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＜添付資料 4＞第 1期 店舗一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 店舗名表記 ヨミ

ラグジュアリー AIGNER アイグナー

ラグジュアリー BALLY バリー

ラグジュアリー BROOKS BROTHERS ブルックス ブラザーズ

ラグジュアリー COLE HAAN コール ハーン

ラグジュアリー DIANE von FURSTENBERG ダイアン フォン ファステンバーグ

ラグジュアリー Ermenegildo Zegna エルメネジルド ゼニア

ラグジュアリー HACKETT ハケット

ラグジュアリー HUGO BOSS ヒューゴ ボス

ラグジュアリー OUTLET by CLUB21 アウトレット バイ クラブトゥエンティーワン

ラグジュアリー POLO RALPH LAUREN FACTORY STORE ポロ ラルフローレン ファクトリー ストア

ラグジュアリー PORSCHE DESIGN ポルシェデザイン

ラグジュアリー VERSACE ヴェルサーチ

ラグジュアリー WATATIME ワタタイム

スポーツ&アウトドア adidas アディダス

スポーツ&アウトドア asics FACTORY OUTLET アシックス ファクトリー アウトレット

スポーツ&アウトドア camel active キャメルアクティブ

スポーツ&アウトドア COBRA PUMA GOLF コブラ プーマ ゴルフ

スポーツ&アウトドア CONVERSE コンバース

スポーツ&アウトドア EVERLAST エバーラスト

スポーツ&アウトドア FILA フィラ

スポーツ&アウトドア new balance ニューバランス

スポーツ&アウトドア NIKE ナイキ

スポーツ&アウトドア Onitsuka Tiger オニツカ タイガー

スポーツ&アウトドア PUMA プーマ

スポーツ&アウトドア QUIKSILVER クイックシルバー

スポーツ&アウトドア RIP CURL リップカール

スポーツ&アウトドア SKECHERS スケッチャーズ

スポーツ&アウトドア UNDER ARMOUR アンダーアーマー

ファッション BEST VALUE OUTLET ベスト バリュー アウトレット

ファッション Blush! ブラッシュ

ファッション COTTON ON コットンオン

ファッション DOCKERS ドッカーズ

ファッション ESPRIT エスプリ

ファッション FJ BENJAMIN OUTLET エフ ジェー ベンジャミン アウトレット

ファッション G2000 ジートゥーサウザンド

ファッション GUESS ゲス

ファッション Hang Ten ハンテン

ファッション Hush Puppies apparel ハッシュパピー アパレル

ファッション ISETAN OUTLET STORE イセタン アウトレットストア

ファッション LACOSTE ラコステ

ファッション Levi's リーバイス

ファッション MANGO OUTLET マンゴー アウトレット

ファッション MNB エムエヌビー

ファッション OAKLEY オークリー

ファッション Pepe Jeans ぺぺ ジーンズ

ファッション pierre cardin lingerie ピエール カルダン ランジェリー

ファッション SACOOR outlet サコール アウトレット

ファッション Superdry スーパードライ

ファッション TOMMY HILFIGER トミーフィルフィガー

ファッション Triumph トリンプ

ファッション UNITED COLORS OF BENETTON ユナイテッド カラー オブ ベネトン

ファッション Universal Traveller ユニバーサル トラベラー

ファッション Young hearts ヤングハーツ

靴&カバン ACE エース

靴&カバン AIVORIA アイボリア

靴&カバン BONIA ボニア

靴&カバン Bratpack ブラットパック

靴&カバン Carlo Rino カルロ リノ

靴&カバン Clarks クラークス

靴&カバン crocs outlet shop クロックス アウトレット ショップ

靴&カバン DELSEY デルセー

靴&カバン Dr.Martens ドクターマーチン

靴&カバン FLORSHEIM フローシャイム

靴&カバン GEOX ジェオックス

靴&カバン HOUSE OF LEATHER ハウス オブ レザー
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業種 店舗名表記 ヨミ

