
添付資料１　　「アリオモール」店舗一覧

店名 会社名 業種 キャッチコピー PR 都内初

ユニクロ 株式会社ユニクロ ファミリー あらゆる人に良いカジュアルを提案します メンズ・ウイメンズ・キッズ・ベビーの誰でも着られる旬の商品を豊富に品揃えしております。

BOOKS　KIDDYLAND 株式会社キデイランド 書籍 キディランドで出会う生涯の友達「本」
「ＢＯＯＫＳ」＆『ＫＩＤＤＹＬＡＮＤセレクトグッズ』融合ＳＨＯＰ。ＫＩＤＤＹＬＡＮＤが提案する新しい本屋
のかたちです。

●

タワーレコード タワーレコード株式会社 ＣＤ・ＤＶＤ ＜音楽のある豊かな生活＞を提案します！
CD、DVDが約50,000枚！という豊富な品揃えが魅力の提案型ミュージック・ショップ。視聴機も完
備で楽しんでお買物して頂けます。

てもみん 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 リラクゼーション リラクゼーションスペース
お仕事でストレスや疲れが溜まっている方。時間のない方。癒されたいと思っている方。そのよう
な現代人のニーズに合わせたリラクゼーションスペースです。

アーペジャパネスク 株式会社アーペ 和雑貨 和の生活雑貨とかまわぬの手ぬぐいが揃う店
ほっと雰囲気を和ませてくれたり、クールに佇んでみたり、そんな和の魅力がいっぱいの雑貨と
かまわぬの手ぬぐいが揃う店です。

●

ELLE PLANETE イトキン株式会社 レディス 明るく健康的なライフスタイルの提案
瑞々しい感性、自分らしい暮らしかたを大切にする女性のためCOMMONファッション（＝デイリー
ウェア）を提案します。

KOFI COLLECT 株式会社サンエーインターナショナル レディス・メンズ・グッズ 心地よい生活・楽しみのあるライフスタイルへ レディス・メンズウェアから各種インポート、雑貨、観葉植物までの豊富な品揃えです。

FRENCH CONNECTION 株式会社フレンチコネクションジャパン レディス・メンズ UK発ハイストリートカジュアルブランド
メンズ・レディース共にUK発コンテンポラリーでエッジの効いたアイテム、着る人の個性を引き出
すリアルクローズを提案します。

ジャイロホワイト 株式会社ジュン レディス Be here ～いちばん近くに～
トレンドから毎日のコーディネイトに大活躍のシンプルなアイテムまでを多色に取り揃えていま
す。

ダブルラップ 株式会社サンエーインターナショナル レディス・メンズ・グッズ ファッションとスポーツの融合
スポーツブランドのセレクトアイテムからファッション性の高いデイリーウェアまで新しい提案をい
たします。

トミーヒルフィガー 株式会社トミーヒルフィガージャパン メンズ・レディス・キッズ アメカジのトミーヒルフィガー
アメリカンカジュアルのトミーヒルフィガー。メンズ、ウィメンズ、チルドレンを展開しトミーの世界観
が十分に味わえます。

＆　ｂｙ　ピンキー＆ダイアン 株式会社ＦＲＥＥ’Ｓ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ レディス ファッションのエンターテイメントストアー エレガンスカジュアルの中に程よくトレンドやセクシー感をヘルシーに表現しています。

VIASAZABY 株式会社サザビーリーグ バッグ 家族で選べば、もっと楽しい！
デザイン性と機能性にこだわったバッグ、そしてステーショナリーと雑貨たち。元気でスタイリッ
シュな暮らしを応援します。

コイデカメラ 株式会社コイデカメラ カメラ・ＤＰＥ 超・高画質デジタルプリント専門店 最新鋭のデジタルプリント機をフル装備。デジタルプリント工房。

COTODECO 株式会社たち吉 和雑貨 家族想いのママにご用達　生活雑貨店コトデコ
コトデコが提案するホームメイドスタイル。ひと手間加えることで生活を楽しむ、そして食卓からコ
ミュニケーションが生まれるような商品を提案します。

