
＜添付資料 1＞新規・改装店舗一覧  

【新規店舗】 

◆物販・サービス 32 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記リストの他、2 店舗出店予定です。 

 

◆カフェ・レストラン 11 店舗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ダイニングセレクション(フードコート) 4 店舗 

 

 

 

 

 

 

※上記リストは 2018 年 1 月 31 日時点の情報です。 

予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 

  

業種 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ オープン日 神奈川県初 川崎市初 SC初 新業態

カフェ E　PRONTO ｴ ﾌﾟﾛﾝﾄ 4/20

ファストフード ケンタッキーフライドチキン ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ 4月下旬

ラーメン 鯛塩そば　灯花 ﾀｲｼｵｿﾊﾞ ﾄｳｶ 4/20 ○ ○ ○

ラーメン 札幌　みその ｻｯﾎﾟﾛ ﾐｿﾉ 4/20 ○ ○

業種 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ オープン日
神奈川県初

出店
川崎市
初出店

SC
初出店

新業態

飲食、物販 RHC ロンハーマン ｱｰﾙｴｲﾁｼｰ ﾛﾝﾊｰﾏﾝ 4月下旬 ○

ブライダルジュエリー I-PRIMO ｱｲﾌﾟﾘﾓ 3/20 ○

インテリア、生活雑貨 アクタス ｱｸﾀｽ 4/6

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 ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｵﾘｼﾞﾅﾙｽｼｮｯﾌﾟ 4/20

美容サービス・販売 アトリエはるか(cosme market pro) ｱﾄﾘｴﾊﾙｶ(ｺｽﾒﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾛ) 3/20 ○ ○ ○

メンズ・レディス WEGO ｳｨｺﾞー 3月末

メンズ・レディス MHL. ｴﾑｴｲﾁｴﾙ 3/20

和雑貨 織部 ｵﾘﾍﾞ 3/20

レッグウェア・ビーチウェア・ランジェリー CALZEDONIA ｶﾙﾂｪﾄﾞﾆｱ 3/20 ○

生活雑貨 Closet by どんぐり共和国 ｸﾛｰｾﾞｯﾄ ﾊﾞｲ ﾄﾞﾝｸﾞﾘｷｮｳﾜｺｸ 3/20 ○ ○ ○ ○

ファッション/ファッショングッズ kate spade new york ｹｲﾄ･ｽﾍﾟｰﾄﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ 3/20

バッグ・服飾雑貨 サマンサベガ＆サマンサタバサプチチョイス ｻﾏﾝｻﾍﾞｶﾞｱﾝﾄﾞｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽ 3/20 ○

ジュエリー STAR JEWELRY ｽﾀｰｼﾞｭｴﾘｰ 3/20 ○

レディースシューズ WA ORiental Traffic ﾀﾞﾌﾞﾙｴｰ ｵﾘｴﾝﾀﾙﾄﾗﾌｨｯｸ 3/20

生活雑貨 中川政七商店 ﾅｶｶﾞﾜﾏｻｼﾁｼｮｳﾃﾝ 3/20 ○

メンズ・レディス・雑貨 にゃーＳＨＯＰ ﾆｬｰｼｮｯﾌﾟ 3/20 ○ ○

メンズ・レディス BEAMS ﾋﾞー ﾑｽ 4/20

バッグ・服飾雑貨 ヒッチハイク ﾋｯﾁﾊｲｸ 3/20

靴 BIRKENSTOCK ﾋﾞﾙｹﾝｼｭﾄｯｸ 3/20

バッグ・服飾雑貨 ﾄﾞﾗｽﾃｨｯｸ ｻﾞ ﾊﾞｹﾞー ｼﾞ ﾄﾞﾗｽﾃｨｯｸ ｻﾞ ﾊﾞｹﾞー ｼﾞ 3/20 ○

レディースシューズ プールサイド ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ 3/20

輸入生活雑貨 PLAZA ﾌﾟﾗｻﾞ 3/20

レディス MAR court ﾏｰｺｰﾄ 3/20 ○

ファッション/ファッショングッズ マイケル･コース ﾏｲｹﾙ･ｺｰｽ 4月予定 ○

化粧品 M・A・C ﾏｯｸ 4/20

生活雑貨　インテリア雑貨 ムーミンショップ ﾑｰﾐﾝｼｮｯﾌﾟ 3/20 ○ ○

- LAZONA POP UP STORE ﾗｿﾞー ﾅ ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟｽﾄｱ 3/20

レディース　アンダーウェア、ラウンジウェア LOVE BY GAP ﾗﾌﾞ ﾊﾞｲ ｷﾞｬｯﾌﾟ 3/20 ○ ○ ○ ○

高機能アスレティックウェア lululemon ﾙﾙﾚﾓﾝ 4/20 ○ ○ ○

携帯電話販売、携帯電話サービス ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ×ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ 3/20

