
 
＜添付資料＞増床部店舗一覧 

 

業種 店舗名 店舗名（カタカナ） 

◎ 日本初出店

○ 東海地区 

初出店 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＡＲＭＡＮＩ ＦＡＣＴＯＲＹ ＳＴＯＲＥ アルマーニ ファクトリー ストア ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＹvesＳaintＬaurent イヴ・サンローラン ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＧＵＣＣＩ グッチ ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 
ＳＡＬＶＡＴＯＲＥ ＦＥＲＲＡＧＡＭＯ  

ＣＯＭＰＡＮＹ ＳＴＯＲＥ 

サルヴァトーレ フェラガモ  

カンパニー ストア 
○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ｔｈｅｏｒｙ ＯＵＴＬＥＴ セオリー アウトレット ○ ※

ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ｓｅｒｇｉｏ ｒｏｓｓｉ セルジオ・ロッシ ○ 

時計 ＴＡＧ Ｈｅｕｅｒ タグ・ホイヤー ○ ※

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＤＡＫＳ ダックス ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ｄｕｎｈｉｌｌ ｃｏｍｐａｎｙ ｓｔｏｒｅ ダンヒル カンパニーストア ○ ※

ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＴＵＭＩ トゥミ ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＴＯＭＯＲＲＯＷＬＡＮＤ トゥモローランド  ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＴＯＤ’Ｓ トッズ ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 
ＨＵＧＯ ＢＯＳＳ  

Ｆａｃｔｏｒｙ Ｓｔｏｒｅ 

ヒューゴ ボス ファクトリーストア 
○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＨＯＧＡＮ ホーガン ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＢＯＴＴＥＧＡ ＶＥＮＥＴＡ ボッテガ・ヴェネタ ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 

MéLèZe 

CELINE,  CHRISTIAN DIOR,  
GIVENCHY,  MARC JACOBS,  
CHRISTIAN LACROIX,  LOEWE   

メレーズ 

セリーヌ、クリスチャン･ディオール、

ジバンシィ、マーク ジェイコブス、 

クリスチャン ラクロワ、ロエベ 

注：メレーズはＬＶＭＨモエ ヘネシー･ルイヴィトン

グループのセレクトショップです。 

○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＵＮＩＴＥＤ ＡＲＲＯＷＳ Ｏｕｔｌｅｔ ユナイテッドアローズ アウトレット ※ 

生活雑貨 Ｒｉｃｈａｒｄ Ｇｉｎｏｒｉ リチャード ジノリ ○ 

1階 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｌｏｒｏ Ｐｉａｎａ ロロ・ピアーナ ○ 

2階 ﾌｧｯｼｮﾝ ＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨ ｗａｒｅｈｏｕｓｅ アーバンリサーチ ウェアハウス ○ 

 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ａｓｉｃｓ ＯＵＴＬＥＴ アシックス アウトレット ○ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＡＴＥＬＩＥＲ ＳＡＢ ＯＵＴＬＥＴ アトリエサブ アウトレット ○ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ａｌｏｏｋ アルク ◎ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｉｔａｌ Ｓｔｙｌｅ ｆ(x) イタル スタイル エフエックス ◎ 

ﾌｧｯｼｮﾝ Ｅｄｄｉｅ Ｂａｕｅｒ ＯＵＴＬＥＴ エディー･バウアー･アウトレット   

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 Ｏｎｉｔｓｕｋａ Ｔｉｇｅｒ ＯＵＴＬＥＴ オニツカ タイガー アウトレット ◎ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ｋａｋａｔｏｏ カカトゥ ◎ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ ＣＡＳＴＥＬＢＡＪＡＣ カステルバジャック ◎ 

生活･ﾊﾞﾗｴﾃｨ雑貨 ｋａｒａｋｏ  カラコ  ○  

ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ 
ＣＡＮＴＥＲＢＵＲＹ ＯＦ ＮＥＷ ＺＥＡＬＡＮＤ

ＯＵＴＬＥＴ 

ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ｱｳﾄﾚｯﾄ 
○ 



 

業種 店舗名 店舗名（カタカナ） 

◎ 日本初出店

○ 東海地区 

初出店 

ﾌｧｯｼｮﾝ ＫＡＴＨＡＲＩＮＥ ＨＡＭＮＥＴＴ キャサリン ハムネット ○ 

ｽﾎﾟｰﾂ&ｱｳﾄﾄﾞｱ ＴＨＥ ＮＯＲＴＨ ＦＡＣＥ ザ･ノースフェイス ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 ＴＨＥ ＢＯＤＹ ＳＨＯＰ® ザ･ボディショップ ○ 