●

アジェデアクセサリーズ 有限会社ムラ・クリエイティブハウス アクセサリー・雑貨 おしゃれなトレンドアクセサリーショップ
6,000ペアのピアスを始めコンチョにバレッタ等ヘアー商品が充実！トレンドアクセサリーもいち早
く入荷しています。

アンラシーネ 株式会社キャビン ミセス・マタニティ 子育てママのデイリーカジュアル服を提案
さわやかでかわいくてナチュラル。アンラシーネはふだんを楽しむママに今を感じさせるスタイリン
グを提案するオリジナルブランドです。

STUDIO CLIP 株式会社スタジオクリップ レディス・雑貨 ナチュラルでシンプルな生活雑貨と生活着
天然素材の生活着や生活雑貨、洋服を着こなすような気分で、自分らしく過ごせる『暮らしこなし』
のスタイルを見つけに来て下さい。

●

ザ・コスモス 株式会社ザ・コスモス 化粧品 すべてに「真のきれい」を目指します
きれいになりたいすべての女性を応援する化粧品専門店。一人一人のお客様に最適な化粧品を
最適な使用法でご提案していきます。

FANCL HOUSE j 株式会社ファンケル 化粧品・サプリメント 無添加化粧品＆サプリメントで美しく健康に
無添加化粧品・サプリメント・青汁・発芽米を取り揃え体の内と外から美と健康をご提案いたしま
す。

ビースリー 株式会社バリュープランニング ストレッチパンツ 一度はいたらやめられない、魔法のパンツ
フィット感・はき心地・シルエットと女性がパンツに求める条件を全て揃えた、神戸・元町発　スト
レッチパンツ専門店です。

AMO'S STYLE トリンプ・インターナショナル･ジャパン株式会社 ランジェリー 「南仏の下着屋さん」
南フランスの下着屋さんをイメージした店内は、リーズナブルでハイクオリティな商品でいっぱい。
新製品も毎週登場します。

みみずくの森 有限会社ヤジマ ハーブ 「ハーブ」で健康・美容・ダイエット
東洋と西洋のハーブ（薬用植物）を１００種類以上取り揃え、お客様のライフスタイルに合わせて、
ハーブのある生活を提供致します。

グラムス 有限会社えりな レディス ベーシックな商品からトレンドを・・・
トレンドをさりげなく取り入れたカジュアルからちょっとしたガーリーな服まで１８才から３０代ヤン
グミセスまで幅広く品揃えしております。

スウォッチストア スウォッチ グループ ジャパン株式会社 時計 多彩なデザインの時計＆ビジュー
年に２－４回発表されるトレンドを反映したコレクション。多彩なデザインの時計・ビジューにきっと
お気に入りが見つかります。

L.L.Bean L.L.Bean　International アウトドアファッション・グッズ 1912年創業のアウトドア・ブランド
メンズとレディースのカジュアルウェアからアウトドアウェアまで、多彩なアイテムをお届けするア
メリカン・ブランドです。

スターバックスコーヒー スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 カフェ スペシャルティ　コーヒーストア
高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソドリンクをはじめ、ペストリー、サンドイッ
チをお楽しみいただけます。



店名 会社名 業種 キャッチコピー PR 都内初

うまい鮨勘 株式会社アミノ 寿司 市場直送、美味新鮮 うまい鮨勘は、市場直送鮮魚を職人が１個・７０円より愛情こめて「にぎり」ます。

新宿すずや 株式会社すずや とんかつ こだわりの食材を暖かな手作りで提供します
１９５３年の創業以来「おいしいものを楽しく食べる、結果として身体に良い」をモットーにとんかつ
商品の開発に取り組んでいます。

うるま 株式会社ジェイシーシー 沖縄料理 スローな時間と空間で沖縄地料理を食す
懐かしい風景に包まれている空間の中で赤瓦屋根の下に個室をご用意致しました。島の波風を
感じながら沖縄地料理をご提供致します。