靴&カバン Hush Puppies FOOTWEAR ハッシュパピーフットウェア

靴&カバン HYPERGEAR ハイパーギア

靴&カバン KAUFMANN カウフマン

靴&カバン leather avenue レザーアベニュー

靴&カバン obermain オーバーメイン

靴&カバン Outlet 360 アウトレット スリーハンドレッドシックスティー

靴&カバン pierre cardin ピエール カルダン

靴&カバン ROCKPORT ロックポート

靴&カバン Samsonite サムソナイト

靴&カバン SEMBONIA センボニア

靴&カバン The FLEXX ザ フレックス

靴&カバン Timberland ティンバーランド

靴&カバン TOMAZ SHOES トマス シューズ

オプティカル、時計＆ジュエリー CITIZEN シチズン

オプティカル、時計＆ジュエリー A-LOOK エールック

オプティカル、時計＆ジュエリー BERING & Misaki ベーリング アンド ミサキ

オプティカル、時計＆ジュエリー HOUR PASSION アワーパッション

オプティカル、時計＆ジュエリー Ice-Watch アイスウォッチ

オプティカル、時計＆ジュエリー NIXON ニクソン

オプティカル、時計＆ジュエリー ORIENT/RHYTHM オリエント/リズム

オプティカル、時計＆ジュエリー seen シーン

オプティカル、時計＆ジュエリー SOLAR TIME outlet ソーラータイム アウトレット

オプティカル、時計＆ジュエリー SWAROVSKI スワロフスキー

オプティカル、時計＆ジュエリー TIME LAB タイム ラボ

キッズ Chateau de sable シャトー ド サーブル

キッズ BEST VALUE OUTLET ベスト バリュー アウトレット

キッズ COTTON ON KIDS コットンオン キッズ

キッズ TOY WORLD トイワールド

キッズ Trudy & Teddy  トルーディ アンド テディ

美容・コスメ Beauty SCENTS ビューティーセンツ

美容・コスメ Sasa Outlet ササ アウトレット

美容・コスメ The Body Shop ザ ボディショップ

美容・コスメ THE COSMETICS COMPANY STORE ザ コスメティック カンパニー ストア

飲食 BARI-UMA バリウマ

飲食 baskin robbins バスキン ロビンス

飲食 Beryl's CHOCOLATE&CAFE ベリルズ チョコレート アンド カフェ

飲食 DOME ドーム

飲食 DON DON TEI ドンドン テイ

飲食 FOODCOURT フードコート

飲食 GAO! GAO! ガオ ガオ

飲食 ME TIME ミータイム

飲食 padi HOUSE パディ ハウス

飲食 Para Thai パラタイ

飲食 SENYA センヤ

飲食 STARBUCKS スターバックス

飲食 SUSHI KING スシ キン

飲食 sushi maru スシ マル

飲食 The Coffee Bean & Tea Leaf コーヒービーン アンド ティーリーフ

飲食 The Loaf ザ ローフ

サービス、生活雑貨 AKEMI UCHI アケミ ウチ

サービス、生活雑貨 Chocolate Street チョコレート ストリート

サービス、生活雑貨 CP ARCADE シーピー アーケード

サービス、生活雑貨 CURRENCY EXCHANGE CIMB BANK カレンシー エクスチェンジ シーアイエムビー バンク

サービス、生活雑貨 fan Japan ファン ジャパン

サービス、生活雑貨 find your JAPAN ファインド ユア ジャパン

サービス、生活雑貨 Jkids ジェイキッズ

サービス、生活雑貨 LE CREUSET ル クルーゼ

サービス、生活雑貨 LIVE IT UP! リブ イット アップ

サービス、生活雑貨 myNEWS.com マイニュース ドットコム

サービス、生活雑貨 Noritake ノリタケ

サービス、生活雑貨 Stitch N' Fix スティッチ アンド フィックス

サービス、生活雑貨 TOYOTA トヨタ

サービス、生活雑貨 Typo タイポ

サービス、生活雑貨 ZWILLING J.A. HENCKELS ツヴィリング ジェイ エー ヘンケルス

※上記リストは 2017年 11月 30日時点での情報です。 


