
添付資料　テナントリスト

業種 会社名 店舗名称 店舗コンセプト 新業態 神奈川初

1 家電量販店 株式会社ビックカメラ ビックカメラ より豊かな生活を提案するビックカメラ。

2 ホームセンター 株式会社ユニリビング ユニディ お客様の生活文化の向上に役立つ商品とサービスの提供を目指します。

3 ファミリー 株式会社ユニクロ ユニクロ 神奈川県最大の大型店、特別企画商品を多数取り揃えております。

4 生活雑貨 株式会社良品計画 無印良品 くらしの基本揃っています。

5 ドラック 株式会社住商ドラックストアーズ 薬局トモズ 処方箋、薬、化粧品等、美と健康の相談窓口としてご利用下さい。

6 郵便局 日本郵政公社 郵便局

7 銀行 株式会社横浜銀行 横浜銀行 個人のお客様を対象にした投資型商品等の販売、各種相談業務。

8 宝くじ 有限会社瑞穂商会 チャンスセンター 好きな数字で当てるロト、ナンバーズ、ジャンボくじ、通常くじも、楽しい。

9 保険 東芝保険サービス株式会社 アフラックサービスショップ お客様の立場に立って保険選びをサポートします。

10 携帯電話 株式会社ボーダレス ソフトバンク ボーダフォンアフターサービス及び携帯電話の情報発信基地。

11 スーパー 株式会社三和 SANWA 安心・安全を心がけた商品開発と品揃えで、ご奉仕いたします。

12 書籍 丸善株式会社 丸善 充実した書籍売場と、幅広い品揃えの文具売場でお迎えいたします。

13 リフォーム・リペア リフォームスタジオ株式会社 マジックミシン 技術と感性の美しい仕上げでお応えする洋服のお直し。 〇 〇

14 リフォーム・リペア リフォームスタジオ株式会社 ミスタークラフトマンリアット！ 靴のリフレッシュのお店。靴の修理・クリーニング、合鍵作製。 〇 〇

15 託児所 アートコーポレーション株式会社 パンプキン・ガーデン 働くママを応援する。「個育て」をキーワードにした安心の保育園。

16 クリーニング 株式会社ベニスクリーニング ベニスクリーニング 衣服のホームドクター靴・バックのクリーニングからお直しまで。

17 歯科 医療法人社団樹英会　 ラゾーナ川崎デンタルクリニック 『かかりつけ歯科医』として優しく丁寧な治療を心がけています。

18 日用品・雑貨 株式会社大創産業 ザ・ダイソー 暮らしを彩るアイテムが満載！！バラエティ雑貨店「ザ・ダイソー」。

19 らーめん 株式会社ユーピー 極みトンコツ　麺えるびす 超濃厚豚骨スープ+特別配合の自家製麺+トロ焼豚＝極みトンコツ。 〇

20 らーめん 有限会社ちばき屋 屋台ラーメン　ちばき屋 鶏と豚骨ベースで、魚介系の清湯スープに細縮れ麺が特徴の拉麺。 〇

21 らーめん 有限会社すみれ すみれ 札幌すみれの濃厚かつアツアツの味噌ラーメンをお楽しみ下さい。 〇

22 うどん 株式会社ニョッキ 手打ちうどん　中村屋 独特なコシの強さとのど越しが自慢。トッピングも楽しめるうどん屋。 〇

23 タイ料理 株式会社スパイスロード 南国泰飯バンコクチキンライス アジアの定番チキンライスをパワフル＆ヘルシーなタイスタイルで。 〇 〇

24 中華 株式会社F・B・D 中国名菜　陳麻婆豆腐 創始1862年、麻婆豆腐の源流。本場の旨味と刺激をカジュアルに！

25 カレー 株式会社榮林 インドカリーダイニングCobara-Hetta 野菜と16種のスパイスで作る本格インドカリーと釜焼ナンが絶品！

26 ハンバーガー 有限会社ザッツエンタープライズ LOG-KIT 日本で最初に生まれて50年以上続いている歴史あるハンバーガー。 〇

27 韓国料理 株式会社中原商店 ぴょんぴょん舎オンマーキッチン 絞りたての生冷麺とジューと焼き上げた石焼・チヂミの美味しさ。 〇

28 イベント 有限会社チーム・二十一
MEDIA×Traditional Restaurant
(メディアコラボ老舗レストラン）

期間限定店舗として、神戸洋食発祥の老舗「元町伊藤グリルカフェ」が登場。 〇 〇

29 パスタ 株式会社壁の穴 壁の穴 和の食材とイタリアンパスタのコラボレーション。 〇 〇

30 洋食 際コーポレーション株式会社 鍋の中(NABENONAKA NAKANAKA) 昔懐かしい味が自慢の明るく親しみやすい街の洋食屋さん。 〇 〇

31 カフェテリア 株式会社ヒューリブ chef'sV シェフがつくる野菜を活かしたおいしい料理とデザートと生ジュース。 〇 〇

32 青果 株式会社セントラルフルーツ 京都　八百一 京生れ京育ちの八百屋です。豊富な品揃えで一歩先行く提案をします。

33 鮮魚 株式会社北辰水産 魚の藤塚 品質と鮮度に徹底してこだわり、良い魚をおいしい魚を取り揃えてます。

34 昆布 有限会社柳川物産 柳川屋 海産物を取り扱い、すべて国産天然物にこだわってます。 〇 〇

35 塩干 株式会社浜作 浜作 産直海産物専門店とし安心安全を食卓に、信頼される店を作ります。

36 珍味 竹田食品販売株式会社 竹田家 北海道名産のいか塩辛をはじめ松前漬などの珍味の専門店。 〇 〇