●

ちばき屋 有限会社ちばき屋 ラーメン お客様の心に届く一杯を・・・
鶏ガラと豚骨をベースに、カツオと昆布でとった清湯スープに細ちぢれ麺・温かでやさしい一杯で
す。

越後叶家 株式会社叶家フードシステムズ そば・和食 越後料理、そばと地酒の店
新潟料理と布海苔入りの越後そば、蔵元直送の地酒を揃え日本人の体を支える料理を提案いた
します。

洋麺屋五右衛門 株式会社日本レストランシステム パスタ ゆであげのスパゲッティーでおなじみ
和風・洋風いずれもオリジナリティー溢れる味付け、素材、そして美味しさが楽しめます。イタリア
直輸入の最高級食材を使用しています。

ポムズ・ファーム 株式会社ポムフード 洋食 心も体もホッとする手作り街の洋食屋さん
自慢のオムライスをはじめ、毎日お店で仕込むビーフシチュー、ハンバーグなど本物の洋食にお
いしさ、楽しさ、笑顔を添えて提供します。

●

野の葡萄 株式会社グラノ２４K ビュッフェ 地産地消安全安心のこだわり自然派バッフェ
身土不二、地産地消、生産履歴をテーマに、地域農業、地域水産加工品を使った体にやさしいお
料理が約８０種類です。

墨花居 株式会社日本ソーハン 中国家庭料理 化学調味料を一切使わない中国家庭料理
体にやさしく、食から得られる本当の幸せを感じてもらう新しいスタイルのスローチャイニーズレス
トランです。

元祖にんにくや 株式会社パワーアップ イタリアン イタリア家庭料理を中心としたレストラン
大人気はちみつトーストや、パスタ、オムライス、ガーリックライスは一度食べたらやみつきになる
味。感動が味わえるレストランです。

●

韓国焼肉　宮カルビ　 株式会社宮 韓国焼肉 厳選素材の焼肉と韓国料理
専門店ならではの、厳選された素材を使った焼肉と、本格韓国料理と韓国風創作料理は、ファミ
リーからカップルまでご満足いただけます。

●

北新地鳥屋 株式会社トリプロ 鳥料理 大阪・北新地生まれの本格鳥料理専門店
秘伝のタレが絶妙な鳥丼をはじめ、素材にこだわった焼鳥と鳥惣菜を豊富に取り揃えておりま
す。本物の味をお召し上がり下さい。

パスタデミーヤ 株式会社宮 パスタ ゆであげ生麺をお客様の目の前で調理します
オリジナルの生パスタ麺をお客様の注文後に目の前で調理。お子様メニューや、ピザ、サラダ、
ポテト等のサイドメニューも充実しています。

●

丸亀製麺 株式会社トリドール うどん 打ちたて、ゆでたての讃岐うどん専門店
店内製麺のうどんを打ちたて・ゆでたてにこだわり、讃岐うどんの味をお伝えします。天ぷら、お
むすびの品揃えもしております。

あんにょん トータルプロシステム株式会社 石焼ビビンバ 混ぜて楽しく、食べて美味しい！ビビンバ
ジューッと響く豪快な石焼きの音。新鮮でヘルシーな厳選素材を使用した石焼ビビンバと自家製
冷麺が自慢のお店です。

ペッパーランチ 株式会社ヴィアン ステーキ・ペッパーライス ジュージュー焼いて召し上がれ！
今話題の新感覚ステーキレストラン。挽きたてのブラックペッパーと特製のソース、バターの香り
漂う料理を熱々で提供します。

上海麺神龍 有限会社ヤムヤムフーズ ラーメン 本場、上海の屋台の味を！
さっぱりまろやかスープにプリプリの海老をのせた、海老そばは女性の方に大人気のラーメン屋
です。

長田本庄軒 株式会社トリドール 焼きそば 店内自家製もちもち中太麺の焼きそば
もちもちの中太麺を釜でゆで、牛すじとこんにゃくを煮込んだぼっかけを具材に焼きそばを作りま
す。たっぷりの旨味をお試し下さい。

