
■２Fフードコート
No 店　　　　名 フリガナ 業種名 ⼤阪初 新業態
29 マクドナルド マクドナルド ハンバーガー
30 晴MURA 天美 ⾁汁店 ハレムラ アマミ ニクジルテン うどん:ステーキ:ハンバーグ
31 サブウェイ サブウェイ サンドイッチ
32 サーティワンアイスクリーム サーティワンアイスクリーム アイスクリーム

■まったら横丁
No 店　　　　名 フリガナ 業種名 ⼤阪初 新業態
23 The Gramps & Cream ザ・グランプスアンドクリーム ソフトクリーム 新業態
24 伊勢や イセヤ うどん:巻きずし
25 和⾵⽣餃⼦はっしん ワフウナマギョウザハッシン 中華料理　餃⼦ 新業態
26 ⼤福飯店 ダイフクハンテン 中華料理 新業態
27 ビフテキ重・⾁飯　ロマン亭 ビフテキジュウ・ニクメシ　ロマンテイ 飲⾷（お重）
28 ⿃ぷろ トリプロ 飲⾷（焼⿃:からあげ:弁当）

■グルメ＆フード
No 店　　　　名 フリガナ 業種名 ⼤阪初 新業態
2 ⿂河岸 中與商店 ウオガシ　ナカヨショウテン 鮮⿂⼩売店:飲⾷店 ⼤阪初 新業態
3 ⻘果にしだ セイカニシダ ⻘果
4 ⾁の松屋 ニクノマツヤ ⽣鮮⾷品:精⾁
5 Heart Bread ANTIQUE ハートブレッドアンティーク ベーカリー
6 ファクトリーシン ファクトリーシン 洋菓⼦
7 ⽣花⻘果 セイカセイカ ⽣花:⾷品販売
8 御座候 ゴザソウロウ スウィーツ
9 クリーム本舗 クリームホンポ クレープ＆アイス 新業態
10 ビアードパパの作りたて⼯房 ビアードパパノツクリタテコウボウ スウィーツ
11 踊りだこ オドリダコ たこ焼き
12 Bull Pulu ブルプル お茶＆スイーツ
13 久世福商店 クゼフクショウテン ⾷品物販
14 つながるおこめ ツナガルオコメ ⾷物販 ⼤阪初 新業態
15 北海道うまいもの館 ホッカイドウウマイモノカン 加⼯⾷品
16 おかしのまちおか オカシノマチオカ お菓⼦
17 タリーズコーヒー タリーズコーヒー カフェ
18 ミスタードーナツ ミスタードーナツ ドーナツ
19 果汁⼯房果琳 カジュウコウボウカリン フルーツジュース
20 タリーズコーヒー タリーズコーヒー カフェ
21 コメダ珈琲店 コメダコーヒーテン カフェ
22 スターバックス スターバックス カフェ

⾷物販・レストラン ５１店舗
■スーパーマーケット
No 店　　　　名 フリガナ 業種名 ⼤阪初 新業態
1 ライフ ライフ スーパーマーケット



■サービス
No 店　　　　名 フリガナ 業種名 ⼤阪初 新業態
52 ママのリフォーム ママノリフォーム 洋服お直し
53 保険クリニック ホケンクリニック 保険
54 ＪＪコレクション ジェイジェイコレクション 買取専⾨店
55 フタバクリーニング　天美店 フタバクリーニング　アマミテン クリーニング
56 ミスターミニット ミスターミニット 靴修理:合鍵:時計電池交換
57 QB HOUSE キュービーハウス ヘアカット専⾨店
58 宝くじチャンスセンター タカラクジチャンスセンター 宝くじ
59 ヒカリ⻭科クリニック松原 ヒカリシカクリニックマツバラ ⻭科
60 COTOLIBA　AMAMI コトリバ　アマミ その他 ⼤阪初 新業態
61 FIT EASY STYLE フィットイージースタイル フィットネス
62 セブン - イレブン セブン - イレブン コンビニエンスストア
63 ガンバ体操クラブ ガンバタイソウクラブ 体操クラブ
64 そろばん教室88くん ソロバンキョウシツパチパチクン こどもそろばん教室
65 セイハ英語学院 セイハエイゴガクイン こども英会話教室

