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＜添付資料 1＞ 出店店舗一覧 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ファッション　106店舗 ※地元企業：本社が立川市の企業

レディス AS KNOW AS PINKY アズ　ノゥ　アズ　ピンキー

レディス E hyphen word gallery friends イーハイフンワールドギャラリーフレンズ

レディス ESCAR エスカー ● ● ●

レディス CABANA in Bou Jeloud 　 カバナ　イン　ブージュルード ●

レディス SUNNYROOM サニールーム ● ● ●

レディス cepo..STATICE セポスターチス

レディス Frames RAY CASSIN フレームスレイカズン ●

レディス mysty woman ミスティウーマン

レディス Mewʼｓ　REFINED　CLOTHES ミューズリファインドクローズ ●

レディス Muller ミューラー

レディス rough&peace ラフアンドピース

レディス liflattie ships リフラティ　シップス

レディス Roomy's ルーミィーズ

レディス LUCA ルカ

レディス RETRO GIRL レトロガール

レディス Lois CRAYON ロイスクレヨン

レディス ロペピクニック ロぺピクニック

レディス・キッズ axes femme アクシーズファム

レディス・キッズ・雑貨 CECIL DAY'S セシルデイズ ●

レディス・キッズ・雑貨 Little Garden by Shower Party リトルガーデンバイシャワーパーティー

レディス・雑貨 OPAQUE.CLIP オペークドットクリップ

レディス・雑貨 STUDIO CLIP スタディオクリップ

レディス・雑貨/アイスクリーム earth music&ecology Living store/
BLOCK natural ice cream

アースミュージックアンドエコロジーリビングストア
／ブロック　ナチュラルアイスクリーム ●

レディス・服飾雑貨 ジェイ・ストゥディオ ジェイ・ストゥディオ ●

レディス・服飾雑貨 パラスパレス パラスパレス

レディス・服飾雑貨 レプシィムローリーズファーム レプシィムローリーズファーム

レディス・服飾雑貨・ｷｯｽﾞ COLLAGE　GALLARDAGALANTE コラージュ　ガリャルダガランテ

レディス・服飾雑貨・ｷｯｽﾞ pual ce cin ピュアルセシン

レディス・服飾雑貨・⽣活雑貨 CorteLargo コルテラルゴ

メンズ、レディス アーバンリサーチドアーズ アーバンリサーチドアーズ

メンズ、レディス AVIREX アヴィレックス

メンズ、レディス American Eagle Outfitters アメリカンイーグルアウトフィッターズ

メンズ、レディス A|X ARMANI EXCHANGE アルマーニエクスチェンジ

メンズ、レディス WEGO ウィゴー

メンズ、レディス カンタベリーオブニュージーランド カンタベリーオブニュージーランド

メンズ、レディス GUESS ゲス

メンズ、レディス ZARA ザラ

メンズ、レディス SHIPS Days シップス　デイズ ●

メンズ、レディス JOURNAL STANDARD relume ジャーナルスタンダード　レリューム

メンズ、レディス Ciaopanic チャオパニック

メンズ、レディス Discoat Parisien ディスコート　パリシアン ●

メンズ、レディス ティンバーランド ティンバーランド

メンズ、レディス TRANS CONTINENTS トランスコンチネンツ

メンズ、レディス ナノ・ユニバース　フラメント　クオレ ナノ・ユニバース　フラメント　クオレ ● ●

メンズ、レディス BACK NUMBER バックナンバー

メンズ、レディス バナナ・リパブリック バナナ・リパブリック

メンズ、レディス BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS ビューティアンドユース  ユナイテッドアローズ

メンズ、レディス FREAK'S STORE フリークスストア

メンズ、レディス FREE'S MART フリーズマート

メンズ、レディス フレディ＆グロスター フレディアンドグロスター

メンズ、レディス MYSELF ABAHOUSE マイセルフ　アバハウス

メンズ、レディス Le JUN ルジュン

メンズ・レディス・キッズ アズールバイマウジー アズールバイマウジー

メンズ・レディス・キッズ グラニフ グラニフ

＊上記リストは2015年10月8日時点の情報です。

地元企業業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 東京都初 SC初 新業態
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※地元企業：本社が立川市の企業