●

鮪市場 株式会社まぐろ市場 海鮮丼 鮪を主食としたこだわりの海鮮丼専門店
リーズナブルな価格帯で良質なたんぱく質・低脂肪の海鮮丼を安心してお召しあがりいただける
まぐろ丼を目指しております。

オムオム 株式会社イデア･リンク オムライス ふわとろ卵にやさしさつつんだオムライス
ふわとろ半熟卵とじっくり煮込んだ特製ソース。家庭ではなかなか出すことのできない本格的な
洋食屋さんのオムライスです。

ｲﾝﾄﾞｶﾘｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　Cobara-Hetta 株式会社栄林 インドカレー 癖になるインドカリーと釜焼きナンがウリ
野菜をベースに１６種のスパイスで作る手作りカリーとタンドールで焼き上げたふっくらナンはや
みつきになること間違いナシです。

ポッポ ヨーク物産株式会社 焼物 材料の鮮度と出来たてにこだわるお店
新鮮なたことかつお節が踊るたこ焼。ふっくらお好み焼。薄皮の今川焼。こぼれるおいしさボ
リュームの山盛りポテトなどを提供致します。

エフ・ジュースプラス 有限会社エフ・ジュースプラス フレッシュジュース 旬を愉しめるジューススタンド
農家直送のこだわり野菜・こだわり果物を野菜ソムリエがジュースにしました。無添加・無着色・
無香料、旬の味をお愉しみ下さい。

キハチソフトクリーム 株式会社キハチアンドエス ソフトクリーム 素材にこだわった高品質ソフトクリーム
レストラン「ＫＩＨＡＣＨＩ」のデザートから生まれたソフトクリーム。なめらかなのどごしと口どけの良
さが自慢です。

ドトールコーヒーショップ 株式会社オーリック カフェ うまいコーヒー180円
工場直送の新鮮なコーヒー豆を使用し、美味しいコーヒーがお楽しみ頂けます。サンドウィッチ、
ケーキもございます。

STICK SWEETS FACTORY インスマート株式会社 スウィーツ 新しいスイーツスタイルの提案です
スイーツを手づかみで！もっと身近にスイーツを感じて欲しい。そんな想いを込めて作ったスイー
ツです。

●

ミスタードーナツ 株式会社ヴィアン ドーナツ 出来たて手作りのドーナツ
ミスタードーナツの商品は、プロのドーナツ職人がひとつひとつお店で手づくりしています。できた
てのおいしさをお楽しみいただけます。

アンテンドゥ 株式会社アンテンドゥ ベーカリー 活気と香りに包まれたベーカリー＆カフェ
窯から次々と焼き上がる職人のこだわりパンとアイデアパン。活気とおいしい香りに包まれたＮＥ
Ｗスタイルのベーカリー＆カフェです。



店名 会社名 業種 キャッチコピー PR 都内初

カルディコーヒーファーム 株式会社キャメル珈琲 コーヒー豆・輸入食品 コーヒー豆、輸入食品のワンダーショップ
自家焙煎のコーヒー豆と世界各国から集められた輸入食品のお店。入口でオリジナルのコー
ヒーをサービスしています。

マクドナルド 日本マクドナルド株式会社 ハンバーガー 笑顔になれるマクドナルド
人気のバリュー・セットは５００円から。単品メニューも１００円からご用意しています。ベストプライ
スでご提供しています。

サンクゼールワイナリー 株式会社サンクゼール グローサリー 田舎の心地よさをこだわりの食品で伝えます
自社のぶどう畑、醸造所で生産のワインや高品質のジャム、ドレッシング等、素材に拘り安全・安
心でおいしい食品を取り揃えました。

武蔵野茶房 東和フードサービス カフェ 武蔵野の面影と大正ロマン
武蔵野の面影と大正ロマン。サイフォン珈琲と和のデザート。コーヒー各種、ケーキ、焼き菓子、
ソフトクリームなども提供しています。

フランフランフラン 株式会社バルス インテリア インテリアショップ
「カジュアルスタイリッシュ」をコンセプトに常に驚きに満ちた新しいラインナップのインテリアショッ
プです。

