
≪店舗一覧表≫

【物販】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
北海道内
初出店

1 ファッション＆雑貨 7 for all mankind セブン フォー オール マンカインド ●

2 ファッション＆雑貨 ABAHOUSE アバハウス

3 ファッション＆雑貨 adonis green アドニスグリーン ○ ○

4 ファッション＆雑貨 ARMANI FACTORY STORE アルマーニ ファクトリー ストア

5 ファッション＆雑貨 AS KNOW AS OUTLET アズノゥアズ アウトレット ●

6 ファッション＆雑貨 axes femme outlet アクシーズファム アウトレット ●

7 ファッション＆雑貨 B.C STOCK ベーセーストック

8 ファッション＆雑貨 BARNEYS NEW YORK OUTLEＴ バーニーズ ニューヨーク アウトレット ●

9 ファッション＆雑貨 BEAMS OUTLET ビームス アウトレット

10 ファッション＆雑貨 Brooks Brothers ブルックス ブラザーズ

11 ファッション＆雑貨 BURBERRY バーバリー ○ ○

12 ファッション＆雑貨 CIAOPANIC チャオパニック ●

13 ファッション＆雑貨 COCOLULU OUTLET ココルル アウトレット ○ ○

14 ファッション＆雑貨 CROCODILE クロコダイル

15 ファッション＆雑貨 DAKS ダックス

16 ファッション＆雑貨 DIESEL ディーゼル

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

18 ファッション＆雑貨 DOLCE&GABBANA ドルチェ アンド ガッバーナ ●

19 ファッション＆雑貨 ESCADA エスカーダ ●

20 ファッション＆雑貨 ETRO エトロ ●

21 ファッション＆雑貨 FLANDRE TERRACE フランドルテラス ●

22 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 ●

23 ファッション＆雑貨 graniph グラニフ ●

24 ファッション＆雑貨 INGNI イング ●

25 ファッション＆雑貨 INTERPLANET two インタープラネット トゥ

26 ファッション＆雑貨 J.FERRY OUTLETSELECT ジェイフェリー アウトレットセレクト

27 ファッション＆雑貨 JUN ジュン ○ ○

28 ファッション＆雑貨 KATHARINE HAMNETT LONDON キャサリン ハムネット ロンドン

29 ファッション＆雑貨 LAUNDRY'S ランドリーズ

30 ファッション＆雑貨 LAUTREAMONT store ロートレアモン ストア ●

31 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 ●

32 ファッション＆雑貨 MAGASIN DUSINE AIGLE マガザンドゥージナ エーグル

33 ファッション＆雑貨 McGREGOR マックレガー ●

34 ファッション＆雑貨 MEN'S BIGI FACTORY OUTLET メンズビギ ファクトリーアウトレット ●

35 ファッション＆雑貨 mercibeaucoup, Ｎé・net メルシーボークー， ネ・ネット ○ ○

36 ファッション＆雑貨 MICHEL KLEIN ミッシェルクラン ●

37 ファッション＆雑貨 MITSUMINE ミツミネ

38 ファッション＆雑貨 NEXT DOOR ネクストドア

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

40 ファッション＆雑貨 NICOLE ニコル

41 ファッション＆雑貨 PAGEBOY ページボーイ ●

42 ファッション＆雑貨 Paul Smith ポール・スミス ●

43 ファッション＆雑貨 Paul Stuart ポール・スチュアート ○ ○

44 ファッション＆雑貨 PAZZO WORKS パッゾ ワークス ●

45 ファッション＆雑貨 proseverse プロズヴェール ●



業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
北海道内
初出店

46 ファッション＆雑貨 Ralph Lauren Factory Store ラルフローレン ファクトリーストア ●

47 ファッション＆雑貨 Rouge vif la clé ルージュ・ヴィフ ラクレ ●

48 ファッション＆雑貨 Salvatore Ferragamo COMPANY STORE サルヴァトーレ フェラガモ カンパニーストア

49 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

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

51 ファッション＆雑貨 STEFANEL ステファネル

52 ファッション＆雑貨 Timberland OUTLET STORE ティンバーランド アウトレットストア

53 ファッション＆雑貨 TOMMY HILFIGER トミー ヒルフィガー

54 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

55 ファッション＆雑貨 urnis OUTLET アーニス アウトレット ○ ○

56 キッズファッション＆雑貨 BEBE OUTLET ベベ アウトレット ●

57 キッズファッション＆雑貨 Combi mini コンビミニ ●

58 ファッション雑貨 ACE OUTLET エース アウトレット ●

59 ファッション雑貨 AKaKuRa アカクラ ●

60 ファッション雑貨 alook アルク

61 ファッション雑貨 ART/BERG　OUTLET アート・バーグ アウトレット ●

62 ファッション雑貨 CITIZEN OUTLET シチズン アウトレット ●

63 ファッション雑貨 COACH FACTORY コーチ・ファクトリー

64 ファッション雑貨 COLE HAAN コール ハーン ●

65 ファッション雑貨 Folli Follie Company Store フォリフォリ　カンパニーストア

66 ファッション雑貨 FOSSIL フォッシル ●

67 ファッション雑貨 Fukuske Outlet フクスケ アウトレット

68 ファッション雑貨 FURLA OUTLET フルラ アウトレット

