
≪店舗一覧表≫

【物販】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿

初出店

1 ファッション＆雑貨 ABAHOUSE アバハウス

2 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

3 ファッション＆雑貨 ARROW OUTLET アロー アウトレット ○ ○

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

5 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 ●

6 ファッション＆雑貨 B.C STOCK ベーセーストック

7 ファッション＆雑貨 BABYLONE STOCK バビロン ストック

8 ファッション＆雑貨 BARACUTA バラクータ ●

9 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

10 ファッション＆雑貨 BEAMS OUTLET ビームス アウトレット

11 ファッション＆雑貨 Bshop outlet store ビショップ アウトレットストア

12 ファッション＆雑貨 BURBERRY バーバリー ●

13 ファッション＆雑貨 CECIL McBEE OUTLET セシルマクビー アウトレット ○ ○

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

15 ファッション＆雑貨 Ciaopanic チャオパニック

16 ファッション＆雑貨 clear クリア

17 ファッション＆雑貨 DECORAR デコラール ○ ○

18 ファッション＆雑貨 Denime ドゥニーム ○ ○

19 ファッション＆雑貨 DIESEL ディーゼル

20 ファッション＆雑貨 DouDou ドゥドゥ

21 ファッション＆雑貨 earth music&ecology Super premium store アース ミュージック&エコロジー スーパー プレミアム ストア ●

