
店舗一覧表

【物販】

【１階】 1 レディス PLS+T PLUS プラステ プラス ㈱リンク・インターナショナル ○
2 レディス ROPE ロペ ㈱ジュン
3 レディス DUALISM INDIVI デュアリズムインディヴィ ㈱ワールド ○
4 レディス Style com スタイルコム ㈱東京スタイル
5 レディス ＥＬＯＤＩＥ ＮＥＬＳＯＮ エロディ ネルソン ㈱フランドル ○
6 レディス MAX&Co． マックスアンドコー (株)マックスアンドコー・ジャパン
7 レディス Viaggio Blu ビアッジョ ブルー ㈱ビッキー
8 レディス ＭＡＮＧＯ マンゴ MNG JAPAN㈱
9 レディス、鞄、ｱｸｾｻﾘｰ NARA CAMICIE ナラカミーチェ ㈱ナラカミーチェ

10 メンズ＆レディス、キッズ TOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー ㈱トミー ヒルフィガー ジャパン
11 メンズ＆レディス、キッズ ＡＶＩＲＥＸ　 アヴィレックス ㈱上野商会
12 メンズ＆レディス、鞄 ビクトリノックス ビクトリノックス ビクトリノックス・ジャパン㈱
13 メンズ＆レディス GENERRA ジェネラ ㈱三陽商会 ○
14 メンズ＆レディス ノーリーズコレット フレディ＆グロスター ノーリーズコレット フレディアンドグロスター ㈱ノーリーズ
15 メンズ＆レディス BANANA REPUBLIC バナナリパブリック ギャップジャパン㈱ ○
16 メンズ＆レディス A｜X　ARMANI EXCHANGE アルマーニエクスチェンジ プレシディオ・ジャパン㈱
17 メンズ＆レディス ＺＡＲＡ ザラ ㈱ザラジャパン
18 メンズ＆レディス ivory court アイボリーコート ㈱ジョイント ワークス ○
19 メンズ＆レディス マリテ+フランソワ・ジルボー マリテフランソワジルボー タカヤ商事㈱
20 メンズ＆レディス フレンチコネクション フレンチコネクション ㈱フレンチコネクションジャパン
21 メンズ＆レディス Ｊ.ＣＲＥＷ ジェイクルー ㈱レナウン
22 メンズ Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ ティンバーランド ティンバーランドジャパン㈱
23 服飾雑貨 Three Four Time スリーフォータイム ㈱ジオン商事 ○
24 生活雑貨 てるてるランド テルテルランド ㈱テレステーション
25 スポーツサイクル、パーツ バイシクルセオ ららぽーと店 バイシクルセオララポートテン (有)セオサイクル
26 化粧品 NEAL'SYARD REMEDIES ニールズヤードレメディーズ ㈱ニールズヤードレメディーズ ○
27 靴、鞄 ＮＩＮＥ ＷＥＳＴ ナインウエスト ジー・アール・アイ・ジャパン㈱
28 鞄 FURLA フルラ フルラジャパン㈱
29 鞄 SAZABY サザビー ㈱サザビーリーグ
30 鞄 SEQUOIA セコイア ㈱アンティテージ
31 アクセサリー Folli Follie フォリフォリ ㈱フォリフォリジャパン

【２階】 32 レディス パールパンタシア パールパンタシア ㈱ビー・エル・シー
33 レディス ジョイアス フィンカ ジョイアス フィンカ ㈱フォー・アンド・コレー ○
34 レディス WILL SELECTION ウィルセレクション ㈱メッセージ
35 レディス DURAS ambient デュラスアンビエント ㈱デュラス ○
36 レディス MAYSON GREY メイソン グレイ ㈱ビッキー
37 レディス LAST SCENE girl ラストシーンガール ㈱メッセージ
38 レディス BLACK by moussy ブラック バイ マウジー ㈱バロックジャパンリミテッド
39 レディス ＣＥＣＩＬ　ＭｃＢＥＥ セシルマクビー ㈱ジャパンイマジネーション
40 レディス COCO　DEAL ココディール アイア㈱ ○
41 レディス moussy マウジー ㈱バロックジャパンリミテッド
42 レディス SLY スライ ㈱バロックジャパンリミテッド
43 レディス Adam et Ropé ENTRE　 アダムエロペアントル ㈱ジュン
44 レディス、キッズ liflattie ships リフラティ シップス ㈱シップス ○
45 レディス、鞄、ｱｸｾｻﾘｰ COLLAGE GALLARDA GALANTE コラージュガリャルダガランテ ㈱パル
46 レディス、鞄 ANNA SUI アナスイ ㈱マミーナ
47 メンズ＆レディス、キッズ グローバルワーク グローバルワーク ㈱ポイント
48 メンズ＆レディス earth music&ecology Super premium store アースミュージックアンドエコロジースーパープレミアムストア ㈱クロスカンパニー
49 メンズ＆レディス BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS ビューティアンドユース ユナイテッドアローズ ㈱ユナイテッドアローズ ○
50 メンズ＆レディス nano・universe ナノユニバース ㈱ナノ・ユニバース
51 メンズ＆レディス CIAOPANIC チャオパニック ㈱パル ○
52 メンズ＆レディス URBAN RESEARCH アーバンリサーチ ㈱アーバンリサーチ ○
53 メンズ＆レディス adonis green アドニスグリーン ㈱ピー・エックス ○
54 メンズ＆レディス GOOD DEAL GENERAL FACTORY グッドディールジェネラルファクトリー (有)ブルームーンカンパニー
55 メンズ＆レディス ＴＯＲＮＡＤＯ ＭＡＲＴ ＷＯＲＬＤ トルネードマートワールド ㈱スピックインターナショナル 〇
56 メンズ＆レディス パラス　パレス パラスパレス ㈱カイタックインターナショナル
57 メンズ＆レディス Ｌ．Ｌ．Ｂｅａｎ エルエルビーン エル･エル･ビーン･インターナショナル
58 メンズ ＰＡＺＺＯ ＧＬＯＢＡＬ ＳＴＯＲＥ パッゾグローバルストア ㈱パッゾ 〇
59 メンズ メンズ ティノラス メンズティノラス ㈱ティノラス
60 服飾雑貨 CORAZON コラゾン ㈱コラゾン ○
61 服飾雑貨 Porciraca ポーチラカ ㈱FLOWFREEトレーディング ○
62 服飾雑貨 Samantha Thavasa Petit Choice サマンサタバサプチチョイス ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド
63 靴、鞄 VIVA CIRCUS priv.Relaxing ビバ サーカスプライヴ．リラクシング ㈱モード・エ・ジャコモ ○
64 靴、鞄 ＷＡＳＨ ウォッシュ ㈱ワシントン靴店
65 鞄 Samantha Vega サマンサベガ ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド
66 鞄 russet ラシット ㈱パル ○
67 靴下 etre fou de．．． エトゥール フゥ ドゥ 岡本㈱ ○
68 インナー PEACH JOHN THE STORE ピーチ ジョン ザ ストア ㈱ピーチ・ジョン
69 アクセサリー Kapio カピオ ㈱ザ・キッス ○
70 アクセサリー ＬＥＭＯＮＴＲＥＥ レモンツリー ㈱レモンツリー
71 アクセサリー diva ＬＯＮＤＯＮ ディーバロンドン ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ
72 アクセサリー ete エテ ㈱ミルク
73 アクセサリー ジュールアンジュール ジュールアンジュール ㈱マルイアクセス
74 眼鏡 ＯＰＴＩＱＵＥ ＰＡＲＩＳ ＭＩＫＩ オプティックパリミキ ㈱三城 〇
75 化粧品 マリークヮント マリークヮント ㈱マリークヮントコスメチックスジャパン
76 化粧品 ロクシタン ロクシタン ロクシタンジャポン㈱