メンズ・レディス・キッズ goa THE STORE ゴアザストア

メンズ・レディス・キッズ コーエン　グランドストア コーエン　グランドストア ●

メンズ・レディス・キッズ GU ジーユー

メンズ・レディス・キッズ SHARE　PARK シェアパーク ●

メンズ・レディス・キッズ SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH センスオブプレイス バイ アーバン リサーチ

メンズ・レディス・キッズ B:MING LIFE STORE by BEAMS ビーミング　ライフストア　バイ　ビームス

メンズ・レディス・キッズ ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ユナイテッドアローズ　グリーンレーベル  リラクシング

メンズ・レディス・キッズ ユニクロ ユニクロ

メンズ・レディス・キッズ・服飾雑貨 グローバルワーク グローバルワーク

メンズ・レディス・キッズ・ベビー OLD NAVY オールドネイビー

メンズ・レディス・キッズ・ベビー Gap/GapKids ギャップ　ギャップキッズ

メンズ・レディス・キッズ・ベビー KOE コエ ●

メンズ・レディス・雑貨 niko and... ニコアンド

メンズ・レディス・雑貨 BAYFLOW ベイフロー

メンズ・レディス・服飾雑貨 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

メンズ R.NEWBOLD アール　ニューボールド

メンズ glory crew グローリークルー

メンズ HIDEAWAYS ハイダウェイ

靴・服飾雑貨 アルテミス by ダイアナ アルテミス バイ ダイアナ

靴・服飾雑貨 ABC-MART エービーシー・マート

靴・服飾雑貨 JELLY BEANS ジェリービーンズ

靴・服飾雑貨 Charlotte シャルロット

靴・服飾雑貨 Top to Top トップトゥトップ

靴・服飾雑貨 マルイのシューズ マルイノシューズ
バッグ、⾰⼩物、時計、ジュエリー、アイウェア マイケル・コース マイケル・コース

鞄 サックスバー サックスバー

鞄 サマンサ＆シュエット ギャラリー サマンサアンドシュエット ギャラリー

鞄・雑貨 グロッカ　バイ　コレクターズ グロッカ　バイ　コレクターズ

鞄・服飾雑貨 アート・バーグ アート・バーグ

鞄・服飾雑貨 ピカロ ピカロ ● ●

服飾雑貨 ピンクレモンツリー ピンクレモンツリー

服飾雑貨 フララニハワイ フララニハワイ

服飾雑貨 Luria4℃ ルリア４℃

アクセサリー It's up to you イッツ　アップ　トゥー　ユー ● ● ●

アクセサリー Ｄｏｕｘｍｉｅｒｅ bijou SOPHIA ドゥミエール　ビジュソフィア

ジュエリー canal4℃ カナル４℃

ジュエリー THE KISS ザ・キッス

時計 TiCTAC チックタック

インナー AMO'S STYLE by Triumph アモスタイル　バイ　トリンプ

インナー AMPHI FULFRU アンフィ　フルフル

インナー ウンナナクール　ウーマン ウンナナクール　ウーマン

靴下・インナー・ライトウェア チュチュアンナ チュチュアンナ

靴下 靴下屋 クツシタヤ

帽⼦ FLAVA PREMIUM フレイヴァプレミアム

メガネ オンデーズ オンデーズ

メガネ JINS ジンズ

メガネ POKER FACE ポーカーフェイス

スーツ THE SUIT COMPANY ザスーツカンパニー

シャツ BRICK HOUSE by Tokyo Shirts ブリック　ハウス　バイ　トウキョウシャツ

着物 きもの鈴乃屋 キモノスズノヤ

百貨店 エムアイプラザ エムアイプラザ

＊上記リストの他、1店舗出店予定です。

＊上記リストは2015年10月8日時点の情報です。

SC初 新業態 地元企業東京都初業種 店舗名 店舗名ヨミガナ
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◆雑貨　49店舗

