
店舗一覧

【物販】　（アウトレット店舗）

1 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 a.v.v アー・ヴェ・ヴェ

2 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＡＢＡＨＯＵＳＥ ＳＩＤＥ-Ｂ ＳＨＯＰ アバハウス サイドビー ショップ

3 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ａｄａｍ ｅｔ Ｒｏｐé アダム エ ロペ ●
4 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ａｐｕｗｅｉｓｅｒ－ｒｉｃｈｅ アプワイザー・リッシェ ●
5 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＡＳ　ＫＮＯＷ　ＡＳ アズ　ノゥ　アズ

6 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ATELIER SAB　OUTLET アトリエサブ アウトレット

7 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＡＶＩＲＥＸ ＤＥＰＯＴ アヴィレックス デポ ●
8 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ａｘｅｓｆｅｍｍｅ　oｕｔｌｅｔ アクシーズファム　アウトレット ○ ○
9 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ａｚｕｒｅ ｄｕ ｂｌａｎｃ アズール デュ ブラン ○ ○

10 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｂ．Ｃ　ＳＴＯＣＫ ベーセーストック

11 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｂ’２ｎｄ ビーセカンド

12 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 BANANA REPUBLIC FACTORY STORE バナナ・リパブリック ファクトリーストア ●
13 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 BASSETTWALKER バセットウォーカー ○ ○
14 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＢＣＢＧＭＡＸＡＺＲＩＡ ビーシービージーマックスアズリア

15 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＢＥＡＭＳ ＯＵＴＬＥＴ ビームス アウトレット

16 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＢＥＮＥＴＴＯＮ　ＯＵＴＬＥＴ ベネトン アウトレット

17 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ｃｈａｍｂｒｅ ｄｅ ｃｈａｒｍｅ シャンブル ドゥ シャーム

18 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＣＩＡＯＰＡＮＩＣ　ｏｕｔｌｅｔ チャオパニック　アウトレット

19 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 COCO DEAL ココディール ○ ○
20 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＣＯＭＰＴＯＩＲ ＤＥＳ　ＣＯＴＯＮＮＩＥＲＳ コントワー・デ・コトニエ ○ ○
21 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＤＩＥＳＥＬ ディーゼル

22 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎｅ　Ｔｅｓｓｉｌｅ ディフュジオーネ・テッシレ

23 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＤＯＵＢＬＥ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ ダブルスタンダード クロージング ●
24 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｅｄｄｉｅ Ｂａｕｅｒ ＯＵＴＬＥＴ エディー・バウアー アウトレット

25 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ｅｆ-ｄｅ エフデ ●
26 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＥＧＯＩＳＴ エゴイスト ●
27 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＥＬＯＤＩＥ　ＮＥＬＳＯＮ エロディ　ネルソン ○ ○
28 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｅｎｚｏ エンツォ ○ ○
29 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＦＲＥＤ　ＰＥＲＲＹ　ＯＵＴＬＥＴ フレッドペリー　アウトレット

30 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＧＬＯＢＡＬ　ＷＯＲＫ　ＯＵＴＬＥＴ グローバルワーク　アウトレット

31 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ｇｒａｎｉｐｈ グラニフ ●
32 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 HIROKO　KOSHINO  FACTORY ヒロコ　コシノ　ファクトリー

33 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＩＮＥＤ イネド ●
34 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｊｏｉａｓ ジョイアス ●
35 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＪＵＳＧＬＩＴＴＹ ジャスグリッティー ○ ○
36 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＫＡＴＨＡＲＩＮＥ ＨＡＭＮＥＴＴ キャサリン ハムネット

37 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｌ’ＥＱＵＩＰＥ ＹＯＳＨＩＥ ＩＮＡＢＡ・ＭＯＧＡ レキップ　ヨシエイナバ・モガ

38 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＬＡＳＴ ＣＡＬＬ ラスト コール

39 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＬＡＵＮＤＲＹ’Ｓ ランドリーズ

40 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｌｅ ｃｏｅｕｒ　ＢＥＬＬＥ ＢＯＵＤＯＩＲ　ＯＵＴＬＥＴ ルクールベルブードワァ　アウトレット

41 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｌｅ ｓｏｕｋ ルスーク ●
42 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＬｉｇｈｔUp　Ｏｕｔｌｅｔ ライトアップ　アウトレット ○ ○
43 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＬＯＷＲＹＳ　ＦAＲＭ　ＯＵＴＬＥＴ ローリーズファーム　アウトレット