2階 

時計 ＳＥＩＫＯ ＯＵＴＬＥＴ セイコー アウトレット  

 時計 ＴＩＭＥＸ タイメックス ◎ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＴＥＩＪＩＮ ＭＥＮ’Ｓ ＳＨＯＰ ＲＡＣＫ テイジンメンズショップ ラック ○ 

 ｽﾎﾟｰﾂ＆ｱｳﾄﾄﾞｱ ＴａｙｌｏｒＭａｄｅ ａｄｉｄａｓ Ｇｏｌｆ テーラーメイド アディダスゴルフ  

 ﾌｧｯｼｮﾝ ＴＯＲＮＡＤＯ ＭＡＲＴ トルネードマート ○ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ ＮＩＣＥ ＣＬＡＵＰ ナイス クラップ  

 ﾌｧｯｼｮﾝ ＮＩＣＯＬＥ ニコル 

 ｽﾎﾟｰﾂ&ｱｳﾄﾄﾞｱ ＢＩＬＬＡＢＯＮＧ ビラボン ○ 

 ｽﾎﾟｰﾂ&ｱｳﾄﾄﾞｱ Ｆｏｘfｉｒｅ ＦＡＣＴＯＲＹ ＯＵＴＬＥＴ フォックスファイヤー ファクトリーアウトレット ○ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ ＦＲＥＤ ＰＥＲＲＹ フレッドペリー ○ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ｐｒｏｓｅ ｖｅｒｓｅ プロズヴェール ○ 

ﾌｧｯｼｮﾝ ｍａｉｓｏｎ ｄｅ ｐｌａｇｅ メゾン ドゥ プラージュ ◎  

生活･ﾊﾞﾗｴﾃｨ雑貨 ＬＩＶＥＯＮＣＥ リヴァンス ○ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 Ｒｅｃｉｐｉｅｒ ＳＴＯＣＫ ＲＯＯＭ レシピエ ストック ルーム ○ ※

飲食（ﾜｯﾌﾙ＆ﾃｨｰ） Ｇａｒｄｅｎ Ｔｅａ Ｃｏ．， ガーデン ティー カンパニー － 

飲食（ﾊﾞｰｶﾞｰ） ＣＡＬＩＦＯＲＮＩＡ Ｇｒｉｌｌ カリフォルニア グリル － 

飲食（カフェ） Ｓｅａｔｔｌｅ ｏｎｅ シアトル ワン － 

飲食（蕎麦） 自然派蕎麦 流庵 シゼンハソバ リュウアン － 

飲食（寿司） 寿司 四季 スシ シキ － 

飲食（中華デリ） ＣＨＩＮＡ・ＢＯＷＬ チャイナ・ボウル － 

大型飲食 

ゾーン 

 

全体名称： 

OAK TABLE 

（ｵｰｸ ﾃｰﾌﾞﾙ） 

飲食（ﾊﾟｽﾀ＆ｵﾑﾗｲｽ） Ｐｏｔ ＆ Ｐａｎ ポット アンド パン － 

※既存棟から移転 

＜参考＞既存部への新規出店店舗 

 

業種 店舗名 店舗名（カタカナ） 

◎ 日本初出店

○ 東海地区 

初出店 

既存部 ｽﾎﾟｰﾂ&ｱｳﾄﾄﾞｱ ｅｌｌｅｓｓｅ エレッセ（期間限定）  

 ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＳＨＩＰＳ ＯＵＴＬＥＴ シップス アウトレット ☆ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ ＤＯＵＢＬＥ ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＬＯＴＨＩＮＧ ダブルスタンダードクロージング ◎ 

 ﾌｧｯｼｮﾝ ＢＬＡＣＫ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ ブラック バイ マウジー ○ 

 
ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 

ＰＡＵＬＥ ＫＡ 

EUROMODA FACTORY STORE 

ポールカ 

ﾕｰﾛﾓｰﾀﾞﾌｧｸﾄﾘｰｽﾄｱ（期間限定） 
◎ 

 
ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 

ＭＯＳＣＨＩＮＯ 

Ｂｌｕｍａｒｉｎｅ・ＡＮＮＡ ＭＯＬＩＮＡＲＩ 
モスキーノ / ブルマリン・アンナモリナーリ ◎ 

ﾌｧｯｼｮﾝ＆雑貨 ＲＯＳＥ ＢＵＤ ローズ バッド ○  

飲食（ｽｳｨﾝｸﾞｺｰﾄ） 茶流 サリュウ － 

☆移転拡大 


