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＜添付資料 1＞出店店舗一覧（今般発表分の 188店舗） 

◆ファッション 58店舗 

 

＊上記リストは 2020 年 2 月 13 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

業種 店舗名 ヨミガナ

レディス ｆｏｒｍ ｆｏｒｍａ フォルムフォルマ

レディス ベルーナ ベルーナ

レディス、関連雑貨 Ｅｎｃｈａｎｔｅ ＬｏｕＬｏｕ アンシャンテ ルル

レディス、服飾雑貨 ｄｏｕｃｅ Ｈａｒｍｏｎｉｅ ドゥスハルモニ

レディス、服飾雑貨 ＦＵＮ ファン

レディス、服飾雑貨 Ｌｕｄｉｃ Ｐａｒｋ ルディックパーク

レディス、服飾雑貨 ＭＥＤＯＣ メドック

レディス、服飾雑貨 Ｍｉｌａ Ｏｗｅｎ ミラオーウェン

レディス、服飾雑貨 ＯＰＡＱＵＥ．ＣＬＩＰ オペークドットクリップ

レディス、服飾雑貨 ＳＭ２ ｋｅｉｔｔｉｏ サマンサモスモス ケイッティオ

レディス、雑貨 Ｅｌｕｒａ エルーラ

レディス、雑貨 Ｌｕｆｕｆｕ ルフフ

レディス、雑貨 ＮＥＲＧＹ ナージー

レディス、雑貨 ｑｕａｔｒｅ ｆｅｕｉｌｌｅｓ カトルフィーユ

レディス、雑貨 ハミルトンエッセンス ハミルトンエッセンス

レディス、インテリア雑貨 ＢＫ ｈｏｍｅ ビーケーホーム

レディス、メンズ ａ．ｖ．ｖ アーヴェヴェ

レディス、メンズ アズールバイマウジー アズールバイマウジー

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＡＶＩＲＥＸ アヴィレックス

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＣＲＡＦＴ ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＢＯＵＴＩＱＵＥ クラフト スタンダード ブティック

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＬＡＣＯＳＴＥ ラコステ

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＰＯＲＴ ＯＦ ＣＡＬＬ ＴＯＧＯＣＨＯ ポートオブコール トウゴウチョウ

レディス、メンズ、雑貨、コスメ ｇｅｌａｔｏ ｐｉｑｕｅ ジェラートピケ

レディス、メンズ、キッズ Ｈ＆Ｍ エイチアンドエム

レディス、メンズ、キッズ ＲＯＤＥＯ ＣＲＯＷＮＳ ＷＩＤＥ ＢＯＷＬ ロデオクラウンズ ワイドボウル

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 ＢＡＹＦＬＯＷ ベイフロー

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 ｎｉｋｏ ａｎｄ．．． ニコアンド

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 グローバルワーク グローバルワーク

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨、生活雑貨 ＣＩＡＯＰＡＮＩＣ ＴＹＰＹ チャオパニックティピー

メンズ、ウィメンズ、チルドレンズ ポロ ラルフ ローレン ポロ ラルフ ローレン

メンズ Ｄａｙ ＧＬＯＲＹ デイグローリー

メンズ、レディス ＧＥＯＧＲＡＰＨＹ ジェオグラフィー

メンズ、レディス ＪＡＣＫＲＯＳＥ ジャックローズ

メンズ、レディス ＲＶＣＡ／ＲＯＸＹ ルーカ／ロキシー

メンズ、レディス ＷＯＲＫＭＡＮ Ｐｌｕｓ ワークマンプラス

メンズ、レディス ライトオン ライトオン

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

メンズ、レディス、キッズ リーバイス® ストア リーバイスストア

メンズ、レディス、キッズ、関連雑貨 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、アウトドア用品 Ｌ．Ｌ．Ｂｅａｎ エル・エル・ビーン

メンズ、レディス、関連雑貨 ｃｏｅｎ コーエン

メンズ、レディス、関連雑貨 ＷＥＧＯ ウィゴー

メンズ、レディス、服飾雑貨 ＢＯＮｂａｚａａｒ ボンバザール

メンズ、レディス、服飾雑貨 ＴＨＥ ＳＨＯＰ ＴＫ ザショップティーケー

メンズ、レディス、服飾雑貨 ジャーナルスタンダード レリューム ジャーナルスタンダード レリューム

メンズ、レディス、雑貨 ＦＲＥＡＫ’Ｓ ＳＴＯＲＥ フリークスストア

メンズ、レディス、雑貨 ＰＬＳＴ プラステ

メンズ、レディス、雑貨 ＳＵＩＴ ＳＥＬＥＣＴ スーツセレクト

メンズ、レディス、雑貨 ＴＲＡＮＳ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＳ トランスコンチネンツ