44 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 MITSUMINE ミツミネ

45 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＭＫ　ＭＩＣＨＥＬ　ＫＬＥＩＮ エムケー　ミッシェルクラン

46 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＮＡＰＡＰＩＪＲＩ ナパピリ ○ ○
47 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＮＡＲＡＣＡＭＩＣＩＥ ナラカミーチェ ●
48 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＮＥＸＴ ＤＯＯＲ ネクストドア

49 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 NICE CLAUP OUTLET ナイスクラップ アウトレット

50 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＮＩＣＯＬＥ ニコル

51 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｎｉｃｏｌｅ Ｍｉｌｌｅｒ ニコール・ミラー ○ ○
52 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＮＯＬＬＥＹ’Ｓ　ＯＵＴＬＥＴ ノーリーズ　アウトレット

53 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＯＩＬＩＬＹ オイリリー ●
54 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＯＬＩＶＥ　ｄｅｓ　ＯＬＩＶＥ　ＯＵＴＬＥＴ オリーブ　デ　オリーブ　アウトレット

55 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＯｌＯｌ ＯＵＴＬＥＴ ＳＴＯＲＥ マルイ アウトレットストア

56 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Oputitude オプティチュード ○ ○
57 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｐ／Ｘ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＳＴＯＲＥ ピー・エックス　ファクトリー　ストア

58 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＰＡＧＥＢＯＹ ページボーイ

59 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＰＡＵＬＥ ＫＡ／ＥＵＲＯＭＯＤＡ Ｆａｃｔｏｒｙ ｓｔｏｒｅ ポール カ／ユーロモーダ　ファクトリーストア ●
60 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＰＡＺＺＯ・ＷＯＲＫＳ パッゾ・ワークス

61 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＰＩＮＣＥＡＵ パンソー ○ ○
62 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 prose verse プロズヴェール

63 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＱＵＡＬＩＴＡＬＩＡ クアリタリア ○ ○
64 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｒａｙ Ｃａｓｓｉｎ レイ カズン ●
65 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｒｏｐé Ｐｉｃｎｉｃ ロペ　ピクニック ●
66 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＲＯＳＥ ＢＵＤ ローズ バッド ●
67 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＳＣＨＩＡＴＴＩ　ＳＨＩＲＴ　ｄｅ　ＳＴＯＣＫ スキャッティ・シャツ　デ　ストック

68 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＳＭ２ ＯＵＴＬＥＴ サマンサモスモス アウトレット 

69 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＳＴＲＡＷＢＥＲＲＹ－ＦＩＥＬＤＳ ストロベリーフィールズ

70 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＳＷＯＲＤ ＦＩＳＨ Ｏｕｔｌｅｔ ソードフィッシュ アウトレット ○ ○
71 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＴＥＩＪＩＮ　ＭＥＮ’Ｓ　ＳＨＯＰ　ＲＡＣＫ テイジンメンズショップ　ラック
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日本

初出店
関東

初出店
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72 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＴÊTE　HOMME テットオム ○ ○
73 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｔｈｅ　ＤＵＦＦＥＲ　ｏｆ　Ｓｔ．ＧＥＯＲＧＥ ザ・ダファー・オブ・セントジョージ ○ ○
74 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ｔｈｅｏｒｙ　OUTLET セオリ－　アウトレット

75 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ｔｏｃｏ　ｔｏｃｏ　ｆｕｎ トコトコファン ●
76 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＴＯＭＭＹ ＨＩＬＦＩＧＥＲ トミー ヒルフィガー

77 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＴＯＲＮＡＤＯ　ＭＡＲＴ トルネード　マート ●
78 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＴＲＡＮＳ　CONTINENＴＳ トランスコンチネンツ

79 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ｕｎ ｄｉｘ ｃｏｒｓ　ｓｕｒｐｌｕｓ アンディコール　サープラス ○ ○
80 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＵＮＩＴＥＤ ＡＲＲＯＷＳ Outlet ユナイテッドアローズ アウトレット

81 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 united bamboo ユナイテッドバンブー ○ ○
82 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＵＲＢＡＮ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ ｗａｒｅ ｈｏｕｓｅ アーバンリサーチ ウエアハウス