生花 BIANCA BARNET ﾋﾞｱﾝｶ ﾊﾞー ﾈｯﾄ 3/20 ○

着物 YAMATO ﾔﾏﾄ 3/20 ○

業種 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ オープン日 神奈川県初 川崎市初 SC初 新業態

ビュッフェ EXBlue lounge the buffet ｴｸｽﾌﾞﾙｰ ﾗｳﾝｼﾞ ｻﾞ ﾋﾞｭｯﾌｪ 4/20 ○ ○ ○

オイスターレストラン Oyster Plates ｵｲｽﾀｰ･ﾌﾟﾚｰﾄ 3/20 ○ ○ ○ ○

沖縄料理 沖縄地料理　龍泉 ｵｷﾅﾜｼﾞﾘｮｳﾘ ﾘｭｳｾﾝ 3/20 ○ ○ ○

カフェ Café　Barbapapa ｶﾌｪ ﾊﾞー ﾊﾞﾊﾟﾊﾟ 3/20 ○ ○

うどん 釜たけうどん　めっせ熊 ｶﾏﾀｹｳﾄﾞﾝ ﾒｯｾｸﾏ 4/20 ○ ○ ○ ○

スポーツバー GRILL＆PUB　The NICK STOCK ｸﾞﾘﾙｱﾝﾄﾞﾊﾟﾌﾞ ｻﾞﾆｯｸｽﾄｯｸ 4/20 ○ ○

カフェ 資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ｼｾｲﾄﾞｳﾊﾟｰﾗｰ ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ｶﾌｪ 4/20 ○ ○

カフェ ソルビン ｿﾙﾋﾞﾝ 3/20 ○ ○

韓国料理 韓美膳 ﾊﾝﾋﾞｼﾞｪ 4/20 ○ ○

タイ料理 マンゴツリーカフェ ﾏﾝｺﾞﾂﾘｰｶﾌｪ 4/20 ○

お野菜料理 やさい家めい ﾔｻｲﾔﾒｲ 4/20 ○



【改装店舗】 

◆物販・サービス 47 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記リストの他、1 店舗出店予定です。 

◆カフェ・レストラン 5 店舗 

 

 

 

 

 

◆ダイニングセレクション(フードコート) 1 店舗 

 

 

 

※上記リストは 2018 年 1 月 31 日時点の情報です。 

予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 

業種 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ オープン日

レディス・服飾雑貨 ｱｰｽﾐｭｰｼﾞｯｸ&ｴｺﾛｼﾞｰｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾄｱ ｱｰｽｱﾝﾄﾞﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾝﾄﾞｴｺﾛｼﾞｰｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾄｱ 3/20

レディス ｱｰﾓﾜｰﾙｶﾌﾟﾘｽ ｱｰﾓﾜｰﾙｶﾌﾟﾘｽ 3/20

レディス AVAN LILY ｱヴｧﾝ ﾘﾘｨ 3/20

レディス ｱｸｼｰｽﾞ ﾌｧﾑ ｱｸｼｰｽﾞ ﾌｧﾑ 3/20

マッサージ、リラクゼーション アジアンハーブス ｱｼﾞｱﾝﾊｰﾌﾞｽ 3/20

メンズ・レディス AZUL by moussy ｱｽﾞー ﾙ ﾊﾞｲ ﾏｳｼﾞー 3/20

ライフスタイル雑貨 Afternoon Tea LIVING ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ･ﾘﾋﾞﾝｸﾞ 3/20

化粧品 ｲﾝｸﾛｰﾊﾞー ｲﾝｸﾛｰﾊﾞー 3/20

アクセサリー INTER UNIT ｲﾝﾀｰﾕﾆｯﾄ 3/20

靴 ABC-MART GRAND STAGE ｴｰﾋﾞー ｼｰﾏｰﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ 3/20

靴 ABC-MARTプレミアステージ ｴｰﾋﾞー ｼｰﾏｰﾄ ﾌﾟﾚﾐｱｽﾃｰｼﾞ 3/20

インテリア家具・雑貨 Lb.sisters ｴﾙﾋﾞー ｼｽﾀｰｽﾞ 3/20

メンズ・レディス・キッズ・ベビー Gap/GapKids ｷﾞｬｯﾌﾟ ｷﾞｬｯﾌﾟｷｯｽﾞ 3/20

ヘアカット QBﾊｳｽ ｷｭｰﾋﾞー ﾊｳｽ 3/20

メンズ・レディス ｸﾞﾗﾆﾌ ｸﾞﾗﾆﾌ 3/20

メンズ・レディス ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｸ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｸ 3/20