【３階】 77 メンズ＆レディス The Levi's Select Shop ザリーバイスセレクトショップ テアトル商事㈱ 〇
78 メンズ ＵＰ ＳＰＯＲＴＳ ユーピースポーツ ユーピースポーツ㈱
79 楽器 伊藤楽器 イトウガッキ ㈱伊藤楽器
80 アクセサリー Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｌａｎｅ トレジャーレーン ㈱イズ

会社名
千葉

初出店
店舗数 主な営業種目 店舗名 店舗名（ｶﾀｶﾅ表記）



【飲食】

【１階】 1 中華カフェ Red Dragon Cafe レッドドラゴンカフェ 際コーポレーション㈱ ○
2 ドーナツ、コーヒー クリスピー・クリーム・ドーナツ クリスピー・クリーム・ドーナツ クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン㈱ ○

3 鶏料理 鶏・卵・サラダ　いただきコッコちゃん トリ・タマゴ・サラダ　イタダキコッコチャン ㈱イーストン ○

4 イタリアン ＩＴＡＬＩＡＮ ＫＩＴＣＨＥＮ ＢＵＯＮＯ イタリアンキッチンブォーノ (有)セントラルリバー
5 カフェ 表参道茶寮 オモテサンドウサリョウ ㈱サンマルクホールディングス
6 ピザバイキング Ｓｈａｋｅｙ’ｓ シェーキーズ アールアンドケーフードサービス㈱
7 クレープ、パスタ ＤｉｐｐｅｒＤａｎ ディッパーダン ㈱オレンジフードコート
8 ファーストフード 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 東横コミュニティー㈱
9 洋食 ラケル ラケル ㈱ラケル

【２階】 10 カフェ Café　Madu カフェマディ ㈱ファッション須賀 ○

【３階】 11 寿司 寿し番屋　第八豊粂丸 スシバンヤダイハチトヨクメマル ㈱豊田 ○
12 鉄板焼、お好み焼き 鉄板焼・お好み焼がんぼ屋 テッパンヤキ・オコノミヤキガンボヤ インスマート㈱ ○
13 とんかつ ゲンカツ ゲンカツ ㈱インテグレーション ○
14 うどん 宮武讃岐製麺所 ミヤタケサヌキセイメンショ ㈱フォーシーズ ○
15 エスニック モンスーンカフェ モンスーンカフェ ㈱グローバルダイニング
16 ジェラート クレマモーレ クレマモーレ クレマモーレ・ジャパン㈱ ○
17 自然食ビュッフェ 自然派バイキング　わらべ シゼンハバイキング　ワラベ ㈱アールシー・ジャパン
18 焼肉 焼肉　くろ兵衛 ヤキニククロベイ インスマート㈱ ○
19 イタリアン Pizza　ｅ　Pasta　Italiana　　Mia　Bocca ピッツｧエパスタイタリアーナ　ミアボッカ ㈱イーストン ○
20 ハンバーガー クアアイナ クアアイナ ㈱FOUR SEEDS FOODS EXPRESS
21 ラーメン すみれ スミレ ㈱メイビー ○
22 沖縄料理 島のかまど シマノカマド ㈱アクシー ○
23 洋食 ポムズグリル ポムズグリル ㈱ポムフード ○
24 中華ビュッフェ 上海　柿安 シャンハイカキヤス ㈱柿安本店 ○

【サービス】

【２階】 1 美容 ＣＬＡＵＤＥmonetH2O・AVEDA クロードモネエイチツーオーアヴェダ ㈱ＴＫＳ ○

※2008年5月22日以前に先行オープンしている店舗
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