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＜添付資料 1＞新規出店・移転リニューアル 店舗一覧 

 

新規出店 店舗 

【第 5期増床棟 新規】 

※1 飲食店舗を除く 

※2 東海エリア：愛知県、岐阜県、静岡県、三重県 

※3 ベイクルーズによるベーカリー新業態にて出店予定 

※上記リストは 2017年 5月 16日時点での情報です。変更の場合もありますのであらかじめご了承ください。 

 

【第 5期増床棟 移転リニューアル】 

 

※上記リストは 2017年 5月 16日時点での情報です。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
アウトレット

日本

初出店※１

東海エリア

初出店※２
備考

ファッション＆雑貨 AVIREX DEPOT アヴィレックス デポ ●

ファッション＆雑貨 Bshop OUTLET ビショップ　アウトレット ●

ファッション＆雑貨 Barbour バブア― 期間限定店舗

ファッション＆雑貨 BIRKENSTOCK ビルケンシュトック

ファッション＆雑貨 DENHAM デンハム ●

ファッション＆雑貨 Dickies Outlet Store ディッキーズ　アウトレット　ストア ●

ファッション＆雑貨 Henry Cotton's/MARINA YACHTING ヘンリーコットンズ　マリーナヨッティング ●

ファッション＆雑貨 HURLEY OUTLET STORE ハーレー　アウトレット　ストア ●

ファッション＆雑貨 MACKINTOSH/Traditional Weatherwear マッキントッシュ/トラディショナルウェザーウエア ●

ファッション＆雑貨 PETIT BATEAU プチバトー

ファッション＆雑貨 Orobianco オロビアンコ ●

ファッション＆雑貨 WORLD OUTLET ワールド　アウトレット ●

ファッション雑貨 ACE OUTLET エース　アウトレット

ファッション雑貨 HOUR PASSION アワー　パッション ●

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 JINS ジンズ

ファッション雑貨 Manhattan NEW YORK DEPOT マンハッタンニューヨークデポ ●

ファッション雑貨 PEACH JOHN THE STORE ピーチ・ジョン・ザ・ストア ●

ファッション雑貨 UGG® アグ®

ファッション＆雑貨 Champion チャンピオン

スポーツ＆アウトドア ＣＯＬＥＭＡＮ コールマン

スポーツ＆アウトドア KEEN キーン ●

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

生活雑貨 Afternoon Tea LIVING アフタヌーンティー・リビング ●

生活雑貨 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ OUTLET マツモトキヨシ　アウトレット

飲食 Eggs 'n Things エッグスンシングス -

飲食 COMPARTES コンパーテス -

飲食 gelato pique café creperie ジェラートピケカフェ クレープリー -

飲食 BAYCREW'S ベーカリー新業態（※3） - -

飲食 morozoff 窯だしﾁｰｽﾞｹｰｷ モロゾフ　カマダシチーズケーキ - ●

飲食 朝日屋 アサヒヤ - ●

飲食 ハワイアングルメバーガー　クア・アイナ ハワイアングルメバーガー　クア・アイナ - ●

飲食 羽根つき焼小籠包 鼎’s(Din’s) ハネツキヤキショウロンポウ　ディンズ -

業種 店舗名表記 ヨミ

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 FRED PERRY フレッドペリー

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 Felisi OUTLET フェリージ　アウトレット

ファッション雑貨 Onitsuka Tiger オニツカタイガー

生活雑貨 Francfranc BAZAR フランフラン バザー

スポーツ＆アウトドア THE NORTH FACE/HELLY HANSEN ザ・ノース・フェイス/ヘリーハンセン

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

備考
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【既存棟 新規】 

 

 
 

※1 飲食店舗を除く 

※2 東海エリア：愛知県、岐阜県、静岡県、三重県 

※上記リストは 2017年 5月 16日時点での情報です。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
アウトレット

日本
初出店※１

東海エリア
初出店※２

備考

ファッション＆雑貨 AZUL by moussy アズ―ルバイマウジー ● オープン済

ファッション＆雑貨 BALENCIAGA バレンシアガ 2017年6月オープン

ファッション＆雑貨 BLUE LABEL/BLACK LABEL CRESTBRIDGE ブルーレーベル/ブラックレーベル・クレストブリッジ ● オープン済

ファッション＆雑貨 BROOKS BROTHERS ブルックスブラザーズ 2017年冬オープン

ファッション＆雑貨 BURBERRY バーバリー オープン済

ファッション＆雑貨 BRUNELLO CUCINELLI ブルネロ クチネリ オープン済

ファッション＆雑貨 ESTNATION エストネーション 2017年9月オープン

ファッション＆雑貨 FAIRFAX フェアファクス ● オープン済

ファッション＆雑貨 GALLARDAGALANTE ガリャルダガランテ 2017年9月オープン

ファッション＆雑貨 JOSEPH ジョゼフ ● 2018年春オープン

ファッション＆雑貨 MACKINTOSH LONDON/MACKINTOSH PHILOSOPHY マッキントッシュロンドン/マッキントッシュフィロソフィー オープン済

ファッション＆雑貨 Maison Margiela メゾン　マルジェラ 2017年9月オープン

ファッション＆雑貨 MERCURYDUO マーキュリーデュオ ● オープン済

ファッション＆雑貨 Mitsumine ミツミネ 2017年5月オープン

ファッション＆雑貨 NATURAL　BEAUTY　BASIC/PROPORTION/Free's　Mart ナチュラ ル ビューティー ベーシック/プロポーショ ン/フリーズマート 2017年9月オープン