37 精肉 株式会社柿安本店 柿安精肉店 安全・安心な美味しさのご提案。

38 佃煮 株式会社酒悦 酒悦 伝統の味を伝えて三百年　元祖福神漬の店。

39 味噌 株式会社諸国美味 芦屋　美噌元 味噌とだしにこだわった味噌汁専門店。具沢山でおかずになります。

40 米菓 株式会社豆源 豆源 江戸時代より煎りたて作りたてにこだわり風味豊かな豆菓子を販売。

41 玉子焼 株式会社大江食品 築地　丸武 毎朝2時より手焼のみで製造、テリー伊藤の実家でもお馴染です。 〇

42 豆腐 株式会社ミズホ 和惣菜　茂蔵 豆腐料理茂蔵の豆富、湯葉とヘルシーな和惣菜。

43 漬物 株式会社祇園八百伊 祇園　八百伊 祇園八百伊は、創業以来90年の歴史を持つ、千枚漬の老舗です。 〇

44 漬物 株式会社丸越 お漬物の丸越 四季折々の旬の野菜をサラダ感覚に漬け込みました。

45 キムチ 東亜トレーディング株式会社 ヨンヤン 厳選素材と最高品質の唐辛子を使用し、伝統技法にて仕込みました

46 洋惣菜 カネ美食品株式会社 eashion こだわり素材のヘルシーメニューでお客様の健康をバックアップ。

47 洋惣菜 株式会社ホテルオークラエンタープライズ ホテルオークラ ホテルメイドのデリカ、パン　ご自宅でホテルオ－クラの味をお楽しみ下さい。

48 サンドイッチ 株式会社メルヘン企画 サンドイッチハウス　メルヘン 無添加パンと厳選素材を用いた後味の良いおいしいサンドを提供！

49 和惣菜 松葉屋株式会社
赤坂　松葉屋
ゆば乳料理工房”とろり”赤坂松葉屋

創業30年の料亭「赤坂松葉屋」より新しい食感をお届けします。 〇 〇

50 鶏惣菜 株式会社アサヒブロイラー ビッグオーブン・チキンアサヒ こだわりの鶏肉と旬の食材を美味しく調理。健康志向の惣菜です。

51 洋惣菜 株式会社ロック・フィールド アール・エフ・ワン 鮮度を大切に健康と安心にこだわった惣菜のトータルブランドです。

52 寿司 株式会社ちよだ鮨 なか与 旬と鮮度にこだわった本格江戸前すしです。 〇

53 中華惣菜 株式会社崎陽軒 崎陽軒 横浜名物崎陽軒のシウマイをお楽しみください。

54 中華惣菜 株式会社ハオチャオズ 好餃子 創業36年、変わらぬ味のできたて餃子をお届けしております。

55 米飯 株式会社古市庵 寿司処古市庵 『古市庵』では、手軽な価格でお寿司、いなり、ちらしなどを取り揃えています。

56 おこわ 株式会社米八東日本 おこわ米八 お赤飯や季節のおこわと、素材を吟味したお弁当を取り揃えました。



業種 会社名 店舗名称 店舗コンセプト 新業態 神奈川初

57 和惣菜 株式会社えぼし 茅ヶ崎えぼし 新鮮な素材と手作りにこだわる浜料理屋から始まった湘南の惣菜店。

58 練り製品 株式会社かね貞 ねり伝 お魚のすり身を使用したヘルシーなおそうざいです。

59 和惣菜 株式会社ＫＪライフクリエイト 杉の家 洗練、豪華な和の極み、加賀料理伝統の味をお楽しみください。 〇 〇

60 和惣菜 イニシオフーズ株式会社 premium wa-sozai 　百椀 有機野菜が主役の和惣菜店。安心安全おいしさのこだわりを提供。

61 和惣菜 株式会社なだ万 なだ万厨房 創業170有余年・老舗料亭の匠味を、是非ご家庭でお楽しみ下さい。

62 韓国惣菜 株式会社イメージネットワーク ハンアリ 薬食同源に基づいた韓国漬物・惣菜等を手軽にお楽しみ頂けます。 〇 〇

63 中華惣菜 株式会社ラムラ 中国大陸料理　過門香 本場の味、中国大陸料理『過門香』レストランの味をそのままに。 〇

64 点心 明治屋産業株式会社 PAOPAO 宝物のように包む技と味が光る本格点心「PAOPAO」です。

65 鰻 株式会社富保 日本橋　鰻　伊勢定 鰻の旨みを上品に引きだすタレ。備長炭で丁寧に焼き上げます。

66 てんぷら 株式会社つな八 天ぷら　つな八 大正12年創業の伝統の技で旬の食材を美味しい食材に仕上げます。

67 とんかつ 株式会社グリーンハウスフーズ とんかつ新宿さぼてん レストランの味をご家庭に！おいしさそのままご家庭へ。

68 和惣菜 株式会社まつおか 花まつおか 旬の素材のおいしさを大切にしたおふくろ惣菜のお店です。

69 和惣菜 株式会社ビー・ワイ・オー
和食屋の惣菜えん/だし茶漬けえん
SWEETS EN

本格的な和の惣菜から弁当、甘味、イートインをトータルに提供。 〇

70 甘味＆茶 株式会社林屋茶園 林屋茶園　京・スイーツ 京の老舗茶舗が、新しい茶空間を求めて提案する新業態茶カフェ。

71 和菓子 有限会社紀の国屋 和菓子　紀の国屋 みずみずしい鮮度の有るお菓子作り。

72 和菓子 合資会社塩瀬総本家 塩瀬総本家 饅頭の元祖として650余年の歴史を誇る老舗和菓子店です。

73 和菓子 株式会社鼓月 京菓子處　鼓月 伝統の技術と雅びの心を大切にした京銘菓。

74 米菓 株式会社赤坂柿山 赤坂柿山 フレッシュ＆ファッション。生き生きと華やかなおかきの競演。

75 和菓子 株式会社富留屋古賀音庵 ふるや古賀音庵 素材にこだわり、シンプルな風味を生かした菓子を作る事。