69 ファッション雑貨 garcia-style factory store ガルシア スタイル ファクトリーストア ●

70 ファッション雑貨 HAWKINS ホーキンス ●

71 ファッション雑貨 HUNTING WORLD ハンティング・ワールド

72 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 ●

73 ファッション雑貨 Ray-Ban レイバン ●

74 ファッション雑貨 REGAL SHOE BAR リーガルシューバー

75 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 ●

76 ファッション雑貨 SEIKO OUTLET セイコー アウトレット

77 ファッション雑貨 TIMEX タイメックス

78 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

79 ファッション雑貨 TUMI トゥミ

80 ファッション雑貨 VANS バンズ ●

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

82 ファッション雑貨 帽子屋 OUTLET ボウシヤ アウトレット

83 生活雑貨 Fissler フィスラー ○ ○

84 生活雑貨 LE CREUSET ル・クルーゼ

85 生活雑貨 たち吉 タチキチ ●

86 コスメティック C/OSMETICS celule コスメティックス セルレ

87 コスメティック Cosmetics & Designer Fragrances コスメティックス ＆ デザイナーフレグランス ●

88 コスメティック THE COSMETICS COMPANY STORE ザ コスメティックス カンパニー ストア ●

89 バラエティ雑貨 LEGO Clickbrick レゴ クリックブリック

90 食品 LUPICIA Bon Marché ルピシア・ボンマルシェ ●

91 ジーニング EDWIN エドウィン

92 ジーニング Levi's® Outlet リーバイスⓇ アウトレット



業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
北海道内
初出店

93 ジーニング SOMETHING サムシング ●

94 スポーツ＆アウトドア adidas factory outlet アディダス ファクトリーアウトレット

95 スポーツ＆アウトドア ASICS FACTORY OUTLET アシックス・ファクトリーアウトレット

96 スポーツ＆アウトドア Beach Sound OUTLET ビーチサウンド アウトレット ●

97 スポーツ＆アウトドア Billabong ビラボン

98 スポーツ＆アウトドア L .L .Bean FACTORY STORE エルエルビーン ファクトリーストア

99 スポーツ＆アウトドア LAFUMA･MILLET OUTLET ラフマ・ミレー アウトレット ●

100 スポーツ＆アウトドア marie claire sport / FILA GOLF マリ・クレール　スポール　/　フィラゴルフ

101 スポーツ＆アウトドア 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

102 スポーツ＆アウトドア Onitsuka Tiger Outlet オニツカタイガーアウトレット ●

103 スポーツ＆アウトドア
QUIKSILVER FACTORY OUTLET STORE　/
ROXY FACTORY OUTLET

クイックシルバー ファクトリーアウトレットストア　/
ロキシー ファクトリーアウトレット

104 スポーツ＆アウトドア Real B voice FACTORY STORE リアルビーボイス ファクトリーストア ○ ○

105 スポーツ＆アウトドア ROCKPORT factory outlet ロックポート ファクトリーアウトレット

106 スポーツ＆アウトドア 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

107 スポーツ＆アウトドア Vonzipper ボンジッパー ●

【飲食】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
北海道内
初出店

108 スイーツカフェ MasáleBis by ChocolatierMasále マサールビス バイ ショコラティエマサール ○ ○

109 スイーツ Cold Stone Creamery コールド・ストーン・クリーマリー ●

110 ピッツェリア/イタリアン PIZZERIA 1830 ピッツェリア 1830 ●

111 ビュッフェ SEASONS BUFFET RESTAURANT シーズンズ ビュッフェ レストラン

112 カフェ TULLY'S COFFEE タリーズコーヒー

113 洋食 大かまど芝 オオカマドシバ

114 寿司 北の匠 回転寿しクリッパー キタノタクミ　カイテンズシ　クリッパー

【フードコート】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
北海道内
初出店

115 ハンバーガー Ｈｕｎｇｒｙ　Ｂｅａｒ ハングリーベアー ○ ○

116 スイーツ Lil' Donuts リルドーナツ ●

117 洋食 カリーとオムライス　YOSHIMI カリートオムライス　ヨシミ

118 そば ごまそば八雲 ゴマソバヤクモ

119 土鍋中華 原宿　南国酒家 ハラジュク　ナンゴクシュカ

120 海鮮丼 海鮮 どんぶり茶屋 カイセン ドンブリチャヤ

121 カフェ 宮越屋珈琲 ミヤコシヤコーヒー

122 韓国料理 吾照里 オジョリ ●

123 らーめん 札幌すすきの 味噌ﾗｰﾒﾝ専門店 けやき サッポロススキノ　ミソラーメンセンモンテン　ケヤキ

124 らーめん 弟子屈 テシカガ

125 豚丼 豚丼のぶたはげ ブタドンノブタハゲ

【北海道物産】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
北海道内
初出店

126 北海道物産品 北海道ロコ　ＦＡＲＭ　ＶＩＬＬＡＧＥ ホッカイドウロコ　ファームビレッジ - -

【サービス】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
北海道内
初出店

127 リフォーム reparera レパレラ - -

128 コンビニエンスストア SEVEN-ELEVEN セブンイレブン - -


