
 

＜添付資料 1＞ 新規／改装店舗一覧 

 新店一覧 

 

 

 
  

◆ファッション

レディス AZUL ENCANTO アズールエンカント 4/下旬 ● ●

レディス Ungrid アングリッド 3/14 ●

レディス JURIANO JURRIE ジュリアーノジュリ 3/14

レディス Stradivarius ストラディバリウス 5/上旬 ●

レディス スピンズ スピンズ 3/14

レディス BE RADIANCE ビーラディエンス 3/14

レディス PINK-latte ピンクラテ 3/14

レディス Free People フリーピープル 3/14 ●

レディス MURUA ムルーア 3/14 ●

レディス・生活雑貨 BAYFLOW ベイフロー 3/14 ● ●

メンズ Schott ショット 3/14 ● ●

メンズ FLASH REPORT フラッシュリポート 2/7

メンズ・レディス アディダス オリジナルスショップ アディダスオリジナルスショップ 3/14

メンズ・レディス 好日山荘 コウジツサンソウ 3/14

メンズ・レディス THE SHOP TK MIXPICE/grove ザショップティーケーミクスパイス/グローブ 3/14

メンズ・レディス 417 by ÉDIFICE / IÉNA SLÖBE フォーワンセブンバイエディフィス/イエナスローブ 3/14 ● ● ●

メンズ・レディス 洋服の青山 ヨウフクノアオヤマ 4/下旬

メンズ・レディス URBAN RESEARCH Store アーバンリサーチストア 3/中旬 ●

メンズ・レディス・キッズ GU ジーユー 3/14

メンズ・レディス・キッズ Beautiful Life COMME CA ISM ビューティフルライフコムサイズム 3/14 ● ● ●

メンズ・レディス・キッズ ライトオン ライトオン 3/14

メンズ・レディス・キッズ・生活雑貨 SHARE PARK シェアパーク 3/14 ● ● ●

メンズ・レディス・キッズ・生活雑貨・インテリア雑貨 FREAK'S STORE フリークスストア 3/14

メンズ・レディス・生活雑貨 SHIPS Days シップスデイズ 3/14 ● ● ●

メンズ・レディス・服飾雑貨・生活雑貨 SQUOVAL スクオーバル 3/14 ● ●

メンズ・レディス・生活雑貨 MYSELF ABAHOUSE マイセルフアバハウス 3/14 ●

インナー （仮称）AMPHI新業態 3/14 ● ● ●

◆服飾雑貨・身の回り品

化粧品・その他雑貨 ISETAN MiRROR Make&Cosmetics イセタンミラーメイクアンドコスメティクス 3/14 ●

化粧品・その他雑貨 ABC Cosme Store エービーシーコスメストア 3/14 ●

シューズ SHOE・PLAZA park シュープラザパーク 3/14 ● ● ●

シューズ Boisson Chocolat ボワソンショコラ 3/14 ● ● ●

バッグ・服飾雑貨 ジュエルナローズ ジュエルナローズ 3/14 ●

帽子・服飾雑貨 gifthat ギフトハット 3/14 ● ● ●

シューズ・バッグ・服飾雑貨 UGG Australia アグ オーストラリア 3/14 ●（※直営店）

シューズ・バッグ・服飾雑貨 マルイのシューズ＆バッグ/時計 マルイノシューズアンドバッグ/トケイ 3/1 ● ● ●

◆生活雑貨・インテリア雑貨

生活雑貨・インテリア雑貨 everyday by collex エブリデイバイコレックス 3/14 ●（※ｱｳﾄﾚｯﾄ除く）

生活雑貨・インテリア雑貨 Lb.sisters/B-COMPANY エルビーシスターズ/ビーカンパニー 3/14 ●

生活雑貨・インテリア雑貨 ZARA HOME ザラホーム 4/下旬 ●

生活雑貨・インテリア雑貨 Flying Tiger Copenhagen フライングタイガーコペンハーゲン 3/14 ● ●

◆その他

クライミングジム GRAVITY RESEARCH グラビィティリサーチ 3/14 ●

ATM セブン銀行ATM セブンギンコウエーティーエム 2/8

ペット衣料・ペット雑貨 ペットパラダイス ペットパラダイス 3/14
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◆カフェ・レストラン

ラーメン 博多　一風堂 ハカタ　イップウドウ 3/中旬

ラーメン 松戸富田製麺 マツドトミタセイメン 3/中旬 ●（※ｱｳﾄﾚｯﾄ除く）

ファーストフード フレッシュネスバーガー フレッシュネスバーガー 3/中旬

パンケーキ・カフェ ８８ huithuit ユイットユイット 3/中旬 ●

業種 店舗名 カタカナ オープン日
千葉県

初
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ初

新業態



 

 改装店舗（移転も含む）一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

レディス 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 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 3/14

レディス・服飾雑貨・化粧品 ANNA SUI アナスイ 3/14

レディス・キッズ ANAP アナップ 3/14

レディス 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 3/14

レディス EMODA エモダ 3/14

レディス ジーナシス ジーナシス 3/14

レディス Honey Bunch ハニーバンチ 3/上旬

レディス VIS ビス 3/14

レディス PROPORTION  BODY  DRESSING プロポーションボディドレッシング 2/22

レディス レピピアルマリオ レピピアルマリオ 1/16

メンズ レイジブルー レイジブルー 2/28

メンズ・レディス アドニスグリーン アドニスグリーン 3/14

メンズ・レディス・キッズ THE NORTH FACE＋ ザ ノースフェイス プラス 3/14

メンズ・レディス・キッズ STUSSY ステューシー 3/14

メンズ・レディス・キッズ トミーヒルフィガー トミーヒルフィガー 3/14

メンズ・レディス トルネードマートワールド トルネードマートワールド 3/14

メンズ・レディス・キッズ Forever21 フォーエバートゥエンティワン 2/上旬

メンズ・レディス PLST プラステ 3/14

メンズ・レディス FREE'S MART フリーズマート 3/14

メンズ・レディス ローリーズファーム ローリーズファーム 2/28

シューズ WASH ウォッシュ 3/14

ジュエリー・アクセサリー ete エテ 3/14

帽子・服飾雑貨 override オーバーライド 3/14

眼鏡 OPTIQUE PARIS MIKI オプティックパリミキ 3/14

バッグ・服飾雑貨 サムソナイト サムソナイト 3/14

化粧品・その他雑貨 ニールズヤードレメディース ニールズヤードレメディース 3/14

シューズ ビルケンシュトック ビルケンシュトック 4/下旬

生活雑貨・服飾雑貨・インテリア雑貨 無印良品 ムジルシリョウヒン 3/1

バッグ・服飾雑貨 russet ラシット 3/14

業種 店舗名 カタカナ オープン日