76 和菓子 株式会社梅園 浅草　梅園 昔と変らぬ季節の味と風情を感じさせる下町浅草梅園。

77 米菓 株式会社味蔵や 京都・六角　蕪村菴 与謝蕪村の俳句の世界をコンセプトとした、京のあられ処。

78 和菓子 株式会社住吉 住吉 川崎大師名物　川崎大師山門前の黄色の包装紙。

79 和菓子 株式会社スエヒロ 菓子匠　末広庵 おいしいお菓子はよい原材料から、地元川崎の銘菓がたくさん。

80 米菓 株式会社曙 銀座　あけぼの 自然の恵みと多くの方々の苦労によって収穫された、美味しい食材。

81 和菓子 株式会社東照 菓子工房　あずき屋 厳選素材に熟練職人が腕をふるった、和の傑作をご用意しています。 〇 〇

82 洋菓子 株式会社ダロワイヨジャポン ダロワイヨ ルイ14世から続く美食の名店。マカロン・オペラがスペシャリテ。

83 洋菓子 株式会社プレステージダイナー Pirouette ピルエット、そこはまるでパリのブティック。 〇

84 洋菓子 株式会社テイ・エス・コア トップス 素材と手作りにこだわった上質のスイーツをお楽しみ下さい。

85 洋菓子 株式会社シェ・コパン Fleuronne (フルローネ) 花を贈るように心温まるスイーツを。

86 洋菓子 株式会社フランセ 横濱フランセ 熟成ブランデーケーキの専門店横濱フランセ。

87 洋菓子 株式会社アトリエ リーブ パティスリー アトリエ ド リーブ 幸せなお菓子を創り出す「夢の工房」心を込めて手作りしています。

88 洋菓子 チタカインターナショナル株式会社 パステル 元気になれるおいしさをお届けします！

89 洋菓子 株式会社ニッチ･インターナショナル MOCHI CREAM 冷やして食べる新感覚のスイーツ。24のフレーバーをお楽しみ下さい。 〇

90 洋菓子 株式会社スティルフーズ IL PINOLO レストランの味を気軽にご家庭でも楽しんで頂けるケーキショップ。

91 洋菓子 ゴディバジャパン株式会社 GODIVA ベルギーを代表する高級チョコレートショップ。

92 洋菓子 インスマート株式会社 スティックスイーツファクトリー 新しいスイーツのスタイル「スティック」をお楽しみ下さい。

93 ベーグル 株式会社ジュノエスクベーグル ジュノエスクベーグルショップ 添加物や着色料を使用しない体に優しいモチモチベーグルです。

94 洋菓子 株式会社豊島物産 Dandourion 心に感動と頬笑みを商品を通してタンポポの様にお届け出来ればと。

95 マフィン ロイヤルホールディングス株式会社 ミセスエリザベスマフィン ひとつひとつ丁寧に心を込めて焼き上げたアメリカンマフィンの専門店。

96 洋菓子 株式会社エーデルワイス アンテノール 店内厨房の作り立てのケーキやこだわりの焼菓子をお届けします。

97 洋菓子 株式会社プレシア ラトーナ おいしさ、やさしさ、感動をテーマにしたお菓子をご提案します。 〇

98 フルーツ 株式会社サン・フルーツ セレッサ 旬のフルーツを使ったスイーツとフレッシュジュースのお店。 〇 〇

99 茶 株式会社三国屋 三國屋善五郎 日本茶、紅茶、中国茶等の世界の茶葉300種類を扱う専門店です。 〇

100 ベーカリー 株式会社日本ガストロノミー研究所 シェ・リュイ 代官山シェリュイがお届けするカレーパンとパイの専門店です。 〇

101 菓子 株式会社太子堂 ag･ri（アグリ） 食べるサプリメント、大地の恵みドライフルーツ＆ナッツ専門店！！ 〇 〇

102 珈琲豆 キーコーヒー株式会社 K++（ケイプラス） 新しいライフスタイルを発見できるコーヒー豆ショップです。 〇 〇

103 グロサリー 株式会社エース KITANO ACE 世界中から選び抜かれた商品を豊富な品揃えでお届けします。

104 ベーカリー 株式会社ドンク boulangerie DONQ 粉から生地を仕込み焼き上げる本格的スクラッチベーカリーです。

105 カフェ 株式会社ビーアンドエム BLENZ coffee 焦がしすぎず、苦すぎずをスローガンとするおいしいコーヒーの店。

106 コンビニエンスストア 株式会社ローソン ローソン おにぎりから航空券までホットな商品・サービスをご用意してます。

107 生花 第一園芸株式会社 Bloomin！ 第一園芸が展開するデザイン性溢れるカジュアルショップです。

108 おむすび 株式会社イワイ 青い空　緑の山　清き水　おむすび権米衛 炊きたて、むすびたての手造りおむすびを1個100円から！ 〇 〇

109 米飯・和菓子 柿安グルメフーズ株式会社 柿安口福堂 昔懐かしい和菓子を店内手作りで再現しました。 〇

110 クレープ 株式会社スティルフーズ Crepe- Crepe 素材にこだわった手作りクレープとジュース・コーヒーが楽しめる。

111 アイスクリーム コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社 Cold Stone Creamery 選んでミックスして、自分だけのオリジナルアイスクリームを。