ＡＭＢＩＥＮＣＥ 株式会社太陽家具百貨店 インテリア コンテンポラリースタイル シンプル・ナチュラル・カジュアルの３つがキーワードのファニュチャーショップです。 ●

宇宙百貨 宇宙百貨株式会社 生活雑貨 オシャレで可愛い雑貨が盛り沢山のお店です
可愛くて素敵な雑貨や、あなたのオシャレにプラスしたくなる小物やアクセサリー等、見ているだ
けでも楽しくなるお店です。

オリーブデオリーブ 株式会社もくもく レディス おしゃれに敏感な女の子の為のブランド
おしゃれでトレンドに敏感な女の子に向けて、気持ちよい、快適なオリジナルスタイルを提案して
います。

アクシーズファム 株式会社アイジーエー レディス ラグジュアリーとノスタルジック
ちょっとしたパーティーシーンからカジュアルシーンまでさまざまな場面でのスタイル提案をしてい
ます。

●

ナチュラルクチュール　ナイスクラ株式会社ナイスクラップ レディス おしゃれ心を忘れない女性のためのブランド
無理をせず、等身大の自分でいたいという生活価値観を持ち、気負わない「今っぽさ」を楽しみた
いと考える女性のためのブランドです。

A･R･R･O･W 株式会社アロー レディス 今、話題のアイテムが必ず見つかるお店です カジュアルブランドとのコラボレーションで鮮度抜群のトレンドを、発信・提案いたします。

インザグルーヴ 株式会社インザグルーヴ レディス レディス衣料、雑貨 ナチュラルをキーワードに素材、加工にこだわったベーシック商品をスタイリングで提案します。

ｵﾘｰﾌﾞ･ﾃﾞ･ｵﾘｰﾌﾞﾏｰｹｯﾄ フーセンウサギ株式会社 レディス・キッズ オリーブママと子供達に心地良い時間を提案
オリーブブランドのママと子供たちのショップ。ナチュラルでフェミニンな着心地の良いデイリーカ
ジュアルウェアと雑貨を展開しています。

ベティーズブルー＆K.L.C 株式会社キャン キッズ なし
Ｋ．Ｌ．Ｃ．くまのエイミーちゃんのキャラクターのついた、元気や夢のある子供＆ジュニア服を展
開しています。

STONE MARKET 株式会社ストーンマーケット アクセサリー・雑貨 天然石＆シルバーアクセサリーの専門店
世界中から集めた珍しい天然石と豊富なシルバーアクセサリーが所狭しと並びます。全て海外直
輸入のため、リーズナブルな価格が魅力です。

anyFAM、anySiS 株式会社オンワード樫山 レディス・キッズ レディス、キッズ、雑貨のトレンドブランド
シンプルナチュラルをベースに、トレンドを程よくトッピングした、レディスからキッズまで着回し自
在なベーシックブランドです。

ジャングル 株式会社かびりや バラエティ雑貨 子供から大人、男性までも楽しめるショップ
ディズニーなどのキャラクター雑貨や、ＭＯＯＮＥＹＥＳのカーパーツ、かわいい輸入菓子や衣料、
コスメまで様々なアイテムが充実しています。

無印良品 株式会社良品計画 衣料品・生活雑貨・食品 暮らしの基本、揃っています。 無印良品では衣・食・住すべてのシーンで役立つアイテムを豊富に取り揃えています。

靴下屋 株式会社ダン ソックス 包まれて暮らしたい
レディスソックスを中心にベーシックからトレンドまでミックスした靴下専門店です。キッズ・メンズ
も取り扱っております。

MAMAIKUKO 株式会社システムジュウヨン 生活雑貨 パリの人たちの「暮らし上手」を学べるお店です
お母さんの目で着る、食べる、くつろぐ生活を集めているのがママイクコ。テーマは「パリのふだん
の生活」です。