83 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｖｉviｅｎｎｅ　Ｗｅｓｔｗｏｏｄ　ＭＡＮ ヴィヴィアン・ウェストウッド　マン ○ ○
84 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Babylone stock バビロン　ストック ●
85 ｷｯｽﾞﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｃｏｍｂｉ ｍｉｎｉ コンビミニ ○ ○
86 ｷｯｽﾞﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＭＩＫＩＨＯＵＳＥ ＲＥＰＲＯ ミキハウス リプロ

87 ｷｯｽﾞﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＲＯＮＩ ロニィ ○ ○
88 ｷｯｽﾞﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 StompStamp ストンプ・スタンプ ○ ○
89 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ACE OUTLET エース　アウトレット

90 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＡNTｉＴＥＳＩ FACTORY アンティテージ ファクトリー

91 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＡＲＴ／ＢＥＲＧ アート・バーグ

92 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＢＬＥＵ ＢＬＥＵＥＴ ブルーブルーエ

93 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＢＯＳＨＩＹＡ　ＯＵＴＬＥＴ ボウシヤ　アウトレット

94 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 BRUNOMAGLI ブルーノマリ

95 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Ｃｈｌｏｅ　ＬＩＮＧＥＲＩＥ クロエ　ランジェリー ○ ○
96 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＣＩＴＩＺＥＮ　ＯＵＴＬＥＴ シチズンアウトレット

97 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＣＯＡＣＨ　ＦＡＣＴＯＲＹ コーチファクトリー

98 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＣＯＬＥ ＨＡＡＮ コール ハーン

99 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＣＲＩＣＫＥＴ クリケット

100 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＣＵＲＴＡＩＮＣＡＬＬ カーテンコール ○ ○
101 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＤＩＡＮＡ ＴＯＴＡＬ ＬＯＯＫ ダイアナ トータル ルック

102 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＦＲＡＮＣＥＳＣＯ ＢＩＡＳＩＡ フランチェスコ・ビアジア ○ ○
103 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Ｆｕｋｕｓｋｅ　ＯＵＴＬＥＴ フクスケ　アウトレット

104 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＦＵＲＬＡ フルラ アウトレット

105 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＧＥＯＸ ジェオックス ○ ○
106 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Ｇ－ＳＨＯＣＫ　ＯＵＴＬＥＴ ジーショック　アウトレット

107 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Ｈａｗｋｉｎｓ ホーキンス

108 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＨＵＮＴＩＮＧ ＷＯＲＬＤ ハンティング・ワールド ●
109 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ｉｆｃａ イフカ ○ ○
110 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Ｌｅ　ＭＡＲＣＨＥ　２ ル・マルシェ　ドゥ

111 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ｎａｔｕｒａｌｉｚｅｒ ナチュラライザー ○ ○
112 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＮＩＮＥ ＷＥＳＴ ナインウエスト

113 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ｎｏａｈ　ｎｏａｈ ノアノア

114 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＯｎOff オノフ

115 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 PAPILLONNER by Pal collection パピヨネ　バイ　パルコレクション ○ ○
116 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＲＥＧＡＬ リーガル

117 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ｒｅｐｌｅ　ｙｏｒｋｔｅｒｒａｃｅ リプレ　ヨークテラス

118 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 russet by Pal collection ラシット　バイ　パルコレクション ○ ○
119 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＳＥＩＫＯ ＯＵＴＬＥＴ セイコー アウトレット

120 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Sｏｌｅ Aｌｌｉａｎｃｅ ソールアライアンス ○ ○
121 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＴＡＳＡＫＩ　 タサキ　

122 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Ｔhree Ｆour Ｔime outlet スリーフォータイム アウトレット ○ ○
123 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＴＯＰＫＡＰＩ トプカピ

124 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Ｔｒｉｕｍｐｈ  ＦＡＣＴＯＲＹ　ＯＵＴＬＥＴ トリンプ　ファクトリー　アウトレット

125 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＴＵＭＩ トゥミ

126 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Ｗａｃｏａｌ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＳＴＯＲＥ ワコールファクトリーストア

127 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＷＡＹ OUT！ ウェイ アウト！

128 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Ｚｏｆｆ Ｏｕｔｌｅｔ ゾフ アウトレット

129 生活雑貨 Ａｒｔｅｓａｎｉａ アルテサニア

130 生活雑貨 Ｂ-ＣＯＭＰＡＮＹ　ＯＵＴＬＥＴ ビーカンパンニー　アウトレット ○ ○
131 生活雑貨 ＢＯＳＥ ＦＡＣＴＯＲＹ ＳＴＯＲＥ ボーズ ファクトリー ストア