112 たこ焼き 株式会社ホットランド 築地銀だこ こだわりの食材と熟練の技術から銀だこの味と食感が生まれます。

113 鯛焼き 株式会社ジェーシー・コムサ おめで鯛焼き本舗 十勝産小豆を100％使用。昇運招福を担いだ縁起良い笑顔のたい焼き。

114 グロサリー 株式会社サンクゼール St.Cousair Winery 自社で作られたワイン・ジャムは心のこもった逸品です。
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115 スープ 株式会社スマイルズ Soup Stock Tokyo Café ”無添加、食べるスープ”を各種取揃えたスープ専門店。

116 ベーカリー 株式会社アンテンドゥ アンテンドゥ 石窯から焼立の音と香り、そして最高のお味を提供致します。

117 酒 株式会社オーソリティ sho-chu AUTHORITY アイテム数は、3000種を誇る、日本一の焼酎専門店。

118 婦人服 株式会社東京スタイル Neostyle DN板倉慶二氏によるカジュアルで可愛いスタイリングを提案。

119 婦人服 イトキン株式会社 ofuon nex ヤングキャリアのライフシーンを幅広く、スタイリング提案します。 〇 〇

120 婦人服 株式会社リファクトリィ J.FERRY 前向きに生きる女性に上品で洗練されたライフスタイルを提案。

121 ランジェリー トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 トリンプショップ 世界最大級のインナーウェアメーカー・トリンプの直営店。 〇 〇