GRAN SAC'S 株式会社東京デリカ バッグ 素材、カラー、パーツに拘ったバッグの店
現在、人気Ｎｏ．１の吉田カバンをメインに人気ブランドピンキー＆ダイアン。キクチタケオｅｔｃメン
ズ、レディースの取り扱いがあります。

●

エッセンス 株式会社ビューカンパニー レディスシューズ 楽しいファッションシューズショップです。
流行のヤングシューズを中心にワンマイルシューズから定番まで豊富に品ぞろえをしたレディー
ス・シューズ専門店。

●

SHIRTS PLAZA 東京シャツ株式会社 シャツ 高品質・高感度・値頃感のシャツ専門店
メンズ＆レディースのドレスからカジュアルシャツまで色柄・サイズ・デザインなど豊富にございま
す。ネクタイも魅力的な価格でご提供しております。

ジュエリーツツミ 株式会社ツツミ ジュエリー つくったら、直接あなたへ・・・。
１０００円で買えるピアスから貴重なレアストーン、ビッグダイアモンド等プレステージラインのハイ
ジュエリーまで豊富な品揃えをしています。

drug store's SHOP 株式会社シーズ・プランニング ファミリー ミニブタをモチーフとしたカジュアルウェア
ブタのサクラをモチーフとした着心地が良くて、遊び心いっぱいのファミリーカジュアルウェアを取
り扱っています。

ＪＩＮ’S GLOBAL STANDARD 株式会社ジェイアイエヌ メガネ 5,000円でメガネが作れるお店です。 ＪＩＮ’Ｓはメガネを通して広がる新しい、アイウェアカルチャーを常に発信していくお店です。

JTBトラベランド 株式会社ジェイティービートラベランド 旅行 旅に関することなら何ごともおまかせ！
ＪＲ・航空券から国内・海外パッケージ旅行、海外格安航空券、ＪＴＢギフト券類など豊富な品揃え
でお客様をお待ちしております。

ワンダー美容室 株式会社ワンダー 美容室 あなたの今の気分をデザインする！
ロンドン、パリ、ミラノ、ニューヨークそして東京から、お客様の綺麗を願って日々情報収集を行っ
ております。



店名 会社名 業種 キャッチコピー PR 都内初

ABCクッキングスタジオ 株式会社ＡＢＣ　Cooking　Studio 料理教室 カジュアルスタイルな料理教室
ＡＢＣクッキングスタジオは全コースイラストレシピを使用した少人数制レッスンが話題の料理・ブ
レッド・ケーキのスクールです。

アリオ大島眼科 大島　真 眼科 眼科一般診療、コンタクト、メガネ処方 地域の皆様に身近な診療所を目指してまいります。宜しくお願い致します。

ドコモスポット 株式会社インターナショナルテレコムサービス 携帯電話 携帯電話の販売・アフターサービス ドコモユーザーのアフターサービスを中心に新規受付・機種変更などを取り扱っております。

ファミールダイニング 株式会社ファミール ファミリーレストラン 厳選した食材を中心に美しく体にいい料理を 和食・洋食・中華・喫茶をとり揃えて、お子様からお年寄りまで幅広く楽しんでいただけます。

Ｐａｒｔｙ　Ｒｉｃｏ 株式会社国井産業 バラエティ雑貨 いつもわくわくどきどきのバラエティ雑貨
おしゃれなアクセサリーやディズニーなどのキャラクター雑貨や文具など今話題の商品がいつも
いっぱいの楽しいお店です。

NewStyle 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション ホビー雑貨・インテリア 遊べる本屋発、生活を遊ぶための雑貨店。
衣・食・住をどれだけ楽しくこだわれるかをテーマに、厳選したアイテムを提案しています。あなた
のお気に入りの毎日をご提案します。

●

Beach Sound 株式会社アートヴィレッヂ サーフカジュアル 話題のサーフブランドの直営店ついに上陸！！
ＢＯＤＹＧＬＯＶＥを中心にしたサーフカジュアルＳＨＯＰです。ヤングからファミリーまで幅広く親し
まれ、店内の雰囲気、空間は抜群です。

