
 

<添付資料①>新店舗一覧 

「メープル・モール」 

【物販】 44 店舗 

 

【飲食】 1 店舗 

 
 

「クローバー・モール」 

【新規】 4 店舗 

 

【店舗面積拡大】 1 店舗 

 
 

 

＊上記リストは 2014 年 1 月 21 日時点の情報です。変更の場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

  

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
北海道
初出店

備考

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 ●

ファッション＆雑貨 arnold palmer timeless アーノルドパーマータイムレス ●

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 BE RADIANCE／Fabulous Angela ビーラディエンス／ファビュラス アンジェラ

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

ファッション＆雑貨 E hyphen world gallery PD イーハイフン ワールドギャラリーピーディー ●

ファッション＆雑貨 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 ●

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 GAP OUTLET ギャップ アウトレット

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 KEEN キーン ●

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 MISCH MASCH／LODISPOTTO ミッシュ マッシュ／ロディスポット ●

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 ＯＡＫＬＥＹ ＶＡＵＬＴ オークリー ボルト 期間限定店舗 

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 ●

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 snidel スナイデル ●

ファッション＆雑貨 studio CLIP スタディオクリップ ●

ファッション＆雑貨 URBAN RESEARCH ware house アーバンリサーチ ウェアハウス ●

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 ESPERANZA OUTLET エスペランサ アウトレット ●

ファッション雑貨 festaria bijou SOPHIA フェスタリア ビジュソフィア ●

ファッション雑貨 Heartdance ハートダンス ●

ファッション雑貨 kipling キプリング

ファッション雑貨 ORiental TRaffic OUTLET オリエンタルトラフィック アウトレット ●

ファッション雑貨 Ray-Ban レイバン ●

ファッション雑貨 Samsonite BLACK LABEL サムソナイトブラックレーベル ● ●

ファッション雑貨 くろちく art＆craft クロチク アートアンドクラフト ● ●

スポーツ＆アウトドア berghaus バーグハウス

スポーツ＆アウトドア le coq sportif ルコックスポルティフ

スポーツ＆アウトドア Nike Factory Store ナイキ ファクトリーストア

スポーツ＆アウトドア PEARLY GATES パーリーゲイツ

スポーツ＆アウトドア PUMA OUTLET プーマ アウトレット ●

キッズ mezzo piano メゾピアノ ●

生活雑貨 Afternoon Tea LIVING アフタヌーンティー・リビング ● 期間限定店舗 

生活雑貨 DANSK OUTLET ダンスク アウトレット

生活雑貨 SN NISHIKAWA エスエヌ ニシカワ ●

生活雑貨 T-fal OUTLET STORE ティファール アウトレット ストア ●

生活雑貨 WEDGWOOD GROUP FACTORY SHOP ウェッジウッド グループ ファクトリー ショップ ●

食品 FETE lé Marché フェット ル マルシェ ●

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
北海道
初出店

備考

カフェ Auntie Anne's アンティ・アンズ ●

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
北海道
初出店

備考

ファッション＆雑貨 Y-3 ワイスリー ● 期間限定店舗 

ファッション＆雑貨 KATE SPADE SATURDAY ケイト・スペード サタデー ● ● 期間限定店舗 

ファッション＆雑貨 MARGARET HOWELL A.G.O. マーガレット・ハウエル エー.ジー.オー.

ファッション雑貨 UGG　Australia アグ オーストラリア ●

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
北海道
初出店

備考

生活雑貨 Franc franc BAZAR フランフラン バザー