122 レディス 株式会社ヤマダヤ Radiate クチュリエな感覚を自立したファッションセンスで提案します。 〇

123 レディス 株式会社シュガー・マトリックス ユニバーバルミューズ 本能的な感性に訴えるキャッチーなスタイルを提案する未来空間。 〇 〇

124 レディス 株式会社メルローズ melrose nonchalant ベーシックかつクリアな感性を持つ女性に向けたスタイルを提案。

125 リラクゼーション フットセラピー株式会社 Asian Herbs インドとアジアンヒーリングの専門店　30分/3150円～。 〇

126 アロマ・雑貨 株式会社マークスアンドウェブ MARKS&WEB ハーブ等の植物原料と精油の香りを活用したWASH&CARE。

127 服飾雑貨 クリケット株式会社 TOPKAPI Account of Journey トレンド性豊かな遊び心とトラッドマインドがベースの服飾雑貨。

128 レディスシューズ 株式会社ワシントン靴店 銀座ワシントン ファッションニーズに応える旬のレディスシューズをセレクション。

129 メンズ・レディス 株式会社レナウン J.CREW アメリカン・プレッピー・ユニセックス・カジュアルブランド。

130 メンズ・レディス 株式会社フレンチコネクションジャパン FRENCH CONNECTION ＵＫ発ハイストリートカジュアルブランド、fcuk。 〇

131 メンズ・レディス 株式会社スピックインターナショナル TORNADOMART WORLD トルネードマートのＭｅｎｓ＆Ｌａｄiｅｓが一堂に揃う複合店。

132 メンズ・レディス 株式会社ファブリカ ブティックラコステ ポロシャツを初めて世に送り出したのはラコステです。

133 メンズ・レディス 株式会社トミーヒルフィガージャパン TOMMY HILFIGER アメリカンカジュアルのグローバルブランド。

134 アクセサリー・服飾雑貨 株式会社サンポークリエイト Ane mone 身に着けるだけで、センスをアップする小物たちが勢揃い。 〇

135 レディス 株式会社オンワード樫山 prideglide 愛されるアイドルＯＬ～ちょいセクシー・ちょいスイート～。

136 レディス 株式会社ジュン JAYRO SELECTION 元気でセクシー、ちょっと目立ちたい。そんな女性の為のブランド。 〇

137 レディス 株式会社フランドル CLEAR IMPRESSION 上質なベーシックを提案するフランドルのプロデュースショップ。

138 化粧品 株式会社フォーウェスト 東京小町 もっときれいになりたいあなたをお手伝いする化粧品専門店です。 〇 〇

139 レディス 田中興産株式会社 armoire caprice フェミニンテイストなインポートアイテムが揃うセレクトSHOP。

140 レディス 株式会社ビギ ADIEU TRISTESSE ノスタルジックなテイストが魅力の大人のカジュアル。

141 美容室 有限会社マルオー Fare 「ＳＯＺＯＩ」をコンセプトにゲストの最高の美を引き出します。

142 レディス 株式会社サンエー・インターナショナル HUMAN WOMAN フレンチシックな日常着が揃う大人のクローゼット感覚のショップ。

143 ジュエリーリフォーム 株式会社エムアウト アイデクト アイデクトなら使わないジュエリーを蘇らせるお手伝い致します。

144 ネイルサロン 株式会社ノンストレス ネイルクイック メニュー豊富でどなたでもお気軽にご来店頂けるネイルサロンです。

145 レディス 株式会社ジュン VIS オシャレなカジュアルファッションのセレクトショップ。

146 レディス 株式会社サンエー・インターナショナル NATURAL BEAUTY BASIC 程良いトレンドを取り入れた単品アイテムが揃います。

147 メンズ・レディス 株式会社レナウン MANO garment complex 大人のセレクトショップ　メンズ・レディスアパレル・雑貨を展開。 〇

148 バッグ 株式会社東京デリカ サックス・バー・アナザーラウンジ 大人の男のこだわりを満たす、高品質かつ高感度のブランドショップ。

149 メンズ・レディス 有限会社奥平商会 スキャッティ・ホワイトレーベル 世代を超えて、都市に生きるファッション感覚の高い人々に向けて。

150 アクセサリー 有限会社サード SAAD 上質のシルバーにこだわるハンドメイドジュエリーショップ。 〇

151 アクセサリー 株式会社ビヨンクール Binah 国内外の有名シルバーアクセサリーブランドを数多く取り扱う。 〇

152 バッグ・雑貨 株式会社サザビーリーグ SAZABY WOMEN'SとMEN'Sの2ラインを取り揃える複合ショップ。

153 生活雑貨 株式会社サザビーリーグ Afternoon Tea LIVING まいにち手にするものひとつひとつを愉しみたい人の生活雑貨。

154 ランジェリー 株式会社ピーチ・ジョン ピーチ・ジョン・ザ・ストア カタログ『PJ』の掲載商品を手にとってお試しできる直営店です。

155 バラエティ雑貨 プラザスタイル株式会社 ソニープラザ いつも話題いっぱいのソニープラザ。ギフトアイテムも充実。

156 カフェ 株式会社トラベルカフェ Mon chou chou with TRAVEL CAFÉ モン　シュシュ関東初出店！堂島ロールをはじめスイーツが一杯！ 〇

157 メンズ・レディス・キッズ 株式会社ザラ・ジャパン ZARA 最先端のトレンドを意識した旬のアイテムが毎週2回入荷します。

158 帽子 株式会社栗原 帽子屋 override オリジナルブランド「overrIde」を中心に幅広く展開。

159 カフェ カフェ・カンパニー株式会社 WIRED CAFÉ フードやスイーツ、アルコールも充実。様々なシーンで楽しんで！

160 シューズ 株式会社サザビーリーグ カンペール 地中海マヨルカ島生まれのシューズとバックのブランドです。

161 メンズ・レディス 株式会社アーバンリサーチ URBAN RESEARCH DOORS ここち良いをキーワードにオーガニックなアイテムを揃えています。 〇

162 メンズ・レディス ディーゼルジャパン株式会社 DIESEL 個々のニーズに合わせた幅広いスタイルが楽しめるショップです。

163 美容室 株式会社柿本榮三美容室 OVAL 最上の美はOVALから。プロの技の結集と上質なサービスを。 〇 〇

164 メンズ・レディス・キッズ 株式会社ユナイテッドアローズ united arrows green label relaxing シンプルで上質なライフスタイルを提案するセレクトショップ。

165 メンズ・レディス ギャップジャパン株式会社 BANANA REPUBLIC 上質な素材とデザインで知られるアメリカ発のカジュアルブランド。

166 バッグ・服飾雑貨 コーチ・ジャパン株式会社 コーチ クラフトマンシップとラグジュアリー感を表現するブランド。

167 レディスシューズ 株式会社モード・エ・ジャコモ GUILD JACOMO GALLERY ON THE WAVE ＯＮもＯＦＦも自分らしいおしゃれを楽しむ女性の為のストア。

168 レディス 株式会社キャンデラインターナショナル CROON A SONG 世界中からセレクトしたブランドを自由な感性を持つ人々に提案。 〇

169 バッグ 株式会社アンビリオン kakatoo 大人になっても少女の気持ちを忘れないがテーマのブランド。

170 レディス 株式会社シャンブルドゥシャーム nonsens クラシックテイストをテーマに国内インポートのセレクトSHOP。 〇

171 レディス アッシュ・ペー・フランス株式会社 LAX インポートプレミアムデニムを中心としたセレクトショップ。 〇

172 ジュエリー 株式会社ミルク ete シンプルな中に個性が光るクオリティの高いジュエリーを展開。
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173 レディス 株式会社キャン Cavecrochet ナチュラルな空間の中で香や肌触りの心地よさを楽しんで下さい。 〇

174 レディス 株式会社メルローズ Liesse どこか懐かしさの漂う、グレイスフルでキュートなスタイルを提案。 〇

175 レディス 株式会社アバハウスインターナショナル Rouge vif la clé 自然な大人っぽさを感じさせるスタイリングを提案します。

176 レディス 株式会社フリーズインターナショナル FREE'S SHOP 女性らしいカジュアルスタイルをワールドワイドに提案します。

177 レディス 株式会社ワールド SHOPAHOLIC お買い物マニア心をくすぐるファッションライフスタイルストア。 〇

178 カフェ 株式会社セント・リングス ブレッツカフェクレープリー 本場フランスのクレープ店「ルーブルターニュ」のプロデュース。

179 カフェ 株式会社サザビーリーグ Afternoon Tea TEAROOM ポットにたっぷりの紅茶と共に美味しいスイーツをお楽しみ下さい。

180 時計 スウォッチグループジャパン株式会社 スウォッチ　ストア トレンド感覚抜群の時計とビジューは個性を表現するアイテムです。

181 カフェ 株式会社レストランモア New Style Italian Café BAR MILE FIORE 朝から晩まで便利に使える本物志向の気軽なカフェ・バール！ 〇