Theory Drive 株式会社ラウンドアバウト レディス・メンズ 「ずっと着ていたい」そう思える服をご紹介
セレクトテーマに、ＢＡＳＩＣ、ＣＬＡＳＳＩＣＳＵＲＦ、ＶＩＮＴＡＧＥを持ち国内外より素材感、シルエットを
大切に展開します。

HIDEAWAYS 株式会社ニコル メンズ・雑貨 ハイダウェイ＝「隠れ家」
メンズの洋服・靴やアクセ等の雑貨に加え、「基地」「隠れ家」をイメージした店内にはミニカー、ブ
リキのおもちゃ等なつかしい玩具（インポート雑貨）を幅広く取り揃えております。

THE　SHOP　TK　タケオキクチ 株式会社ワールド メンズ・レディス カジュアルからスーツまで。複合型SHOP
時代の旬な日常着を求める男性とユニセックスカジュアルを求める女性に向けたジーニングカ
ジュアルブランドです。

TK　SAPKID 株式会社ワールド キッズ ジーニングベースのキッズブランドです。
ジーニングスタイルをベースに和・スポーツ・ミリタリーを融合したお店です。自由な子供たちへ、
やんちゃで元気なファッションを提案しています。

●

グローバルワーク 株式会社ポイント メンズ・レディス・キッズ ナチュラルスタイルのグローバルワーク！
時代の変化に対応しながら素材の持つ、暖かさ、温もり、風合いを生かした独自のナチュラルテ
イストなスタイルを提案します。

Right-on 株式会社ライトオン メンズ・レディス・キッズ ジーンズ＆カジュアルの大型専門店
広い店内には有名・人気ブランドジーンズがずらりと並んでいます。キッズアイテムも取り扱って
いますので、ファミリーでお楽しみいただけます。

ムラサキスポーツ 株式会社ムラサキスポーツ スポーツ アクションスポーツ＆ファッション
サーフィン・スケートボード・スノーボードなどのアクションスポーツを中心とした商品が豊富です。
アパレルやアクセサリーなども多数展開しています。

Binah 株式会社ビヨンクール アクセサリー 有名シルバーブランドのセレクトショップ
クロムハーツやブラッディマリーなど、国内外の有名ブランドシルバーを取り扱い、小物等も備え
たセレクトショップです。

●

エム・オー・プラス 株式会社加登屋 ステーショナリー・雑貨 ステーショナリー、輸入雑貨のお店
ステーショナリーや形の可愛いデザイン雑貨など、身の回りをセンスアップする大人のステーショ
ナリー専門店です。

●

 i clock 株式会社ザ・クロックハウス 時計 時計のファッションブティック
ファッショナブルなウォッチ＆クロックショップです。時計の電池・バンド交換・修理も承っておりま
す。

こち亀ゲームぱ～く 株式会社プレジャーキャスト アミューズメント アミューズメント施設 「こちら葛飾区亀有公園前派出所」をテーマにしたアミューズメント施設です。 ●

ふうりん堂 有限会社ふうりん堂 駄菓子・玩具 お子様からお年寄りまで楽しめる駄菓子屋
誰もが一度は目にした懐かしい物、珍しい物、心弾む品々を取り揃えています。駄菓子の定番
「ポットよっちゃん丸」もあります。

グラニフ 有限会社グラフィス Ｔシャツ オリジナルＴシャツが常時100種類以上
Ｔシャツ専門店のパイオニアとして、グラフィックをメインとしたＴシャツを、リーズナブルなプライス
で展開しています。

マーノクレアール 株式会社オカダヤ 手芸 「作ってみたい」を「作れるかも」に
「手芸をしたことのない方」を対象とした、オリジナル手芸キットや各種手芸キットを始め、生地
ビーズ刺しゅう関連商品など幅広い品揃えをしております。