ファッション＆雑貨 Paul Smith ポールスミス ● 2017年夏オープン

ファッション＆雑貨 SAINT LAURENT サンローラン 2017年夏オープン

ファッション＆雑貨 STELLA McCARTNEY ステラ マッカートニー ● 2017年秋オープン

ファッション＆雑貨 TATRAS ＆ STRADA EST タトラス アンド ストラダエスト ● 2018年春オープン

ファッション＆雑貨 TOD'S トッズ 期間限定店舗・オープン済

ファッション＆雑貨 TAKEO KIKUCHI タケオキクチ 2017年5月オープン

ファッション＆雑貨 VERSACE ヴェルサーチ ● 2017年秋オープン

ファッション＆雑貨 w closet ダブルクローゼット ● オープン済

ファッション＆雑貨 XLARGE/X-girl エクストララージ/エックスガール ● 2017年秋オープン

ファッション＆雑貨 松坂屋 マツザカヤ ● 2017年5月オープン

ファッション雑貨 CITIZEN シチズン オープン済

ファッション雑貨 DIANA ダイアナ オープン済

ファッション雑貨 Dr.Martens ドクターマーチン 2017年9月オープン

ファッション雑貨 genten ゲンテン 2017年9月オープン

ファッション雑貨 HUNTER ハンター ● オープン済

ファッション雑貨 NIXON ニクソン ● 2017年6月オープン

ファッション雑貨 madras マドラス オープン済

ファッション雑貨 MICHAEL KORS MENS マイケル・コース メンズ ● 2017年6月オープン

ファッション雑貨 moda Clea OUTLET モーダクレア アウトレット 2017年9月オープン

ファッション雑貨 Sergio Rossi セルジオ ロッシ ● 2017年夏オープン

ファッション雑貨 SKECHERS スケッチャーズ 2017年冬オープン

キッズ familiar ファミリア 2017年冬オープン

キッズ mezzo piano メゾピアノ 2017年冬オープン

生活雑貨 IDEA SEVENTH SENSE イデア セブンス センス 2017年9月オープン

生活雑貨 THE COSMETICS COMPANY STORE ザ　コスメティックス　カンパニー　ストア 2017年9月オープン

飲食 FUJIYA SWEETS FACTORY フジヤスイーツファクトリー - オープン済

飲食 Mio Bar Barchetta ミオバール　バルケッタ - 2017年6月オープン
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【既存棟 移転リニューアル】 

 

 
 
※上記リストは 2017年 5月 16日時点での情報です。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

ファッション＆雑貨 ADORE アドーア 2017年9月オープン

ファッション＆雑貨 Apuweiser-riche アプワイザー・リッシェ 2017年9月オープン

ファッション＆雑貨 B.C STOCK ベーセーストック

ファッション＆雑貨 BOSS OUTLET ボス アウトレット オープン済

ファッション＆雑貨 BOTTEGA VENETA ボッテガ ヴェネタ オープン済

ファッション＆雑貨 Ciaopanic / DouDou  BY PAL GROUP OUTLET チャオパニック/ドゥドゥ バイ パル グループ アウトレット 2017年夏オープン

ファッション＆雑貨 DAKS ダックス オープン済

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 2017年9月オープン

ファッション＆雑貨 Ermenegildo Zegna エルメネジルド ゼニア オープン済

ファッション＆雑貨 INED イネド オープン済

ファッション＆雑貨 Levi's® OUTLET リーバイス®　アウトレット オープン済

ファッション＆雑貨 NEWYORKER ニューヨーカー 2017年夏オープン

ファッション＆雑貨 MAJESTIC LEGON マジェスティックレゴン オープン済

ファッション＆雑貨 MONCLER モンクレール 2017年夏オープン

ファッション＆雑貨 POLO RALPH LAUREN FACTORY STORE ポロ ラルフ ローレン ファクトリーストア オープン済

ファッション＆雑貨 STRASBURGO ストラスブルゴ 2018年春オープン

ファッション＆雑貨 STRAWBERRY-FIELDS ストロベリーフィールズ　 2017年9月オープン

ファッション＆雑貨 UNITED ARROWS LTD. OUTLET ユナイテッドアローズ アウトレット 2017年冬オープン

ファッション雑貨 ANYA HINDMARCH アニヤ・ハインドマーチ オープン済

ファッション雑貨 BALLY バリー 2018年夏オープン

ファッション雑貨 kate spade new york ケイト・スペード ニューヨーク 2017年冬オープン

ファッション雑貨 FEILER Factory Outlet フェイラー ファクトリー アウトレット オープン済

ファッション雑貨 Fukuske Outlet フクスケ　アウトレット オープン済

ファッション雑貨 FURLA フルラ 2017年6月オープン

ファッション雑貨 GUNZE グンゼ オープン済

ファッション雑貨 JIMMY CHOO ジミー チュウ オープン済

ファッション雑貨 LeSportsac レスポートサック 2017年7月オープン

ファッション雑貨 LONGCHAMP ロンシャン オープン済

ファッション雑貨 SWAROVSKI スワロフスキー オープン済

ファッション雑貨 TRIUMPH トリンプ オープン済

ファッション雑貨 Wacoal FACTORY STORE ワコール　ファクトリーストア 2017年9月オープン

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 オープン済

スポーツ＆アウトドア BILLABONG ビラボン 2017年5月オープン

スポーツ＆アウトドア Dance With Dragon ダンスウィズドラゴン 2017年夏オープン

生活雑貨 LE CREUSET ル・クルーゼ 2017年9月オープン

飲食 東洋軒 トウヨウケン 2017年9月オープン

備考

2017年10月オープン