⾐服・雑貨/⽣活雑貨/⾷品 無印良品 ムジルシリョウヒン

⽣活雑貨 GEORGE'S ジョージズ ●

⽣活雑貨 salut! サリュ

⽣活雑貨 3COINS スリーコインズ

⽣活雑貨 Seria セリア

⽣活雑貨 東急ﾊﾝｽﾞ トウキュウハンズ

⽣活雑貨 ル・クルーゼ ル・クルーゼ

雑貨 オーサムストア オーサムストア

雑貨 Natty's ナッティーズ　 ●

ライフスタイル雑貨 Afternoon Tea HOME & LIVING アフタヌーンティーホームアンドリビング ●

ライフスタイル雑貨 Amimoon エイミームーン ● ● ● ●

ライフスタイル雑貨 COCO WALK ココウォーク

ライフスタイル雑貨 チチカカ チチカカ

キャラクター雑貨 どんぐり共和国 ドングリキョウワコク

キャラクター雑貨 バラサ・バルコ バラサバルコ

バラエティ雑貨 ヴィレッジヴァンガード ヴィレッジヴァンガード

バラエティ雑貨 QsQs+ クスクスプラス ●

和雑貨 ⽇本橋SAKON ニホンバシサコン ●

インテリア ZARA HOME ザラホーム

インテリア ieno textile イエノ　テキスタイル ●

インテリア＆レディース ローラアシュレイ ローラアシュレイ

家具・雑貨 ACTUS アクタス

家具・雑貨 OKAY オーケイ

家具・雑貨 BICASA ビカーサ ●

家具・雑貨 Franc franc フランフラン

家具・雑貨 LIVING HOUSE. リビングハウス

キッチン雑貨 212 KITCHEN STORE トゥーワントゥー　キッチンストア
ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ・ｺｰﾋｰｶﾌﾟｾﾙ・ｺｰﾋｰ関連ｱｸｾｻﾘｰ ネスプレッソブティック ネスプレッソブティック

寝具 SN NISHIKAWA エスエヌ　ニシカワ ● ●

仏壇・仏具 仏壇ギャラリーセレモア ブツダンギャラリーセレモア ●

ドラッグストア マツモトキヨシ マツモトキヨシ

コスメ オルビス・ザ・ショップ オルビス・ザ・ショップ

コスメ LALINE ラリン

⾃然派化粧品 ロクシタン ロクシタン

⾃然派化粧品 Rirerecipe リルレシピ ●

スキンケア＆ライフスタイル ALOE GARDEN　　 アロエガーデン ● ● ●

タオル タオル美術館 タオルビジュツカン

天然⽯アクセサリー アナヒータストーンズ アナヒータストーンズ

携帯アクセサリー AppBank Store アップバンクストア

＊上記リストは2015年10月8日時点の情報です。

業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 東京都初 SC初 新業態 地元企業

◆ママ・⼦育て　12店舗 ※地元企業：本社が立川市の企業

マタニティ・ベビー・キッズ アカチャンホンポ アカチャンホンポ

キッズ・雑貨 apres les cours ami アプレレクール　アミ

キッズ・雑貨 BREEZE ブリーズ

キッズ・雑貨 マーキーズ マーキーズ

キッズ・雑貨 マザウェイズ マザウェイズ

⼦供靴 ゲンキ・キッズ ゲンキ・キッズ

アクセサリー クレアーズ クレアーズ

ビュッフェレストラン＆キッズプレイグラウンド Kids Bee キッズビー ●

キッズプレイグラウンド&カフェレストラン mogoon モグーン ● ● ●

玩具、幼児教室 しろたんフレンズミュージアム シロタンフレンズミュージアム ● ● ●

サービス めばえ教室 メバエキョウシツ

サービス 森のｷｯｽﾞeｸﾗﾌﾞ モリノキッズイークラブ ● ● ●

新業態 地元企業東京都初業種 店舗名 店舗名ヨミガナ SC初
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※地元企業：本社が立川市の企業