132 生活雑貨 Ｆｒａｎｃ Ｆｒａｎｃ ＢＡＺＡＲ フラン フラン バザー 

133 生活雑貨 IDEA OUTLET イデアアウトレット ○ ○
134 生活雑貨 Ｋａｒａｋｏ カラコ

135 生活雑貨 ＬＥ ＣＲＥＵＳＥＴ ル･クルーゼ

136 生活雑貨 ＬＩＶＥＯＮＣＥ リヴァンス

137 生活雑貨 Ｖｉｌｌｅｒｏｙ & Ｂｏｃｈ ビレロイ＆ボッホ

138 生活雑貨 たち吉 タチキチ ●
139 生活雑貨 無印良品 FACTORY OUTLET ムジルシリョウヒンファクトリーアウトレット ●
140 ｺｽﾒﾃｨｯｸ Ｃ/ＯＳＭＥＴＩＣＳ ｃｅｌｕｌｅ コスメティックス　セルレ

141 ｺｽﾒﾃｨｯｸ Dr．Ci：Ｌａｂｏ ドクターシーラボ ○ ○
142 雑貨＆ｶﾌｪ Ｈａｒrｏｄｓ ハロッズ ○ ○
143 ﾊﾞﾗｴﾃｨ雑貨 ＬＥＧＯ　Ｃｌｉｃｋｂｒｉｃｋ レゴ・クリックブリック

144 ﾊﾞﾗｴﾃｨ雑貨 Petite Porte プチポルテ ○ ○
145 ﾊﾜｲｱﾝ雑貨 Hula Hawaii フラハワイ

146 ﾍﾟｯﾄﾌｧｯｼｮﾝ&関連雑貨 ＰＥＴ　ＰＡＲＡＤＩＳＥ ペットパラダイス



業種 店舗名（ｶﾀｶﾅ表記）店舗名
日本

初出店
関東

初出店

147 輸入食品 ＫＡＬＤＩ　ＣＯＦＦＥＥ　ＦＡＲＭ カルディコーヒーファーム ○ ○
148 輸入生活雑貨 ＰＬＡＺＡ プラザ

149 ｼﾞｰﾆﾝｸﾞ ＥＤＷＩＮ エドウイン

150 ｼﾞｰﾆﾝｸﾞ Ｌｅｅ リー

151 ｼﾞｰﾆﾝｸﾞ Levi’sⓇ Factory Outlet Iruma リーバイスⓇファクトリーアウトレット入間店

152 ｼﾞｰﾆﾝｸﾞ ＴＲＵＥ　ＲＥＬＩＧＩＯＮ　ＢＲＡＮＤ　ＪＥＡＮＳ トゥルー　レリジョン　ブランド　ジーンズ ●
153 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ Ａ＆Ｆ　ＣＯＵＮＴＲＹ エイアンドエフ　カントリー

154 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ａｄｉｄａｓ ｆａｃｔｏｒｙ ｏｕｔｌｅｔ アディダス ファクトリーアウトレット 

155 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ASICS　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＯＵＴＬＥＴ アシックス・ファクトリーアウトレット

156 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ Ｂｅａｃｈ　Ｓｏｕｎｄ ビーチサウンド

157 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＢＩＬＬＡＢＯＮＧ ビラボン

158 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｓｐｏｒｔｓｗｅａｒ コロンビアスポーツウェア

159 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＤＣ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＯＵＴＬＥＴ ディーシー　ファクトリーアウトレット ○ ○
160 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＦＪＡＬＬＲＡＶＥＮ フェールラーベン ○ ○
161 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＦＲＥＤＤＹ フレディ ○ ○
162 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ KENZO GOLF / STREET@GREEN ケンゾウゴルフ　/　ストリート　アット　グリーン ○ ○
163 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＬＡＦＵＭＡ・ＭＩＬＬＥＴ　ＯＵＴＬＥＴ ラフマ・ミレー　アウトレット ●
164 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＬＡＮＶＩＮ ＳＰＯＲＴ／ｍｉｌａ ｓｃｈｏｎ ＳＰＯＲＴＳ ランバン スポール／ミラ・ショーン スポーツ ●
165 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ｌｅ ｃｏｑ ｓｐｏｒｔｉｆ ルコックスポルティフ

166 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ mont・bell club/mont・bell factory outlet モンベルクラブ/モンベル ファクトリーアウトレット

