
【別紙】長崎街道かもめ市場 出店テナント一覧

※【実演】はできたての商品を提供する店舗のことを言います。
※【新業態】は全国に同一店舗がなく、今回長崎街道かもめ市場ご出店に際し新たに開発した業態のことを言います。
※記載内容は今後変更となる場合がございます。

NO 店舗名・会社名 カテゴリー 店舗紹介 新業態 出店状況 地元企業
（長崎県内）

合計 計54店舗 (ATM７店舗含む） ６店舗
商業施設初:17店舗
九州初:１店舗
長崎初:4店舗
移転：14店舗

40店舗

土産店舗 計27店舗

1 I LOVE CUSTARD NEUFNEUF
（株式会社九十九島グループ）

カスタードスイーツ カスタードが主役のスイーツ専門店。 長崎初 ○

2 異人堂
（株式会社異人堂）

カステラ・和洋菓子 長崎カステラをはじめとした和洋菓子を取り揃え。 商業施設初 ○

3 和泉屋
（有限会社和泉屋）

カステラ・和洋菓子 カステラの新たな美味しさを追求したカステラスイーツの人気店。 ○

4 いろはや
（株式会社いろはや）

陶器・食品 新しいローカルライフを提案するおみやげギフトセレクトショップ。 商業施設初 ○

5 岩崎本舗
（株式会社岩崎食品）

【実演】
角煮まんじゅう

ながさき手みやげ大賞に選ばれた「長崎角煮まんじゅう」のお店。 移転 ○

6 雲仙きのこ本舗
（株式会社雲仙きのこ本舗）

ご当地土産麺
きのこ加工品

「美味養生」をコンセプトに、養々麺等きのこ加工食品を販売。 商業施設初 ○

7 カステラ本家 福砂屋
（株式会社福砂屋）

カステラ・和洋菓子 1624年創業以来、手づくりによる製法を守り続けて参りました。 移転 ○

8 菓舗 唐草
（株式会社唐草）

和洋菓子 「長崎物語」「おたくさ」など長崎らしい銘菓を取り揃えております。 移転 ○

9 鯨と海の幸 勇魚
（有限会社井上海産物）

【実演】
鯨・海産物

伝統の「鯨」・からすみ・ウニ等長崎の海の幸や珍味をご用意。 移転 ○

10 サン ウミノ
（ニップンドーナツ九州株式会社）

コーヒースタンド
フルーツサンド

新業態のコーヒー・フルーツサンドテイクアウト専門店。 ○ 商業施設初 ○

11 松翁軒
（株式会社松翁軒）

カステラ・和洋菓子 創業340年のカステラの老舗。文学の味がする 松翁軒。 移転 ○

12 Taiwan Tianpin Hua
（株式会社老李グループジャパン）

【実演】
台湾スイーツ

水餃子が人気の「老李」が行う新業態の台湾スイーツ専門店。 ○ 商業施設初 ○

13 チョコレートハウス
（チョコレートハウス株式会社）

チョコレート 「チョコレート発祥の地・長崎」のチョコレート専門店。 ○

14 ドラゴンシー
（株式会社ノースアイランド）

総合土産・雑貨 「選ぶ楽しさ」をコンセプトに長崎・ 九州の菓子、雑貨を取り揃え。 移転 ○

15 長崎お土産 すみや
（株式会社すみや）

総合土産 定番土産から長崎の島々の産品をセレクトした土産専門店。 移転 ○

16 長崎かんぼこ 喜味冨
（株式会社杉永蒲鉾）

【実演】
練物・海産物

揚げたてにこだわった新業態の実演販売蒲鉾専門店。 ○ 商業施設初 ○

17 長崎中華街蘇州林
（有限会社蘇州林）

中華菓子 「麻花兒（マファール）」が人気の中華菓子専門店。 商業施設初 ○

18 長崎ぶたまん桃太呂
（有限会社桃太呂）

【実演】
豚まん

長崎名物・長崎ぶたまんの元祖専門店。 移転 ○

19 長崎銘品蔵
（ＪＲ九州リテール株式会社）

総合土産 ワンストップショッピングが叶う“地域一番の土産セレクトショップ” 移転

20 長崎焼小籠包チャイデリカ
（チャイオーン株式会社）

【実演】
長崎中華総菜

長崎発オリジナルテイスト！ジューシーな焼小籠包の人気店。 商業施設初 ○

21 なかしま
（株式会社中嶋屋本店）

だし関連商品 だし一筋70有余年。「おいしい幸福 明るい食卓」がコンセプト。 ○

22 白水堂
（有限会社白水堂）

和菓子・桃かすてら 創業明治20年(1887年)、五代続く老舗菓子専門店。 移転 ○

23 文明堂総本店
（株式会社文明堂総本店）

カステラ・和洋菓子 創業1900年、長崎の心を今に伝える味づくり文明堂総本店。 移転 ○

24 BERRY CUTE！
（株式会社肥前ほがや）

洋菓子 長崎県産イチゴやブルーベリーを使用した新業態の洋菓子店。 ○ 商業施設初 ○