メンズ、レディス、雑貨 ＶｉＳ／ＪＵＮＲｅｄ ビス／ジュンレッド

メンズ、レディス、雑貨 トルネードマートワールド トルネードマートワールド

メンズ、レディス、服飾雑貨、生活雑貨 ＣＯＬＯＮＹ ２１３９ コロニートゥーワンスリーナイン
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◆ファッション雑貨・雑貨・その他   60 店舗 

 

＊上記リストは 2020 年 2 月 13 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

業種 店舗名 ヨミガナ

キッズ、ベビー、雑貨 アプレ レ クール アプレレクール

子供服、雑貨 ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ プティマイン

子供服、雑貨 ＴＨＥ ＮＯＲＴＨ ＦＡＣＥ ／ ＨＥＬＬＹ ＨＡＮＳＥＮ ｋｉｄｓ ザ・ノース・フェイス／ヘリーハンセン キッズ

ティーンズ ＬＯＶＥＴＯＸＩＣ ラブトキシック

ティーンズ、雑貨 ＪＥＮＮＩ ジェ二イ

着物、和装雑貨 きものやまと キモノヤマト

業種 店舗名 ヨミガナ

マタニティ・ベビー・キッズ用品 アカチャンホンポ アカチャンホンポ

アウトドア用品 コロンビア コロンビア

アウトドア用品、衣料品 Ｊａｃｋ Ｗｏｌｆｓｋｉｎ ジャックウルフスキン

アウトドア用品、生活雑貨 アルペンアウトドアーズフラッグシップストア アルペンアウトドアーズフラッグシップストア

アウトドア用品、衣料品、服飾雑貨 Ｍａｒｍｏｔ マーモット

スポーツウェア ａｄｉｄａｓ Ｂｒａｎｄ Ｃｏｒｅ Ｓｔｏｒｅ アディダスブランドコアストア

スポーツ用品 スポーツデポ スポーツデポ

アクセサリー ＢＬＥＳＳ ブレス

レディスアクセサリー、雑貨 ＬＵＮＡ ＥＡＲＴＨ ルナアース

ジュエリー、その他関連雑貨 ｃａｎａｌ ４℃ カナルヨンドシー

ジュエリー、その他関連雑貨 ＳＯＰＨＹ Ｆｅｒｉｅ ｗｉｔｈ ｆｅｓｔａｒｉａ ＥＬＥＭＥＮＴＳ ソフィ フェリエ ウィズ フェスタリア エレメンツ

ジュエリー、その他関連雑貨 ミルフローラ ミルフローラ

化粧品 ＮＡＲＣＩＳ ナルシス

化粧品 ＰＯＬＡ ＴＨＥ ＢＥＡＵＴＹ ポーラザビューティー

化粧品、関連雑貨 ＡＬＢＩＯＮ ＤＲＥＳＳＥＲ アルビオンドレッサー

化粧品、関連雑貨 ｃｏｓｍｅｔｅｒｉａ コスメテリア

化粧品、関連雑貨 パルファン パルファン

化粧品、健康食品 ＦＡＮＣＬ ｂｅａｕｔｙ ＆ ｈｅａｌｔｈ ファンケル ビューティーアンドヘルス

鞄 ＡＣＥ ＢＡＧＳ＆ＬＵＧＧＡＧＥ エースバッグスアンドラゲージ

鞄 サックスバー サックスバー

鞄、革小物 マイケル·コース マイケルコース

鞄、関連雑貨 ＣＯＡＣＨ コーチ

靴 ｃｒｏｃｓ クロックス

靴 リーガルシューズ リーガルシューズ

靴、アパレル ＳＫＥＣＨＥＲＳ スケッチャーズ

靴、衣料品、雑貨 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＧＲＡＮＤＳＴＡＧＥ エービーシーマート グランドステージ

靴、雑貨 ＮＥＸＴ ＦＯＣＵＳ ネクストフォーカス

靴、その他関連商品 ＭＯＤＥＬＬＯ ｂｙ ｍａｄｒａｓ モデロバイマドラス

子供靴 ゲンキ・キッズ ゲンキキッズ

靴下、レッグウェア 靴下屋 クツシタヤ

インナー ｆｒａｎ ｄｅ ｌｉｎｇｅｒｉｅ　 フランデランジェリー

帽子 ＯＶＥＲＲＩＤＥ オーバーライド

眼鏡 ＫＡＮＥＫＯ ＯＰＴＩＣＡＬ カネコオプチカル

眼鏡、サングラス Ｚｏｆｆ ゾフ

眼鏡、補聴器その他関連商品 眼鏡市場 メガネイチバ

雑貨 ＡＷＥＳＯＭＥ ＳＴＯＲＥ オーサムストア

雑貨 ロフト ロフト

生活雑貨 Ｆｌｙｉｎｇ Ｔｉｇｅｒ Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ フライング タイガー コペンハーゲン

