
【瀬戸会場】

(38)  FF 「ガラスの森」（ 有）硝子の森 170㎡

(59)  PS  「ころんころん」 藤光蒲鉾工業（株） 50㎡

(60)  PS 「大地の恵み」 （株）はやし 50㎡

(64)  CVS 「ポケット コンビ 愛・地球博店」

サークルケイ・システムサービス（株） 100㎡

【グローバルコモン１】 ＜アジア＞

(15)  BU 「スリランカ カレー レストラン コート ロッジ」

ヒュージェ・インターナショナル（株） 250㎡

(26)  FF  「横浜中華街展 ハンケイ」 （株）ハンケイ 150㎡

(45)  PS  「元気工房」 （株）近鉄百貨店 50㎡

(46)  PS 「韓国食文化の店 韓流」

（有）高麗堂・農水産物流通公社JV 50㎡

(62) CVS 「ファミリーマート 愛・地球博店」

（株）ファミリーマート 155㎡

【グローバルコモン２】 ＜南北アメリカ＞

(16)  BU 「ビクトリア バーベキューガーデン」 サッポロビール（株） 150㎡

(27)  FF 「メルハバ」 ウルスラル貿易（有） 50㎡

(28)  FF 「ユーエスビストロ ルート６６」 AMY AND BENJI U.S.A 50㎡

(47)  PS 「ザ・ワールドストーンズ レンブランサ」 ヘルムス貿易（株） 50㎡

(48)  PS 「田崎真珠」 田崎真珠（株） 50㎡

【グローバルコモン４】 ＜北欧・東欧＞

( 4 )  GR 「和食 なごや」 （株）なだ万 255㎡

(17)  BU 「ヨーロピアン テーブル」 ユーシーシーフーヅ（株） 255㎡

(30)  FF 「スジャータ カフェ」 名古屋製酪（株） 130㎡

(31)  FF 「道頓堀くくる おいもさんのお店らぽっぽ」

白ハト食品工業（株） 130㎡

(51)  PS 「香りショップ ルーシー」カナザワインターナショナル 50㎡

(52)  PS 「ピエロ」（株）高麗貿易ジャパン 50㎡

【グローバルコモン３】 ＜西欧・南欧＞

(12)  FR 「リストランテ ドルチェ イタリア」 イタリア貿易振興会東京事務所 295㎡

(29)  FF 「Europe by nature Caffé」 Europe by nature Caffé 120㎡

(49)  PS  「えびせんべいの里」 名鉄海上観光船（株） 55 ㎡

(50)  PS 「ピーロート・ワイン オブ ザ ワールド」 ピーロート・ジャパン（株） 55㎡

【西エントランス】

( 8 )  TR 「寿司処角」 （株）寿司処角 380㎡

( 9 )  FC 「フェスティバルフードコート」 （株）クリエイト・レストランツ 1,500㎡

(10)  FC 「ピーロート・ワールドフード＆ワインコート」 ピーロート・ジャパン（株） 1,500㎡

(13)  FR 「うまいもんやにっぽん」 ユーシーシーフーヅ（株） 380㎡

(37)  FF 「サンライズ」 中日本航空（株） 75㎡

(41)  OS 「公式記念品ショップKintetsu」 伊藤忠商事（株） 540㎡

【グローバルコモン５】 ＜アフリカ＞

(18)  BU 「サラーム」 （株）ジャンボ・（株）トーマスJV 145㎡

(53)  PS 「焼ポン 京丹波」 （株）ロペ商事 55㎡

(54)  PS 「アフリカン ヘリテージ ジャンボ」 （株）ジャンボ 55㎡

【西ゲート】

(63)  CVS 「サンクス 愛・地球博店」

（株）サークルKサンクス 140㎡

【西ターミナル】

(58)  PS 「愛知・名古屋おみやげプラザ」

愛知・名古屋観光土産品協会 100㎡

【遊びと参加ゾーン】

(21)  BU  「ローズコートホテル 大須万松寺茶屋」 萬松寺開発（株） 150㎡