182 ジュエリー 株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ 4℃ シンプルで上品なデザインで多くの女性達の支持があるブランド。

183 メンズ・レディス 株式会社ファイブフォックス CCM 日本のファミリースペシャリティーストア。レディスメンズを展開。 〇

184 レディス・雑貨 株式会社ワールド ＣｏｒｔｅＬａｒｇｏ　CARDIT ファッション性の高いアパレルと生活雑貨を提案する複合型ストア。

185 バラエティー雑貨 株式会社ロフト ロフト 健康雑貨、文具、バラエティ雑貨など暮らしを彩る雑貨の専門店。

186 ベビー用品 株式会社赤ちゃん本舗 アカチャンホンポ マタニティ・ベビーチャイルド用品の全てが揃うお店です。

187 キッズ 株式会社ナルミヤインターナショナル BLUE CROSS アメリカンなストリートカジュアルをトータルプロデュース！

188 キッズ 株式会社サンエー・インターンショナル Barbie/JILLSTUART NEWYORK デイリーからオケージョンまでそろうプチセレブなキッズウエア。

189 メンズ・レディス・キッズ 株式会社ポイント GLOBAL WORK 素材の持ち味を生かしたナチュラルテイストなスタイルを提案。

190 バラエティ雑貨 株式会社リテイルネットワークス ディズニーストア ディズニーの世界が広がる夢あふれる店内に約2500種類のグッツが揃う。

191 バラエティ雑貨 株式会社白鳳 SWIMMER 乙女心をくすぐるPOPでキュートな雑貨が何でも揃っています。

192 ソフトクリーム 株式会社マザー牧場 CAFÉ & SOFTCREAM マザー牧場 搾りたての生乳を使った牧場ならではの乳製品を提供します。 〇

193 まつげパーマ 有限会社ハイブ Bee マッサージチェアでくつろぎながらサービスを受けられます。 〇

194 化粧品・雑貨 株式会社イオンフォレスト ザ・ボディショップ 天然の原料をベースにしたイギリス生まれの化粧品のお店です。

195 ソックス 株式会社ダン 靴下屋 心地良い素材感と今を感じるデザイン靴下が魅力のショップです。

196 アクセサリー 株式会社落合 L Chance かわいいアクセサリーや雑貨が毎日入荷する楽しいお店です。

197 レディス サキヤクリエイト株式会社 KNOW BEANS ”キレイ・シンプル・カッコイイ”がキーワードです。 〇

198 レディス 株式会社イング INGNI 神戸系エレガンス＆カジュアル。トータルコーディネートブランド。

199 レディス 株式会社ヴェント・インターナショナル LIZLISA fusion トゥララ、リズリサドール、リズリサの３ブランドの複合店です。

200 呉服 株式会社やまと なでしこ　by YAMATO きものをもっとかわいく、おしゃれに、自分らしく楽しみたい！

201 呉服 株式会社天野屋 きもの　天野屋 本物の伝統・伝承文化品に加え自社オリジナル品も取揃えあり。

202 リラクゼーション 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 てもみん てもみんは現代人のニーズに合わせたリラクゼーションスペース。