生活雑貨 ｏｎｅ’ｓ ｔｅｒｒａｃｅ ワンズテラス

生活雑貨 ニトリＥＸＰＲＥＳＳ ニトリエクスプレス

生活雑貨、服飾雑貨 ３ＣＯＩＮＳ＋ｐｌｕｓ スリーコインズプラス

バラエティ雑貨 ＯＬＹＭＰＩＡ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ Ｌａｂｅｌ オリンピアチョコレートレーベル

バラエティ雑貨 Ｐｒｉｓｍ プリズム

バラエティ雑貨、書籍、古物 ヴィレッジヴァンガード ヴィレッジヴァンガード

カーテン、雑貨 ＶＡＬＬＩＬＡ ヴァリラ

キッチン、生活雑貨 ２１２ ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＯＲＥ トゥーワントゥーキッチンストア

家具、インテリア雑貨 ＬＩＶＩＮＧ ＨＯＵＳＥ． リビングハウス
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◆サービス 24店舗 

 

◆スーパー・食物販 10店舗 

 

＊上記リストは 2020 年 2 月 13 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

業種 店舗名 ヨミガナ

オフィス、インテリア、キッチン ＢＲＵＮＯ／ＴＲＡＶＥＬ ＳＨＯＰ ＭＩＬＥＳＴＯ ブルーノ／トラベルショップミレスト

ビーズソファ、インテリア雑貨 Ｙｏｇｉｂｏ Ｓｔｏｒｅ ヨギボーストア

１００円ショップ ダイソー ダイソー

本、文具、ＣＤ、ＤＶＤ、雑貨、カフェ ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ ツタヤブックストア

