ドラッグストア/サービス 5 店舗】 
ユアーズ ﾕｱｰｽﾞ ㈱ﾕｱｰｽﾞ ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ  ○ 
マツモトキヨシ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ ㈱ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ中四国販売 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ   
ウェルカムカウンター ｳｪﾙｶﾑｶｳﾝﾀｰ 中国ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ㈱ 手荷物預かり   
ATM コーナー ｴｰﾃｨｰｴﾑｺｰﾅｰ ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙｻｰﾋﾞｽネット広島 ATM   
日本旅行 ﾆﾎﾝﾘｮｺｳ ㈱日本旅行 旅行代理店   

※イートイン、カフェ等の席数については変更になる 

可能性がございます。 



 
 

 

 

（フロアマップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 星乃珈琲店 8 RINGO 13 Zona ITALIA OSOUZAI 20 Green gourmet 26 伊都岐珈琲 32 ユアーズ

2 春水堂 9 Boston 14 ごちそうおむすび膳七 21 Dim sum&Deli Fuki 27 もみじ堂 33 マツモトキヨシ

3 BAKE CHEESE TART 10 Morozoff 15 大和サンド 22 京鳥 28 ビールスタンド重富

4 COCONCA 11 SAJIN－茶人－ 16 韓美膳 23 笑福

5 MARIO　DESSERT 12 御座候 17 PIZZERIA PONTE 24 葛　広宮 29 酒舗　菱正宗 34 ウエルカムカウンター

6 立町カヌレ＋ 18 魚喜 25 たごさく 30 Tavola by Jupiter 35 ATMコーナー

7 shodai bio nature 19 柿安ダイニング 31 SAKE PLACE 36 日本旅行

スイーツ・カフェ デリカ ドリンクスタンド

リカー・グロッサリー

スーパーマーケット
ドラッグストア

サービス
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