総合スポーツ Super sports xebio スーパースポーツゼビオ

スポーツギア Jack Bunny!! by PEARLY GATES ジャックバニー！！バイパーリーゲイツ

アウトドア エルブレス エルブレス

アウトドア コロンビアスポーツウェア コロンビアスポーツウェア

アウトドア THE NORTH FACE ザ・ノース・フェイス

⾃転⾞ サイクルスタジオシルバーリング サイクルスタジオシルバーリング

書店・カフェ オリオン書房 オリオンショボウ ●

CD・DVD タワーレコード タワーレコード

楽器・⾳楽教室 宮地楽器 ミヤジガッキ ●

ペット・ペット雑貨 PET PARADISE DX ペットパラダイスデラックス

地元企業業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 東京都初 SC初 新業態

◆サービス　37店舗

携帯 ａｕショップ エーユーショップ

携帯 ソフトバンク ソフトバンク

携帯 ドコモショップ ドコモショップ

携帯 Y!mobile ワイモバイル

医療機器販売店 － －

アミューズメント namco/eggnam ナムコ/エッグナム

美容室 ＱＢハウス キュービーハウス

美容室 ZELE/AVEDA ゼルアウ゛ェダ

美容室 美容室イレブンカット ビヨウシツイレブンカット

ネイル ネイルズユニーク ネイルズユニーク

ﾎｯﾄﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵ ホットヨガスタジオＬＡＶＡ ホットヨガスタジオラバ

リラクゼーションサロン アジアンハーブス アジアンハーブス

リラクゼーションサロン Ｒｅ．Ｒａ．Ｋｕ リラク

フィットネス ボディーズ ボディーズ

カルチャー ＪＥＵＧＩＡ　カルチャーセンター ジュージアカルチャーセンター

料理教室 ABC Cooking Studio エービーシークッキンクスタジオ

パソコン教室 ハロー！パソコン教室 ハローパソコンキョウシツ

旅⾏ エイチ・アイ・エス エイチアイエス

旅⾏ ⽇本旅⾏ ニホンリョコウ

保険 ほけん百花 ホケンヒャッカ

保険 保険⾒直し本舗 ホケンミナオシホンポ

結婚式場カウンター ＠うえでぃんぐ アットウエディング ● ● ●

写真スタジオ 写真スタジオ hollyhock シャシンスタジオ　ホリーホック

クリーニング ⽩洋舎 ハクヨウシャ

洋服のお直し 洋服直し専⾨店アプローズ ヨウフクオナオシセンモンテンアプローズ

靴のお直し リアット！ リアット

クリニック みのやまクリニック⽴川 ミノヤマクリニックタチカワ ●

⻭科 ＭＯＲＥデンタルクリニック モアデンタルクリニック

眼科 － －

調剤薬局 ナカジマ薬局 ナカジマヤッキョク ●

宝くじ チャンスセンター チャンスセンター

ATM セブン銀⾏ＡＴＭ セブンギンコウエーティーエム

ATM 多摩信⽤⾦庫ATM タマシンヨウキンコエーティーエム ●

ATM みずほ銀⾏ATM ミズホギンコウエーティーエム

ATM 三井住友銀⾏ATM ミツイスミトモギンコウエーティーエム

ATM ゆうちょ銀⾏ATM ユウチョギンコウエーティーエム

ATM りそな銀⾏ATM リソナギンコウエーティーエム

＊上記リストは2015年10月8日時点の情報です。

業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 東京都初 SC初 新業態 地元企業
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◆レストラン・カフェ　17店舗 ※地元企業：本社が立川市の企業