ベビー用品、雑貨 ＫＡＴＯＪＩ カトージ

Ａｐｐｌｅ製品販売・修理 Ｂｉｃ Ｓｔｙｌｅ ビックスタイル

携帯アクセサリー、その他関連商品 ＡＢｓｔｏｒｅ エービーストア

医薬品、化粧品、雑貨、食品、調剤 ウエルシア薬局 ウエルシアヤッキョク

寝具、雑貨、ルームウェア Ｂ－ＤＥＳＩＧＮ ｈｏｍｅ ビーデザイン ホーム

ペット、ペット用品、トリミング、ホテル ワンラブ ワンラブ

手芸用品 ユザワヤ ユザワヤ

印章、印刷、雑貨 中日印章 チュウニチインショウ

楽器、関連商品 島村楽器 シマムラガッキ

業種 店舗名 ヨミガナ

スポーツ ＶＳ ＰＡＲＫ ブイエスパーク

インドアプレイグラウンド あそびパークＰＬＵＳ アソビパークプラス

携帯電話 ドコモショップ ドコモショップ

携帯電話 ａｕショップ エーユーショップ

携帯電話 ソフトバンク・ワイモバイル ソフトバンク・ワイモバイル

携帯電話 楽天モバイル ラクテンモバイル

保険関連商品 保険コンパス ホケンコンパス

保険関連商品 保険見直し本舗／あそラボ ホケンミナオシホンポ／アソラボ

旅行商品、旅行関連商品 エイチ・アイ・エス エイチアイエス

アニマルカフェ Ｍｏｆｆ ａｎｉｍａｌ ｃａｆｅ モフアニマルカフェ

カット、カラー、パーマ、まつげエクステ Ｃａｓｉｔａ ｆｌｏｒ カシータフロル

ヘアカット ＱＢハウス キュービーハウス

ヘアサロン ビューティマルシェ ミンナノ ビューティマルシェ ミンナノ

整体、骨盤調整、リラクゼーション 整体×骨盤 カ・ラ・ダ ファクトリー セイタイ×コツバンカラダファクトリー

デンタルクリニック すみれ歯科・こども歯科クリニック スミレシカ・コドモシカクリニック

溶岩石ホットヨガ、アパレル、雑貨 ＮＡＧ ＹＯＧＡ ＳＴＵＤＩＯ ナグヨガスタジオ

クリーニング ポニークリーニング ポニークリーニング

洋服のお直し、靴・カバンの修理 ママのリフォーム ママノリフォーム

写真撮影、衣装レンタル スタジオキャラット／クレールブライダルスタジオ スタジオキャラット／クレールブライダルスタジオ

英語教室 ベネッセの英語教室 ＢＥ ｓｔｕｄｉｏ ベネッセノエイゴキョウシツ ビースタジオ

音楽教室 ヤマハミュージックレッスン ヤマハミュージックレッスン

そろばん教室、ダンス教室 森のキッズｅクラブ モリノキッズイークラブ

ＳＴＥＡＭ教育・プログラミング教育、スクール レゴスクール レゴスクール

認可保育園、一時預かり あずまららら♪保育園 愛知東郷 アズマラララホイクエンアイチトウゴウ

業種 店舗名 ヨミガナ

スーパーマーケット 平和堂 ヘイワドウ

精肉・イートイン 肉の丸一 ニクノマルイチ

鮮魚・イートイン マキハラ魚市場 マキハラウオイチバ

青果・イートイン サン・フレッシュ／Ｂｅ！ Ｆｒｕｉｔｓ Ｐａｒｌｏｒ サンフレッシュ／ビーフルーツパーラー

ベーカリー ドンク／ミニワン ドンク／ミニワン

コーヒー豆、輸入食品 カルディコーヒーファーム カルディコーヒーファーム

食品 北海道うまいもの館 ホッカイドウウマイモノカン

チョコレート ホテルショコラ ホテルショコラ

洋菓子 フロ プレステージュ フロ プレステージュ

和菓子 大あんまきの藤田屋 オオアンマキノフジタヤ
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◆レストラン・カフェ他 20店舗 

 

◆フードコート 16店舗 

 

＊上記リストは 2020 年 2 月 13 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

  

業種 店舗名 ヨミガナ

スペシャリティコーヒー スターバックスコーヒー スターバックスコーヒー

カフェ 倉式珈琲店 クラシキコーヒーテン

ベーカリーカフェ サンマルクカフェ サンマルクカフェ

タピオカドリンク ゴンチャ ゴンチャ

鶏料理 鶏三和 トリサンワ

韓国料理 韓美膳 ハンビジェ

とんかつ、揚げ物 あつあつ味噌カツ 美濃味匠 アツアツミソカツ ミノミショウ

餃子 自家製餃子 下町の空 ジカセイギョウザシタマチノクウ

和定食 うちの食堂 ウチノショクドウ

ハンバーグ、洋食 ハンバーグ＆デミグラスソース でみや ハンバーグアンドデミグラスソースデミヤ

蕎麦 吉祥庵 キッショウアン

エスニック モンスーンカフェ モンスーンカフェ

パスタ、アルコール （仮称）ラ・ボエム パスタフレスカ ラ・ボエム パスタフレスカ

しゃぶしゃぶ 牛しゃぶ牛すき食べ放題 但馬屋 ギュウシャブギュウスキタベホウダイタジマヤ

ピザ （仮称）ＳＡＶＯＹ サボイ

定食、カフェ おぼんｄｅごはん オボンデゴハン

パンケーキ、カフェ Ｅ＆Ａ　ｃａｆｅ イーアンドエーカフェ

和カフェ 伊右衛門カフェ イエモンカフェ

ビュッフェ ＥＸ　Ｂｌｕｅ　ＴＨＥ　ＢＵＦＦＥＴ　　 エクスブルーザビュッフェ

ビュッフェ フルーツ＋ビュッフェ ３２ｏｒｃｈａｒｄ フルーツビュッフェサニーオーチャード

業種 店舗名 ヨミガナ

洋食 洋食や 三代目 たいめいけん ヨウショクヤサンダイメタイメイケン

海鮮丼、寿司 魚屋のどんぶり 魚錠 サカナヤノドンブリウオジョウ

天丼 日本橋 天丼 金子半之助 ニホンバシテンドンカネコハンノスケ

ラーメン 札幌 みその 一期一会 サッポロミソノ　イチゴイチエ

中華 ＰＡＮＤＡ ＥＸＰＲＥＳＳ パンダエクスプレス

ラーメン ＲＡＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ 博多一風堂 ラーメンエクスプレスハカタイップウドウ

台湾料理 京鼎樓小館 ジンディンロウショウカン

肉丼、肉料理 伝説のすた丼屋 デンセツノスタドンヤ

うどん うまげな ウマゲナ

ハンバーガー モスバーガー モスバーガー

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

ドーナツ クリスピー・クリーム・ドーナツ クリスピー・クリーム・ドーナツ

アイス 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

たこ焼き 甲賀流プレミアム コウガリュウプレミアム

コットンキャンディー、クレープ オーサムスイーツ オーサムスイーツ

甘味、パスタ （仮称）甘味と鉄板スパゲティ 柴ふく カンミトテッパンスパゲティシバフク


