
≪第2期開業部分店舗≫
【物販】 ※近畿地方：大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿地方
初出店

ファッション＆雑貨 Adam et Ropé アダム エ ロペ
ファッション＆雑貨 Adam et Ropé WILD LIFE TAILOR STOCK アダム エ ロペ ワイルド ライフ テーラー ストック ○ ○

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
ファッション＆雑貨 Brooks Brothers ブルックス ブラザーズ
ファッション＆雑貨 CABANE de ZUCCa カバン ド ズッカ
ファッション＆雑貨 Diffusione Tessile ディフュジオーネ・テッシレ
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
ファッション＆雑貨 FRAY I.D フレイアイディー ●

ファッション＆雑貨 GALLARDAGALANTE ガリャルダガランテ
ファッション＆雑貨 gelato pique ジェラートピケ ●

ファッション＆雑貨 JEANASIS OUTLET ジーナシス アウトレット
ファッション＆雑貨 J.FERRY OUTLET SELECT ジェイフェリー アウトレットセレクト
ファッション＆雑貨 JOSEPH ジョゼフ ○ ○

ファッション＆雑貨 LANVIN COLLECTION ランバン コレクション
ファッション＆雑貨 LAURA ASHLEY outlet ローラ アシュレイ アウトレット
ファッション＆雑貨 LightUp OUTLET ライトアップ アウトレット
ファッション＆雑貨 Lily Brown リリーブラウン ○ ○

ファッション＆雑貨 MARC BY MARC JACOBS マーク BY マーク ジェイコブス
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
ファッション＆雑貨 nano・universe BASEMENT ナノ・ユニバース ベースメント
ファッション＆雑貨 niko and・・・ ニコ アンド
ファッション＆雑貨 NOLLEY’S OUTLET ノーリーズ アウトレット
ファッション＆雑貨 OLIVE des OLIVE オリーブ デ オリーブ
ファッション＆雑貨 oneway 2nd ワンウェイ セカンド ●

ファッション＆雑貨 OPAQUE オペーク
ファッション＆雑貨 PLST プラステ ●

ファッション＆雑貨 REPLAY リプレイ
ファッション＆雑貨 ROSE BUD ローズバッド
ファッション＆雑貨 snidel スナイデル ●

ファッション＆雑貨 STUSSY ステューシー ●

ファッション＆雑貨 TOMORROWLAND トゥモローランド
ファッション＆雑貨 w closet ダブル クローゼット ●

ファッション雑貨 ASICS WALKING アシックス ウォーキング
ファッション雑貨 COACH MEN'S FACTORY コーチ メンズ ファクトリー
ファッション雑貨 crocs クロックス
ファッション雑貨 DANNER ダナー
ファッション雑貨 DEUX MONCX デュモンクス ○ ○

ファッション雑貨 ete エテ
ファッション雑貨 FURLA OUTLET フルラ アウトレット
ファッション雑貨 genten ゲンテン ●

ファッション雑貨 GHERARDINI ゲラルディーニ ●

ファッション雑貨 HUNTING WORLD ハンティング・ワールド
ファッション雑貨 International Shoes Gallery インターナショナル シューズ ギャラリー
ファッション雑貨 Michael Kors マイケル・コース
ファッション雑貨 Onitsuka Tiger オニツカタイガー
ファッション雑貨 ROCKPORT factory outlet ロックポート ファクトリーアウトレット
ファッション雑貨 SEIKO OUTLET セイコー アウトレット
ファッション雑貨 SWAROVSKI スワロフスキー
ファッション雑貨 ZERO HALLIBURTON OUTLET ゼロハリバートン アウトレット
生活雑貨 Christofle クリストフル ●

生活雑貨 DANSK OUTLET ダンスク アウトレット
生活雑貨 FEILER FACTORY OUTLET フェイラー ファクトリー アウトレット
生活雑貨 Franc franc BAZAR フランフラン バザー
生活雑貨 LAMY ラミー ●

生活雑貨 Sealy Bed シーリー ベッド
生活雑貨 T-fal ティファール
生活雑貨 WEDGEWOOD GROUP FACTORY SHOP ウェッジウッド グループ ファクトリー ショップ
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
雑貨&食品 Harrods ハロッズ ●

食品 FETE lé Marché フェット ル マルシェ
食品 Lindt Chocolat Café リンツ ショコラ カフェ ●

コスメティック THE BODY SHOP ザ ボディショップ
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
スポーツ＆アウトドア Bridgestone GolfPlaza ブリヂストンゴルフプラザ ●

スポーツ＆アウトドア CANTERBURY OF NEWZEALAND OUTLET カンタベリーオブニュージーランドアウトレット
スポーツ＆アウトドア Columbia Sportswear コロンビアスポーツウェア
スポーツ＆アウトドア Reebok factory outlet リーボック ファクトリーアウトレット
スポーツ＆アウトドア Timberland FACTORY STORE ティンバーランド ファクトリー ストア

【飲食】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿地方
初出店

カフェ Café Morozoff カフェ モロゾフ
カフェ STARBUCKS スターバックス



≪既存部分 新規出店店舗≫

【物販】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿地方
初出店

備考

ファッション＆雑貨 A BATHING APE PIRATE STORE ア ベイシング エイプ パイレーツ ストア 期間限定ショップ・7月上旬オープン
ファッション＆雑貨 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS アメリカンイーグル アウトフィッターズ ○ ○ 8月上旬オープン
ファッション＆雑貨 dunhill company store ダンヒル カンパニー ストア 期間限定ショップ・7月上旬オープン
ファッション＆雑貨 GAS ガス 期間限定ショップ・7月上旬オープン
ファッション＆雑貨 Paul Smith ポールスミス ○ ○ ウィメンズショップ・7月上旬オープン
ファッション＆雑貨 steteco.com FACTORY LABO ステテコドットコム ファクトリー ラボ ○ ○ 期間限定ショップ・7月上旬オープン
ファッション＆雑貨 UNIVERSAL LANGUAGE ユニバーサル ランゲージ ○ ○ 7月上旬オープン
ファッション＆雑貨 WEGO OUTLETS ウィゴーアウトレット 7月上旬オープン
ファッション雑貨 ANYA HINDMARCH アニヤ･ハインドマーチ ● 期間限定ショップ・6月下旬オープン
ファッション雑貨 carcru stock カルクルストック 7月下旬オープン
ファッション雑貨 靴下屋 クツシタヤ ○ ○ 7月下旬オープン
ファッション雑貨 VERITE ベリテ 7月上旬オープン
生活雑貨 JosephJoseph ジョゼフジョゼフ ● 期間限定ショップ・7月上旬オープン
スポーツ＆アウトドア 三愛水着楽園アウトレット サンアイミズギラクエンアウトレット 期間限定ショップ・6月下旬オープン

≪既存部分 増床リニューアル（店舗面積拡大）店舗≫

【物販】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
近畿地方
初出店

備考

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 6月下旬オープン

上記リストは2013年5月15日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください

※　近畿地方：大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山