イタリアン PIZZA SALVATORE CUOMO ピッツァ　サルヴァトーレ　クオモ

回転すし 回転寿司　沼津すし之助 ヌマヅスシノスケ ●

カフェ 神楽坂 茶寮 カグラザカサリョウ

カフェ J.S. FOODIES ジェイエスフーディーズ

カフェ 星乃珈琲店 ホシノコーヒー

ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ ｺｰﾋｰｽﾄｱ スターバックスコーヒー スターバックスコーヒー

総合ビュッフェ THE BUFFET DINER ザビュッフェダイナー ● ●

そば 越後叶家 エチゴカノウヤ

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｶﾌｪ CAFE AMIGO カフェアミーゴ ● ● ●

タイ料理 JASMINE THAI TERRACE ジャスミンタイ　テラス ● ●

中華ビュッフェ 九⿓點⼼ クーロンテンシン

定⾷ ⼤かまど飯 寅福 オオカマドメシ　トラフク

ドーナツ ミスタードーナツ ミスタードーナツ

ハワイアンパンケーキ Eggs'n Things エッグスンシングス

フライドチキン ケンタッキーフライドチキン ケンタッキーフライドチキン

オムライス ヒルトップ レイチェル カフェ ヒルトップレイチェルカフェ ● ●

洋⾷ グリル　ドミ　コスギ グリル　ドミ　コスギ ●

◆フードコート　10店舗

うどん 本場⾹川讃岐うどん　宮武讃岐うどん ホンバカガワサヌキウドン　ミヤタケサヌキウドン

親⼦丼 鶏丼や　博多華味⿃ トリドンヤ　ハカタハナミドリ

海鮮丼 ⽇本橋 海鮮丼 つじ半 ニホンバシカイセンドンツジハン ●

カレー 野菜を⾷べるカレーｃａｍｐ　ｅｘｐｒｅｓｓ ヤサイヲタベルカレー　キャンプエクスプレス

粉物 てっぱん屋台 テッパンヤタイ

スイーツ フレンチトースト・パラダイス フレンチトースト・パラダイス ● ●

焼⾁丼 ⽜⾁丼屋　和 ギュウニクドンヤ カズ ● ● ●

洋⾷ デリッシュウフ デリッシュウフ ●

ラーメン 鏡花 キョウカ ● ●

ラーメン 博多⼀幸舎 ハカタイッコウシャ

◆スーパーマーケット・⾷物販　19店舗

アイスクリーム サーティワンアイスクリーム サーティワンアイスクリーム

キャンディー・お菓⼦ スウィートファクトリー・プラス スウィートファクトリー・プラス

スーパーマーケット blooming bloomy ブルーミングブルーミー ●

ジュースバー Fruits Bar AOKI フルーツバーアオキ

⾷料品 軽井沢ファーマーズギフト カルイザワファーマーズギフト

⾷料品 Grand Passage グラン　パサージュ ● ●

⻘果・グロサリー WAKUWAKU HIROBA Sprout ワクワクヒロバスプラウト

たこ焼き 築地銀だこ ツキジギンダコ

チョコレート ゴディバ ゴディバ

フルーツタルト ルウ゛ェルジェ ルヴェルジェ

プレッツェル Auntie Anne's アンティアンズ

フローズンヨーグルト pinkberry ピンクベリー

ベーカリー ドンク・ミニワン ドンク・ミニワン

焼⿃ 惣菜暖簾　鶏⼭正 ソウザイノレン トリヤマショウ ● ● ●

中華惣菜 好餃⼦ ハオチャオズ

輸⼊⾷品 カルディコ－ヒ－ファ－ム カルディコーヒーファーム

和菓⼦ 柿安 ⼝福堂 カキヤス コウフクドウ

洋菓⼦ フロ　プレステージュ フロ　プレステージュ

洋菓⼦ 焼きたてチーズタルト専⾨店ＰＡＢＬＯ ヤキタテチーズタルトセンモンテンパブロ ●

＊上記リストは2015年10月8日時点の情報です。

地元企業業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 東京都初 SC初 新業態

地元企業

業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 東京都初 SC初 新業態 地元企業

業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 東京都初 SC初 新業態