(34)  FF 「フード ジャングル」 （株）トゥーバトレーディング 100㎡

(35)  FF 「東大カフェ レーベルアート」 伊藤ハム（株） 100㎡

(36)  ＦＦ 「アジアンヌードル 麺場 【めんば】」 （株）一圓興産 145㎡

(57)  PS 「水木しげるのゲゲゲの森」 （株）きさらぎ 100㎡

(65)  TPS 「富士フイルム フォトサービスステーション」 富士写真フイルム（株） 100㎡

【グローバルコモン６】 ＜オセアニア・東南アジア＞

(19)  BU 「イラ・フォルモサ」 遠東貿易サービスセンター（有） 250㎡

(32)  FF  「アジア麺類 トーマス」 （株）トーマス 100㎡

(33)  FF  「本場インドカレーの店 名鉄協商」 名鉄協商（株） 100㎡

(55)  PS 「アートショップ バリ」 インドネシア貿易・大千商事JV 50㎡

(56)  PS 「ゆのくにの森」 （有）ゆのくにの森 50㎡

【企業パビリオンゾーンA】
( 3 )  DR 「ホテルオークラ中国料理「桃花林」」 （株）ホテルオークラエンタープライズ 500㎡

(14)  BU  「ビュッフェながくて」 長久手会場で食を提供する地元有志の会 200㎡

(23)  FF 「ピザーラ・エクスプレス」 （株）フォーシーズ 100㎡

(44)  PS 「世界のｱｸｾｻﾘｰ･ｲﾝﾃﾘｱｼｮｯﾌﾟ“輝(Kirara)”」 ヒュージェ・インターナショナル（株） 105㎡

(61)  CVS 「サークルＫ 愛・地球博店」（株）サークルＫサンクス 150㎡

【企業パビリオンゾーンB】
(24)  FF 「真味満味」 （株）中部近鉄百貨店 140㎡

(25)  FF 「カレーショップ チタカ」 チタカ・インターナショナル・フーズ（株） 100㎡

【北ゲート】

(22)  FF 「森のカフェ」 伊藤忠商事（株） 95㎡

(39)  OS  「公式記念品ショップMatsuzakaya」 伊藤忠商事（株） 470㎡

(40)  OS  「公式記念品ショップMITSUKOSHI」 伊藤忠商事（株） 170㎡

(42)  PS 「老舗和菓子 両口屋是清・赤福・青柳総本家」 老舗連合会 100㎡

(43)  PS 「足足満足」 （株）中部近鉄百貨店 100㎡

【北エントランス】

( 2 )  DR 「クィーン・アリス アクア」 （株）アイ・エヌ・ビーコーポレーション 490㎡

( 5 )  TR 「レストラン ビア・ハーレ」 （株）初亀 595㎡

( 6 )  TR 「神楽坂 トルコレストラン ソフラ」 （株）トゥーバトレーディング 505㎡

( 7 )  TR 「コリアンレストラン 韓一亭」 （有）高麗堂・正林開発（株）・サッポロビール（株）JV 605㎡

【センターゾーン】

( 1 )  DR 「日本料理 なだ万」 （株）なだ万 430㎡

(11)  FC 「ワールドレストラン」 （株）高麗貿易ジャパン 770㎡

(20) BU 「アサヒパノラマレストラン」 アサヒビール（株） 655㎡

「愛・地球博」営業施設全体配置図

凡 例
DR ダイニングレストラン OS 公式記念品売店

GR 老舗弁当提供レストラン PS 一般売店

TR テーマレストラン CVS コンビニエンスストア

FC フードコート TPS 写真関連サービス

FR ファミリーレストラン

BU ビュッフェ

FF ファーストフード

別添１

長久手会場

瀬戸会場

注1 ： (通し番号) ・カテゴリー・「店舗名」・出店者名・店舗面積
注 2 ： ＊印は、今回の公表以前に決定した店舗です。
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宅配・手荷物一時預かり・コインロッカーのサービスカウンターは

北・西・東・瀬戸の各ゲートにあります。