167 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ｎｅｗｂａｌａｎｃｅ ｆａｃｔｏｒｙ ｓｔｏｒｅ ニューバランスファクトリーストア

168 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＮＩＫＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＳＴＯＲＥ ナイキ　ファクトリーストア　

169 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ Oｎｉｔｓｕｋａ　Ｔｉｇｅｒ　Outlet オニツカタイガーアウトレット

170 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＯＰ　ｏｕｔｌｅｔ オーシャン　パシフィック　アウトレット

171 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＰＵＭＡ　ＯＵＴＬＥＴ プーマ　アウトレット

172 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＱＵＩＫＳＩＬＶＥＲ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＯＵＴＬＥＴ　ＳＴＯＲＥ クイックシルバー　ファクトリーアウトレットストア

173 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ Ｒｅｅｂｏｋ ｆａｃｔｏｒｙ ｏｕｔｌｅｔ リーボック ファクトリーアウトレット 

174 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＲＩＰ　ＣＵＲＬ　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｓｔｏｒｅ リップカールファクトリーストア

175 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ROCKPORT factory outlet ロックポート ファクトリーアウトレット

176 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＲＯＸＹ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＯＵＴＬＥＴ ロキシー　ファクトリーアウトレット

177 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ TaylorMade-adidas Golf Factory Outlet テーラーメイド-アディダスゴルフ ファクトリーアウトレット

178 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＵＮＤＥＲ ＡＲＭＯＵＲ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＨＯＵＳＥ アンダーアーマー　ファクトリーハウス

179 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＶＩＣＴＯＲＩＮＯＸ ビクトリノックス

180 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ Y'sRoad IRUMA ワイズロード イルマ ○ ○
181 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｶｼﾞｭｱﾙ ＬＯＣＡＬ MOTION ローカル モーション

【物販】　（レギュラー店舗）

182 お茶 三國屋善五郎 ミクニヤゼンゴロウ

183 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ Family Mart ファミリーマート

【飲食】

184 飲食店（ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ） Best＆Burger's ベスト・アンド・バーガーズ ○ ○
185 飲食(中華) 紅虎餃子房 ベニトラギョウザボウ

186 飲食(ﾌﾞｯﾌｪ) ＢＵＦＦＥＴ　ＦＯＵＲ　ＲＯＯＭＳ ブッフェ フォールームス ○ ○
187 飲食(ｶﾌｪ) Ｃｏｌｄ ｓｔｏｎｅ Ｃｒｅａｍｅｒｙ コールド・ストーン・クリーマリー

188 飲食(ｲﾀﾘｱﾝ) ＰＩＺＺＥＲＩＡ １８３０ ピッツェリア １８３０

189 飲食(ｶﾌｪ) ＴＵＬＬＹ’Ｓ　ＣＯＦＦＥＥ タリーズコーヒー

190 飲食(ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ) 石焼きハンバーグ＆ステーキ Ｓｔｏｎｅ　Ｂｕｒｇ イシヤキハンバーグアンドステーキストーンバーグ

191 飲食(寿司) がってん寿司承知の助 ガッテンズシ　ショウチノスケ

192 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ(ｶﾌｪ) CHOCO　CRO チョコクロ

193 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ(ｽｲｰﾂ) Ｌｉｌ’Ｄｏｎｕｔｓ リルドーナツ

194 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ(洋食) Pom's　Grill ポムズ　グリル ○ ○
195 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ(ﾊﾟｽﾀ) Ｔo Ｔhe Ｈerbs トゥザハーブス

196 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ（韓国） 吾照里 オジョリ

197 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ(中華) 担々麺と焼売　福龍 タンタンメントシュウマイ　フーロン

198 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ(ﾊﾔｼﾗｲｽ) 東京ハヤシライス倶楽部 トウキョウハヤシライスクラブ

199 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ(鶏料理) 鶏三和 トリサンワ ●
200 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ(焼そば) ひげ屋 ヒゲヤ ○ ○
201 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ(豚料理) 豚足焼売　美肌調整所 トンソクシュウマイ　ビハダチョウセイジョ

202 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ(うどん) 宮武讃岐製麺所 ミヤタケサヌキセイメンショ ●

【サービス】

203 ﾘﾌｫｰﾑ Ｍｏｍ’ｓ Ｒｅｆｏｒｍ ママノリフォーム

204 ｷｯｽﾞｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ ＣＬＵＢ　Ｙｕｋｉｄｓ クラブ　ユウキッズ

関東
初出店
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