22 ファッション＆雑貨 EGOIST エゴイスト ●

23 ファッション＆雑貨 EPOCA la fabbrica エポカ　ラ　ファブリカ ○ ○

24 ファッション＆雑貨 franche lippée フランシュリッペ ○ ○

25 ファッション＆雑貨 GAP OUTLET ギャップ アウトレット

26 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

27 ファッション＆雑貨 GoldenBear outlet ゴールデンベア　アウトレット ●

28 ファッション＆雑貨 graniph グラニフ

29 ファッション＆雑貨 Harrods / OLD ENGLAND ハロッズ / オールド イングランド

30 ファッション＆雑貨 HAVE A NICE TRIP ハヴァナイストリップ ○ ○

31 ファッション＆雑貨 INGNI イング

32 ファッション＆雑貨 LACOSTE OUTLET ラコステ アウトレット

33 ファッション＆雑貨 LAST CALL ラスト コール

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

35 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

36 ファッション＆雑貨 MARC BY MARC JACOBS マーク バイ マーク ジェイコブス

37 ファッション＆雑貨 MERCURYDUO マーキュリーデュオ ●

38 ファッション＆雑貨 MITSUMINE ミツミネ

39 ファッション＆雑貨 moussy マウジー

40 ファッション＆雑貨 n°44 2nd story ナンバーヨンジューヨン セカンドストーリー ○ ○

41 ファッション＆雑貨 NATURAL BEAUTY BASIC ナチュラル ビューティー ベーシック

42 ファッション＆雑貨 NEWYORKER ニューヨーカー

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

44 ファッション＆雑貨 NICOLE ニコル

45 ファッション＆雑貨 OFUON オフオン ○ ○

46 ファッション＆雑貨 PAGEBOY ページボーイ



業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿

初出店

47 ファッション＆雑貨 Pal'las Palace パラスパレス ○ ○

48 ファッション＆雑貨 Paul Smith ポール・スミス

49 ファッション＆雑貨 Paul Stuart ポール・スチュアート ●

50 ファッション＆雑貨 PROFILE OUTLET プロフィール アウトレット

51 ファッション＆雑貨 prose verse プロズヴェール

52 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

53 ファッション＆雑貨 Ray Cassin レイ カズン

54 ファッション＆雑貨 Ropé Picnic ロペピクニック

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

56 ファッション＆雑貨 rough ラフ ○ ○

57 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

58 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

59 ファッション＆雑貨 Shel'tter シェルター

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

61 ファッション＆雑貨 toco toco fun トコトコファン ●

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

63 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

64 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

65 ファッション＆雑貨 VIS ビス

66 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 ●

67 ファッション＆雑貨 ZARA OUTLET ザラ アウトレット ○ ○

68 ファッション＆雑貨 印 イン ○ ○

69 キッズファッション＆雑貨 BEBE OUTLET べべ アウトレット

70 キッズファッション＆雑貨 F.O. FACTORY エフ・オー・ファクトリー

71 キッズファッション＆雑貨 MIKIHOUSE REPRO ミキハウス リプロ

72 ファッション雑貨 ACE OUTLET エース アウトレット

73 ファッション雑貨 AGATHA アガタ ●

74 ファッション雑貨 AKaKuRa アカクラ ●

75 ファッション雑貨 ALOOK アルク

76 ファッション雑貨 BIRKENSTOCK OUTLET ビルケンシュトック アウトレット ●

77 ファッション雑貨 BREE ブリー ●

78 ファッション雑貨 BRUNO MAGLI ブルーノマリ

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

80 ファッション雑貨 COACH FACTORY コーチ・ファクトリー

81 ファッション雑貨 COLE HAAN コール ハーン

82 ファッション雑貨 ESPERANZA OUTLET エスペランサ アウトレット ○ ○

83 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

84 ファッション雑貨 FOSSIL フォッシル ●

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

86 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 ●

87 ファッション雑貨 HAWKINS & VANS ホーキンス アンド バンズ

88 ファッション雑貨 LeSportsac レスポートサック

89 ファッション雑貨 LONGCHAMP ロンシャン

90 ファッション雑貨 MSPC PRODUCT エムエスピーシー プロダクト ○ ○

91 ファッション雑貨 NIXON ニクソン ○ ○

92 ファッション雑貨 ONOFF / LANVIN COLLECTION オノフ / ランバン コレクション ○ ○



業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿

初出店

93 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

94 ファッション雑貨 Ray-Ban レイバン

95 ファッション雑貨 REGAL SHOE BAR リーガルシューバー

96 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

97 ファッション雑貨 SEQUOIA セコイア ○ ○

98 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

99 ファッション雑貨 TUMI トゥミ

100 ファッション雑貨 WACOAL LOVERS MARKET ワコール ラヴァーズ マーケット ○ ○

101 ファッション雑貨 帽子屋 OUTLET ボウシヤ アウトレット

102 生活雑貨 DANSK OUTLET ダンスク　アウトレット ○ ○

103 生活雑貨 Fissler フィスラー ●

104 生活雑貨 LE CREUSET ル・クルーゼ

105 生活雑貨 TEMPUR テンピュール

106 生活雑貨 yutori no kūkan market by 栗原はるみ ユトリノクウカンマーケット バイ クリハラハルミ ○ ○

107 生活雑貨 ZWILLING・GROUP・BRAND・OUTLET ツウ゛ィリング・グループ・ブランド・アウトレット ○ ○

108 生活雑貨 カランコロン京都 カランコロンキョウト ○ ○

109 生活雑貨 たち吉 タチキチ

110 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

111 コスメティック Celule セルレ

112 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

113 コスメティック Dr.Ci:Labo ドクターシーラボ ●

114 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 ●

115 バラエティ雑貨 LEGO clickbrick レゴ クリックブリック

116 雑貨 Kaloo カルー ○ ○

117 食品 GODIVA ゴディバ

118 食品 KALDI COFFEE FARM カルディコーヒーファーム ●

119 食品 LUPICIA Bon Marché ルピシア・ボンマルシェ

120 ジーニング EDWIN エドウィン

121 ジーニング Levi'sⓇ Outlet リーバイスⓇ アウトレット

122 ジーニング SOMETHING サムシング

123 スポーツ＆アウトドア A&F COUNTRY エイアンドエフ カントリー ●

124 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

125 スポーツ＆アウトドア AIGLE エーグル

126 スポーツ＆アウトドア Aravon by new balance Factory Store アラボン バイ ニューバランス ファクトリーストア

127 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

128 スポーツ＆アウトドア Billabong ビラボン

129 スポーツ＆アウトドア ELEMENT エレメント ●

130 スポーツ＆アウトドア LOGOS SHOP ロゴスショップ

131 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

132 スポーツ＆アウトドア new balance Factory Store ニューバランス ファクトリーストア

133 スポーツ＆アウトドア NIKE FACTORY STORE ナイキ ファクトリーストア　

134 スポーツ＆アウトドア PF-FLYERS Factory Store ピーエフ フライヤーズ ファクトリーストア ○ ○

135 スポーツ＆アウトドア PUMA OUTLET プーマ アウトレット

136 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

137 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 ●



業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿

初出店

138 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

139 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

140 スポーツ＆アウトドア UNDER ARMOUR FACTORY HOUSE アンダーアーマー ファクトリーハウス

141 スポーツ＆アウトドア Vonzipper ボンジッパー

142 スポーツサイクル MOON bikes OUTLET ムーンバイクス アウトレット

【飲食】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿

初出店

143 お好み焼き 壹錢洋食 イッセンヨウショク

144 和食 近江牛 岡喜 オウミギュウ オカキ

145 グルメバーガー KUA`AINA クアアイナ

146 カフェ TULLY'S COFFEE タリーズコーヒー

147 クレープ Tokyo Crepe Girl トウキョウクレープガール ☆ ○

148 イタリアンビュッフェ ＰＳ マリノ ピーエス マリノ

149 回転寿司 もりもり寿し モリモリスシ ●

150 カフェ LA  CAFFETTIERA   ITALIAN &DOLCE ラ　カフェティエラ　イタリアン＆ドルチェ ☆ ○

151 和食 らんちょす｡ ランチョス

【フードコート】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿

初出店

152 たこ焼き アメリカ村　甲賀流プレミアム アメリカムラ　コウガリュウプレミアム - -

153 海鮮丼 金沢海鮮丼　もり家 カナザワカイセンドン　モリヤ - -

154 韓国料理 韓国料理　bibim' カンコクリョウリ　ビビン - -

155 とんかつ・かつ丼 祗をん八咫   京とんかつ　かつふく ギオンヤタ　キョウトンカツ カツフク - -

156 ビーフライス 神戸牛鉄飯屋 コウベギュウテッパンヤ - -

157 ジェラート 湖華舞 コカブ - -

158 ラーメン 宝屋 タカラヤ - -

159 カフェ・ベーカリー Dominique Geulin ドミニック・ジュラン - -

160 親子丼 鶏料理　ほっこりや トリリョウリ　ホッコリヤ - -

161 うどん 花きり ハナキリ - -

162 カレー・パスタ モード和食笹　元祖黒カレー屋本舗 モードワショクササ　ガンソクロカレーヤホンポ - -

【滋賀県物産】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿

初出店

163 食品 湖の駅滋賀竜王　おいしやうれしや ウミノエキシガリュウオウ　オイシヤウレシヤ - -

【サービス】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿

初出店

164 リフォーム reparera レパレラ - -

165 コンビニエンスストア FamilyMart ファミリーマート - -