66 STUDIO ARC　
セブンパーク天美店

スタジオアーク　
セブンパークアマミテン こども写真館

■レストラン
No 店　　　　名 フリガナ 業種名 ⼤阪初 新業態
43 GOOD SOUND COFFEE グッドサウンドコーヒー カフェ ⼤阪初
44 いしがまや　ハンバーグ イシガマヤ　ハンバーグ ハンバーグ＆鉄板
45 Danmi ダンミ 韓国料理
46 ケンタッキーフライドチキン ケンタッキーフライドチキン ケンタッキーフライドチキン

47 みんな集まれ︕
⾷べ放題　焼⾁本陣

ミンナアツマレ︕
タベホウダイ　ヤキニクホンジン 焼⾁⾷べ放題 新業態

48 カプリチョーザ カプリチョーザ イタリアン
49 極みとんかつ　かつ喜 キワミトンカツ　カツキ とんかつ
50 つづるや ツヅルヤ 和⾷:⽢味:弁当 新業態
51 サイゼリヤ サイゼリヤ イタリアン

■３Fフードコート
No 店　　　　名 フリガナ 業種名 ⼤阪初 新業態
33 バーガーキング バーガーキング ハンバーガー
34 M-1ステーキ エムワンステーキ ステーキ ⼤阪初 新業態
35 KOHAGELA コハジェラ ジェラート＆ドリンク
36 うどんの祥　かな泉 ウドンノショウ　カナイズミ うどん
37 ⿃さく トリサク ⿃専⾨店
38 博多天神ホルモン ハカタテンジンホルモン 鉄板焼

39 マンゴースター マンゴースター マンゴージュース:スウィーツ専⾨
店

40 100時間カレー ヒャクジカンカレー カレー ⼤阪初
41 ⼩僧またおまえか。 コゾウマタオマエカ。 ラーメン:餃⼦

42 どうとんぼり神座　
セブンパーク天美店

ドウトンボリカムクラ　
セブンパークアマミテン 飲⾷業

サービス ４７店舗



67 PureNail STUDIO F ピュアネイル スタジオ エフ ネイル
68 講談社こども教室 コウダンシャコドモキョウシツ 教室

69 ベネッセの英語教室 BE studio ベネッセノエイゴキョウシツ　
ビースタジオ ⼦ども英語教室

70 ハロー︕パソコン教室 
セブンパーク天美校

ハロー︕パソコンキョウシツ 
セブンパークアマミコウ パソコン:スマートフォン教室

71 ひごペットフレンドリー　
セブンパーク天美店

ヒゴペットフレンドリー　
セブンパークアマミテン ペットショップ

72 ラフィネ ラフィネ リラクゼーション
73 保険テラス ホケンテラス 保険
74 munit ムニット ポップアップショップ ⼤阪初 新業態
75 明光義塾 メイコウギジュク 各種教室
76 SANATIO SPA サナティオスパ エステ ⼤阪初 新業態

77 Beauty Color Plus
Beauty eyelash

ビューティーカラープラス
ビューティーアイラッシュ

ヘアカラー専⾨店
まつ⽑エクステ:まつ⽑パーマ:ア
イブロウ:⽬元ケア専⾨店

78 VS PARK セブンパーク天美店 ブイエスパークセブンパークアマミテン アミューズメント
79 チキンゴルフ＆メンズクリア チキンゴルフアンドメンズクリア 各種教室
80 銀座グラティア・ラココ ギンザグラティア・ラココ エステ
81 ボンシュBallerina ボンジュバレリーナ 各種教室
82 保険アルム ホケンアルム 保険
83 スカイファイト スカイファイト ドローン
84 Space Up スペースアップ その他
85 リンク不動産 リンクフドウサン 不動産
86 AMAMI PLUS アマミプラス クリエイティブスタジオ ⼤阪初 新業態
87 セブンパーク天美眼科 セブンパークアマミガンカ 眼科
88 KA･RA･DA factory カ・ラ・ダ ファクトリー リラクゼーション
89 パパイヤ式セイハダンスアカデミー パパイヤシキセイハダンスアカデミー こどもダンス教室
90 Dr.stretch ドクターストレッチ ストレッチ専⾨店

91 スーモカウンター スーモカウンター 住まい探しの無料講座:相談
サービス

92 UQスポットセブンパーク天美 ユーキュースポットセブンパークアマミ 携帯電話
93 ハートアップ ハートアップ コンタクトレンズ
94 au エーユー 携帯電話
95 ソフトバンク/ワイモバイル ソフトバンク/ワイモバイル 携帯電話
96 ドコモショップ　セブンパーク天美店 ドコモショップ　セブンパークアマミテン 携帯電話
97 namcoセブンパーク天美店 ナムコセブンパークアマミテン アミューズメント
98 TOHOシネマズ　セブンパーク天美 トウホウシネマズ　セブンパークアマミ シネマコンプレックス