メンズ・レディス・服飾雑貨 coen ｺｰｴﾝ 3/20

メンズ・レディス COMME CA STYLE ｺﾑｻｽﾀｲﾙ 3/20

メンズ・レディス THE SHOP TK ｻﾞｼｮｯﾌﾟﾃｨｰｹｰ 3/20

メンズ・レディス JOURNAL STANDARD relume ｼﾞｬｰﾅﾙｽﾀﾝﾀﾞー ﾄﾞ ﾚﾘｭｰﾑ 3/20

レディス JILL by JILL STUART ｼﾞﾙﾊﾞｲｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ 3/20

眼鏡 JINS ｼﾞﾝｽﾞ 4/20

レディス・服飾雑貨 CECIL McBEE ｾｼﾙﾏｸﾋﾞー 3/20

眼鏡 Zoff ｿﾞﾌ 3/20

マッサージ、リラクゼーション てもみん ﾃﾓﾐﾝ 3/20

インテリア・生活雑貨 212 KITCHEN STORE ﾄｩ-ﾜﾝﾄｳ-ｹｰｷｯﾁﾝｽﾄｱｰ 3/20

化粧品 東京小町 ﾄｳｷｮｳｺﾏﾁ 3/20

レディス NATURAL BEAUTY BASIC ﾅﾁｭﾗﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ﾍﾞー ｼｯｸ 3/20

メンズ・レディス nano・universe ﾅﾉ･ﾕﾆﾊﾞー ｽ 3月末

ランジェリー ピーチ・ジョン・ザ・ストア ﾋﾟｰﾁ･ｼﾞｮﾝ･ｻﾞ･ｽﾄｱ 3/20

メンズ・レディス B:MING LIFE STORE by BEAMS ﾋﾞー ﾐﾝｸﾞ ﾗｲﾌｽﾄｱ ﾊﾞｲ ﾋﾞー ﾑｽ 4/6

ファッション/ファッショングッズ VIS ﾋﾞｽ 3/20

メンズ・レディス HYSTERIC GLAMOUR ﾋｽﾃﾘｯｸｸﾞﾗﾏｰ 3/20

キッズ Piu､de piu ﾋﾟｭｰﾃﾞﾋﾟｭｳ 3/20

ジュエリー ﾌｪｽﾀﾘｱﾎﾞﾔｰｼﾞｭ ﾌｪｽﾀﾘｱﾎﾞﾔｰｼﾞｭ 3/20

レディス ＰＬＳＴ ﾌﾟﾗｽﾃ 3/20

メンズ・レディス FREDY&GROSTER ﾌﾚﾃﾞｨｱﾝﾄﾞｸﾞﾛｽﾀｰ 3/20

レディス moussy ﾏｳｼﾞー 3/20

レディス Mila Owen ﾐﾗ ｵｰｳｪﾝ 3/20

メンズ・レディス ﾒｰｶｰｽﾞｼｬﾂ鎌倉 ﾒｰｶｰｽﾞｼｬﾂｶﾏｸﾗ 3/20

化粧品 ﾒﾙｳﾞｨｰﾀ ﾒﾙｳﾞｨｰﾀ 3/20

メンズ・レディス・キッズ・ベビー UNITED ARROWS green label relaxing ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾚｰﾍﾞﾙ ﾘﾗｸｼﾝｸﾞ 3/20

レディス rienda ﾘｴﾝﾀﾞ 3/20

レディス ﾚﾋﾟﾋﾟｱﾙﾏﾘｵ ﾚﾋﾟﾋﾟｱﾙﾏﾘｵ 3/20

レディス Roomy's ﾙｰﾐｨｰｽﾞ 3/20

レディス ROSE BUD ﾛｰｽﾞﾊﾞｯﾄﾞ 4/20

メンズ・レディス RODEO CROWNS WIDE BOWL ﾛﾃﾞｵ ｸﾗｳﾝｽﾞ ﾜｲﾄﾞ ﾎﾞｳﾙ 3/20

業種 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ オープン日

和食 板前ごはん音音 ｲﾀﾏｴｺﾞﾊﾝｵﾄｵﾄ 3/20

そば 越後叶家 ｴﾁｺﾞｶﾉｳﾔ 3/20

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 3/20

カフェ ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ 3/20

ソフトクリーム CAFE＆SOFTCREAM ﾏｻﾞー 牧場 ｶﾌｪｱﾝﾄﾞｿﾌﾄｸﾘｰﾑﾏｻﾞー ﾎﾞｸｼﾞｮｳ 3/20

業種 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ オープン日

うどん うまげな ｳﾏｹﾞﾅ 3/20