203 キッズ 株式会社F.O.インターナショナル BREEZE ショップ専用、各種ブランドが揃うFOインターナショナル直営店。

204 キッズ 株式会社キッドラボ D'Filant おしゃれなママの為のカジュアルアイテムを子供サイズでも展開。 〇

205 キッズ 株式会社アンデルセン ANDERSEN KIDS ロックでポップはグランジルック！！カッコ可愛い子供服SHOP。 〇 〇

206 キッズ 株式会社ティンカーベル FOTO by TINKERBELL 子供服を中心にインポートテイストなライフスタイルを提案します。 〇 〇

207 レディス・雑貨 株式会社スタジオクリップ STUDIO CLIP シンプル＆ナチュラルな商品を数多く取り揃えています。

208 キッズ 東京東邦衣料株式会社 Piu de piu もっと明るく・優しく・元気になっていただけるショップです。

209 キッズ 株式会社ブーフーウー Ｉ　ＬＯＶＥ　ＢＯＯ 人気の３ブランドの品揃えで商品構成をしております。

210 レディス 株式会社ポイント apart by lowrys 様々なシチュエーションに対応する、大人のレディースカジュアル。

211 レディス 株式会社アンビデックス PAR   ICI シンプルイズベスト生活の延長線上にある着心地の良さを追求。 〇

212 和雑貨 株式会社スズキヤ 置地廣場 現代の暮らしに取り入れる和の雑貨・器・箸などを提供いたします。

213 レディス 株式会社クロスカンパニー E Hyphen Green Parks topic 幅広いアイテムが魅力的な高感度セレクトショップ。 〇

214 レディス 株式会社キャビン petrir polir パリののみの市が大好きな女の子のクローゼット。 〇

215 レディス 株式会社キャン SM2  otan taman 遊び心を大切に「楽しさ・やさしさ・心地良さ」を提案。

216 レディス 株式会社三鈴 LD　prime ミーハー世代がターゲットのSEXY系エレガンスブランド！ 〇

217 レディスシューズ 有限会社マーレマーレ マーレマーレデイリーマーケット フランスや北欧の民家風の店内に独自のオリジナルスタイルを展開。

218 ランジェリー 株式会社ワコール ウンナナクール お洋服を楽しむように下着も楽しく選んでもらえるお店です。

219 アクセサリー・雑貨 株式会社サザビーリーグ Ripeurb 今の気分や新しい自分を表現するアクセサリー、ライプアーブ。 〇

220 キャラクター雑貨 株式会社サンリオ 366 Pal Pally Party 366日「毎日が誰かの記念日」をテーマにしたギフトショップ。 〇 〇

221 ランジェリー＆アロマ 株式会社ワコール caroroca ひとりひとりの笑顔のためにワコールからインナーウエア＆アロマ。 〇 〇

222 バラエティ雑貨 株式会社オリンピア OLYMPIA キャラクター、輸入雑貨など、他では買えない商品がいっぱいです。

223 眼鏡 株式会社イワキ イワキメガネ イワキは、顔に着こなす服としてメガネをご紹介してまいります。

224 雑貨 株式会社さが美 karako アジアの伝統素材に現代の感覚をミックスしたオリエンタル雑貨。

225 生活雑貨 株式会社さが美 リヴァンス 心地よい出会いをテーマにした大人世代の為のショップです。

226 生活雑貨 株式会社アスプルンド 212 KITCHEN STORE 「毎日のお料理を楽しくする」をテーマにグッズを集めた専門店。

227 メンズ・レディス・キッズ ギャップジャパン株式会社 Gap/Gapkids スタイリッシュでクリーンなアメリカンカジュアルの提案。

228 アクセサリー・雑貨 株式会社ストーンマーケット ストーンマーケット 世界中から集めた天然原石とシルバーアクセサリーの専門店。

229 アクセサリー 株式会社東京トレーディング THE KISS ペアアイテムを1000種類以上取りそろえたカップルのためのお店。

230 眼鏡 株式会社ゾフ ＣＯＮＳＯＭＭＥ デザイン系のフレームをリーズナブルなプライスで！
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231 カフェ 東和フードサービス株式会社 珈琲茶房　面影屋 贅沢な雰囲気の中でサイフォン珈琲とスイーツをお楽しみ下さい。 〇