ファッション ２４店舗
■ファッション
No 店　　　　名 フリガナ 業種名 ⼤阪初 新業態
99 KANDA カンダ 宝飾:時計

100 FLAVA HAT フレイヴァ　ハット 帽⼦
101 ＆.NOSTALGIA アンド.ノスタルジア レディス
102 ジュエリー　フルミヤ ジュエリー　フルミヤ ジュエリー
103 パシオス　セブンパーク天美店 パシオス　セブンパークアマミテン 総合⾐料

104 Little Room by NUTTY 
HORIE リトルルーム　バイ　ナッティ　ホリエ キッズ 新業態

105 F.O.KIDS エフオーキッズ キッズ:ベビー:雑貨 ⼤阪初
106 きもの⼯房　⼀休 キモノコウボウ　イッキュウ 呉服
107 Parade パレード レディス:メンズ:キッズシューズ ⼤阪初
108 Luchile ルチル レディス
109 アヴァンス アヴァンス 美容室
110 ノエルヤマモト ノエルヤマモト バッグ
111 PINK　DIAMOND ピンクダイアモンド ミセス婦⼈服
112 チュチュアンナグランデ チュチュアンナグランデ ソックス:インナー:ウェア
113 AMERICAN HOLIC アメリカンホリック レディス
114 SM2 keittio サマンサモスモス　ケイッティオ レディス
115 ハニーズ ハニーズ レディス
116 サンキューマート サンキューマート レディス:雑貨
117 QuQu キュキュ アパレル
118 SHOO・LA・RUE シューラルー レディス
119 Ludic Park ルディックパーク レディス
120 アーノルド パーマー アーノルド パーマー ファミリー

121 ABC-MART エービーシー・マート レディス:メンズ:キッズシューズ:
スポーツアパレル

122 マックハウス マックハウス ファミリー



雑貨 ２９店舗
■雑貨
No 店　　　　名 フリガナ 業種名 ⼤阪初 新業態
123 AIGAN アイガン 雑貨
124 cliffhanger by En Fance クリフハンガー バイ アンファンス ⽣活雑貨
125 ウオッチタウン ウオッチタウン 時計
126 3COINS＋plus スリーコインズプラス ⽣活雑貨
127 AWESOME STORE オーサムストア ⽣活雑貨
128 薬　マツモトキヨシ マツモトキヨシ ドラッグストア
129 ニトリ デコホーム ニトリ デコホーム インテリア雑貨
130 無印良品 ムジルシリョウヒン インテリア:家具:雑貨
131 ロフト ロフト ⽣活雑貨
132 Cosmetic SAMI コスメティックサミ 化粧品
133 トイザらス・ベビーザらス トイザラス・ベビーザラス 玩具:ホビー

134 SmaPla スマプラ スマートフォンケース　
スマートフォン修理

135 トイロスクール トイロスクール スクール⽤品:⽂具 ⼤阪初 新業態
136 AINZ&TULPE アインズアンドトルペ 化粧品:サプリメント
137 Zoff ゾフ メガネ
138 Joshin(ジョーシン) ジョーシン 家電:おもちゃ
139 島村楽器 シマムラガッキ 楽器:⾳楽教室
140 じぶんまくら ジブンマクラ 寝具
141 がちゃ処 ガチャドコロ 玩具:ホビー ⼤阪初
142 SWANKY MARKET スワンキー マーケット キャラクター雑貨 ⼤阪初
143 ダイソー ダイソー 100円ショップ
144 Color Queen Cosme カラークイーンコスメ ⽣活雑貨
145 TOWERmini タワーミニ CD:DVD
146 ⼿芸の丸⼗ シュゲイノマルジュウ ⼿芸
147 丸善 マルゼン 書籍
148 エーエーマート　バイ　アジーアジ エーエーマート　バイ　アジーアジ ⽣活雑貨:ガーデニング雑貨
149 peachclub ピーチクラブ ⽣活雑貨
150 OWNDAYS オンデーズ メガネ
151 illusie300 イルーシーサンマルマル ⽣活雑貨