アカチャンホンポ 株式会社赤ちゃん本舗 ベビー用品 大型ベビー用品専門店 マタニティ用品からベビー＆チャイルド、玩具などの商品が揃うお店です。

スタジオアリス 株式会社田中鉄工所 子供写真館 写真は未来の宝物 お宮参り、百日、七五三など、豊富な衣裳でいつでも撮れる、こども専門の写真館です。

ペットの専門店コジマ 株式会社コジマ ペットショップ 素敵なペットライフをお手伝いいたします
かわいいペットたちに出会えるお店！ペットフード・用品を豊富に取り揃え、トリミングなどのアフ
ターサービスも充実しています。

白洋舍 株式会社白洋舍 クリーニング 心地よいサービスの提供を致します お客様のご要望に沿った高品質な仕上がりでご提供いたします。

セブンーイレブン 株式会社セブンーイレブン・ジャパン サービス 料金収納、マルチコピーサービスの取り扱い
公共料金などの料金収納と、デジカメプリントや各種チケット発券等のマルチコピーサービスを取
り扱っております

ハトの保険屋さん 株式会社ヨークインシュアランス 保険サービス 各種保険の取り扱い 損害保険や医療保険などの販売、保険の無料相談。

セブン銀行 ㈱セブン銀行 銀行 金融商品の取次ぎサービス 有人のセブン銀行で金融商品の取次ぎサービスを行います。
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アイワイカード ㈱アイワイカードサービス 金融サービス アイワイカードの即時発行 アイワイカードの即時発行による入会受付、ポイント照会・交換。

カメアリデンタル 横場　ゆり子 歯科、矯正歯科、　　歯科口腔外科 痛くない麻酔、怖くない治療を快適な個室で
各種保険対応。ご希望により東京医科歯科大学医学部付属病院インプラント科と提携した高技
術水準の治療を始めることができます。

LA美容歯科 美容歯科 短期、最小料金、でも技術水準と効果は最大
美容の本場、アメリカ西海岸で流行中なセレブのためのデンタルエステをご近所感覚で気軽にご
体験できます！

ビジュアカサカ 株式会社ビジュ赤阪 宝石 磨かれた感性で究極の美を追究する
デザイン性の高いダイヤモンドリングを中心に、ワンランク上のスタイリッシュなカラーストーンを
豊富に取り揃えております。

●

cofu 株式会社ポーラ化粧品本舗 化粧品 一人ひとりにぴったりなコスメが見つかる
様々な成分の組み合わせから、今の肌が必要としている一本を選び出すcofuのスキンケア。ぴっ
たりのスキンケアに出会えます。

ピーターラビットティーガーデン
ベリー&べジー

株式会社イッツクリエイティブ キャラクターグッズショップ・ジュースバー ピーターラビットオフィシャルショップ
健康ジュースや白神こだま酵母パン、ケーキをはじめ、入手困難な輸入グッズも多数取り扱って
います。

フォーアニュ 株式会社家具の大丸 インテリア・生活雑貨 旬のインテリアが揃うメーカー直営ショップ 生活をデザインすることにこだわり続けたスタイリッシュで心地よいインテリアショップ。

Bodiesアリオ亀有スタジオ 株式会社ボディーズ 女性専用のフィットネス 楽しみながらきれいになる
女性専用のサーキット・トレーニングスタジオです。トレーニングとゲルマニウム温浴等のリラック
スでバランスの良い健康美人に！

たかの友梨ビューティクリニック 株式会社不二ビューティ エステティックサロン 時間を忘れて癒される落ち着いた贅沢空間
エステティックならではの本格ケアが貴女の美を引き出します。“たかの友梨”で優雅な癒しのひ
とときをご体験ください。

CAFFE SOLARE 株式会社インターナショナルテレコムサービス カフェ "陽だまり"を感じるくつろぎカフェ
朝は焼きたてパンとコーヒー、昼はパスタやご飯、午後はスイーツ、夜はワインにおつまみと豊富
なメニューで一日中楽しめます。

MOVIX亀有 株式会社松竹マルチプレックス・シアターズ シネコン MOVIX、これが今一番新しい映画館
ゆったりとしたシート、クリアな映像とダイナミックなサウンド、携帯やパソコンからのチケット購
入。映画館の理想がここにある。

●
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