232 メンズ・レディス 株式会社ワールド THE SHOP TK TAKEOKIKUCHI カジュアルからスーツまでを展開する複合型ショップです。

233 メンズ・レディス 株式会社ポイント UNDER CURRENT 普段着に上質なエッセンスを心地よく演出。 〇

234 メンズ・レディス 株式会社ウエザーステーション ビクトリノックス スイスの名門＜ビクトリノックス＞が京浜地区に初出店。 〇

235 料理教室 株式会社ABC Cooking Studio ＡＢＣクッキングスタジオ 料理・ケーキ・パンを気軽に学べるカジュアルスタイルな料理教室。

236 シューズ 株式会社ツルヤ靴店 ＡＳＢｅｅ お気に入りの１足がきっと見つかる靴のスペシャリティショップ。

237 メンズ・レディス 株式会社ウエザーステーション THE NORTH FACE + 自然との触れ合いを感じてもらえるようなSHOP。それがプラス。 〇 〇

238 メンズ・レディス ティンバーランドジャパン株式会社 ティンバーランド アメリカ生まれのアウトドアを背景にした快適なカジュアルウェア。

239 メンズ・レディス・キッズ 株式会社ブルックスブラザーズジャパン Brooks Brothers アメリカンクラシックのテーストを守り続ける老舗ブランド。

240 メンズ・レディス 青山商事株式会社 UNIVERSAL LANGUAGE 世界に適用するこだわりのファッションをあなたのクローゼットに。

241 メンズ・レディス 株式会社上野商会 AVIREX Comfort 大人から若者までアメリカンヒーローの精神を信じるすべての人へ。

242 メンズ・レディス 株式会社大野衣料 Levi's（ｒ）Store リーバイス（ｒ）ストアはリーバイス（ｒ）ブランドの情報発信基地です。

243 服飾雑貨 株式会社ヌーヴ・エイ COLLECTORS バッグ・アクセなどメンズファッションアイテムをセレクト。

244 Tシャツ 有限会社グラフィス グラニフ オリジナルＴシャツが常時100種類以上。

245 美容室 キュービーネット株式会社 QBハウス 10分1,000円のヘアカット専門店がキッズカットも行います。 〇 〇

246 ジュニア 株式会社ファイブフォックス COMME CA PASSAGE 母と娘に提案する、女の子のためのコムサのジュニアブランド。 〇

247 カフェ 株式会社サンマルク サンマルクカフェ 熱々焼きたてパンやチョコクロが人気のサンマルクが手掛けるカフェ。

248 カフェ スターバックスコーヒージャパン株式会社 スターバックスコーヒー あなたならではの「ホッ」とする一時をスターバックスコーヒーで。

249 楽器 島村楽器株式会社 島村楽器 ギターからピアノ・管弦楽器　楽譜等幅広く取り揃えております。

250 旅行代理店 株式会社ジェイティービートラベランド ＪＴＢトラベランド 年中無休個所や夜遅くまで営業している店が多数ある旅行会社です。

251 旅行代理店 近畿日本ツーリスト株式会社 近畿日本ツーリスト　トラベルブティック 旅の楽しみは選ぶ瞬間（とき）から。明るくお洒落な旅のブティックです。

252 旅行代理店 株式会社エイチ・アイ・エス エイチ・アイ・エス 航空券一枚からパッケージツアーまで世界中の旅をラインナップ！

253 カフェ 株式会社トラベルカフェ TRAVEL CAFＥ テーマは「旅」。世界の映像をプラズマでお楽しみいただけます。

254 バッグ エース株式会社 Tabi Tabiは女性のためのトラベルバックショップです。 〇 〇

255 焼肉 株式会社インスマート 焼肉　くろ兵衛 和の落ちつきを感じられる店内で、厳選された美味しい焼肉が楽しめる。 〇 〇

256 ハンバーグ 株式会社WDI Stone Burg 100％ビーフの石焼きハンバーグ。ふんわり感が衝激的です！

257 鶏料理 株式会社ジェイシー・コムサ 郷どり燦鶏 京の茶室をイメージした落ち着いた空間で逸品料理をご堪能下さい。

258 お好み焼 千房株式会社 千房Elegance 大阪道頓堀の本格的お好み焼とオリジナル鉄板焼のお店。

259 ジンギスカン 株式会社くろひつじ くろひつじ スタイリッシュな店内で本場のジンギスカンをお楽しみください。 〇

260 とんかつ 株式会社フクナガ・ティアンドフーズ 名代とんかつかつくら京都三条 京風のあっさりしたとんかつ専門店。厳選された食材のみ使用。

261 寿司 株式会社豊田 海鮮処寿し常 新鮮な旬の魚貝類を均一料金一冠145円1皿290円でのご提供。

262 カフェ 株式会社トラベルカフェ TRAVEL CAFＥ　MUSIC 「音楽で世界旅行」。ＦＭスタジオとミニステージ併設のカフェ。 〇 〇

263 ＣＤ・ＤＶＤ HMVリテイルリミテッド ＨＭＶ 国内外のＣＤ、ＤＶＤを豊富に取りそろえております。

264 イタリアン 株式会社WDI カプリチョーザトマト＆ガーリック カプリが提案する、トマトとガーリックがテーマの新イタリアン！

265 そば 株式会社叶家フードシステムズ 越後叶家 越後の手塩にかけたこだわり料理を地酒と共にお楽しみ下さい。 〇

266 うどん 株式会社レストランピーコック 京おばんざい・うどん　つるはん 京野菜や京都の食材とうどんを融合した今までにない新しい形！ 〇 〇

267 中華料理 株式会社グリーンハウス チャイニーズレストラン　西安餃子 素材本来の旨味を出す為、化学調味料を使用しないヘルシー中華料理。

268 パスタ 日本レストランシステム株式会社 京風スパゲッティー　先斗入ル 京野菜を中心に京風の食材にこだわった京風スパゲッティーのお店。

269 カレー 株式会社ティ・エス・コア カレーショップトップス 吟味した素材を使ったコクのあるカレーを気軽にお楽しみ下さい。

270 和食 株式会社ラムラ 板前ごはん　音音 音音のごはんはスタイルにこだわらない自然感覚の”ごはん”です。 〇

271 ビュッフェレストラン 株式会社柿安本店 柿安　三尺三寸箸 和洋中の料理をビュッフェスタイルでお好きなだけお召し上がりいただけます。

272 タイ料理 株式会社スパイスロード テイスティタイダイニング ティーヌン 本場タイのシェフが作る、パワフル＆ヘルシーなタイ料理。

273 韓国料理 株式会社永明 妻家房 新宿四谷に本店を構える、からだにやさしい韓国旬彩料理です。 〇

274 鉄板焼き 株式会社スティルフーズ 鉄板焼　Ｓ イタリアンテイストを取り入れた厳選素材の鉄板焼き。 〇 〇

275 ブラッセリー 株式会社ダイヤモンドダイニング  -Belgian Beer Cafe- Patrasche 数多くのベルギービールを取り揃える本格ビアレストラン。 〇 〇

276 豚料理 株式会社クラウドプロスパー ろくまる　五元豚 上州五元豚の豚料理専門店。名物「返し豚しゃぶ」は絶品です。 〇

277 沖縄料理 株式会社ジェイシーシー 波照間 赤瓦の古民家と白く続く石積みの空間。沖縄文化に触れ、親しむ。 〇 〇

278 ピッツァ 株式会社WDI CALIFORNIA PIZZA KITCHEN 世界に180店舗以上のLA生まれのカリフォルニアレストラン！ 日本初

279 オイスターバー 株式会社ヒューマンウェブ ガンボ＆オイスターバー 国内外の旬の生牡蠣を一年中楽しめるオイスターバー。

280 インド料理 有限会社マハラジャ ボンベイ・トーキー スパイスがもたらす薬膳効果と健康に配慮した食事をお届けします。 〇 〇

281 音楽レストラン 株式会社フェアネスクリエイション RISTORANTE RUBY Sopraffino 世界中のワインをグラスで楽しみながらイタリア料理を・・・。 〇 〇

282 中華料理 株式会社南国酒家 南国酒家 NANGOKUSYUKA 伝統の中国銘菓と旬の食材を追及した、春夏秋冬・美味チャイナ。

283 エンターテイメント 株式会社ナムコ ナムコ　ワンダーバーク HERO'S BASE バンダイナムコがお届けする超エンターテイメント施設の新機軸。 〇 〇

284 シネマコンプレックス 株式会社東急レクリエーション １０９シネマズ ハーゲンダッツショップを併設した新しいタイプの映画館登場！

285 音楽教室 島村楽器株式会社 シマムラミュージックサロン お子様から大人の方まで楽しんで学んで頂ける幅広いコースを開講。

286 スポーツクラブ 株式会社コナミスポーツ＆ライフ コナミスポーツクラブ 施設もプログラムも大スケールの大人専用スポーツクラブ。

287 多目的ホール
財団法人 川崎市文化財団・NPO法人
市民文化パートナーシップかわさき

ラゾーナ川崎プラザソル 200席の小ホール。音楽、演劇、会議、パーティ等に利用可能。