25 Bon Patty
（小浜食糧株式会社）

和洋菓子 長崎銘菓クルスを販売。地元に愛されるワッフルも人気です。 移転 ○

26 まるなか本舗
（株式会社まるなか本舗）

【実演】
練物・海産物

本物の美味しいを追求した極上の蒲鉾をお届けします。 移転 ○

27 みろくや
（株式会社みろく屋）

ご当地土産麺 長崎を代表する麺料理ちゃんぽん・皿うどんの専門店。 ○



NO 店舗名・会社名 カテゴリー 店舗紹介 新業態 出店状況 地元企業
（長崎県内）

横丁店舗 計８店舗

28
～長崎和牛が美味しい店～ 大阪屋
（有限会社エーファイブ）

和牛ダイニング 長崎和牛を始めとした長崎の美味しいをお楽しみ下さい。 商業施設初 ○

29 海鮮炙り屋 いぶき地
（株式会社いぶき地）

海鮮炙り焼・魚串 長崎の魚介を刺身や炙り焼、藁焼き、魚串で堪能頂けます。 商業施設初 ○

30 串カツ田中
（株式会社イートスタイル）

串カツ 串カツと大阪グルメを大衆酒場の雰囲気でお楽しみ頂けます。

31 台湾水餃 LAO LEE
（株式会社老李グループジャパン）

台湾バル 和食器で台湾料理とお酒を楽しむ新業態の台湾バル専門店。 ○ 商業施設初 ○

32 立ち呑み たたんばぁ
（有限会社串乃屋）

立ち呑み 豊富な長崎地酒・焼酎が気軽に楽しめる立ち呑み専門店。 ○

33 博多ぐるぐるとりかわ竹乃屋
（株式会社タケノ）

焼き鳥 名物博多ぐるぐるとりかわをはじめ、もつ鍋などが楽しめるお店。 長崎初

34 BABAKE
（ー）

ラーメン 自家製麺と濃厚でまろやかな鶏ガラ豚骨にこだわった一杯。 商業施設初 ○

35 フクブクロ
（有限会社亜紗）

海鮮居酒屋 長崎にこだわった料理で「魚のおいしい街 長崎」を全国に！ 商業施設初 ○

ご当地飲食店舗 計６店舗

36 魚○亜紗
（有限会社亜紗）

海鮮丼 長崎の新鮮な魚介をつめ込んだ新業態の海鮮丼専門店。 ○ 商業施設初 ○

37 五島うどん だしぼんず
（ー）

五島うどん 五島うどんと鯛出汁にこだわった新感覚のうどんをご堪能ください。 商業施設初 ○

38 たんや
（JR九州フードサービス株式会社）

牛タン 長崎名物を引っ提げて、博多で大人気の店が長崎初出店！ 長崎初

39 ちゃんぽん 蘇州林
（有限会社蘇州林）

ちゃんぽん・皿うどん 長崎中華街で人気のちゃんぽん・皿うどんの専門店。 ○

40 ニッキー・アースティン
（有限会社大平濵口商事）

トルコライス 手作りにこだわった186種類から選べるトルコライス専門店。 商業施設初 ○

41 みのりカフェ
（全国農業協同組合連合会）

地産地消カフェ JA全農がお届けする長崎県産食材にこだわったカフェ。 長崎初

デイリー・サービス店舗 計13店舗 （ATM7店舗含む）

42 キンコーズ
（株式会社ジーエークレアス）

ビジネスサービス スマホプリント、コピーや名刺、オリジナルTシャツ・アルバムなど。

43 スマホクリニック
（株式会社モバイアス）

スマホ修理 iPhone画面割れ、バッテリー交換など即日修理対応致します。 九州初

44 トランドール
（株式会社トランドール）

ベーカリー 焼き立てのパンの香ばしくて甘い香りに包まれたベーカリー。

45 ファミリーマート
（ＪＲ九州リテール株式会社）

コンビニ 「あなたと、コンビに、ファミリーマート」でお待ち致しております。

46 マクドナルド
（日本マクドナルドホールディングス株式会社）

ハンバーガー 一息つける、心地良い時間を過ごせるハンバーガー店です。

47 ヤマト運輸
（ヤマト運輸株式会社）

配送サービス 手ぶら観光やショッピングを楽しめるサービスを提供致します。 移転

48 九州労働金庫
（九州労働金庫）

ＡＴＭ 安心便利な各種ATMを取り揃えています。

49 クレディセゾン
（株式会社クレディセゾン）

50 十八親和銀行
（株式会社十八親和銀行）

○

51 セブン銀行
（株式会社セブン銀行）

52 たちばな信用金庫
（たちばな信用金庫）

○

53 長崎銀行
（株式会社長崎銀行）

○

54 長崎三菱信用組合
（長崎三菱信用組合）

○

※【実演】はできたての商品を提供する店舗のことを言います。
※【新業態】は全国に同一店舗がなく、今回長崎街道かもめ市場ご出店に際し新たに開発した業態のことを言います。
※記載内容は今後変更となる場合がございます。


