
添付資料3　テナントリスト

業種 会社名 店舗名称 新業態 東京初出店

1 バラエティ雑貨 株式会社リブロ mio mio

2 インテリア・雑貨 株式会社ケイ・ワークス カリモク60 ○ ○

3 メンズ・レディース 株式会社ファブリカ ブティック ラコステ

4 和風喫茶 東和フードサービス株式会社 珈琲茶房 面影屋

5 レディース 株式会社ワールド ラ ロトンダ ○ ○

6 レディース 株式会社マインドウインド エアリーシャワー

7 レディース 株式会社ＦＲＥＥ’Ｓ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ アンド バイ ピンキーアンドダイアン

8 シューズ 株式会社マルイパレット レッドシューズbyOIOI

9 アクセサリー 株式会社マルイパレット シャンデリーク ○

10 レディース 株式会社マルイファッションナビ マルイモデル

11 化粧品 株式会社フォーウェスト 東京小町 ○

12 アクセサリー 株式会社名古屋中村 ベントゥーノ

13 レディース 株式会社三鈴 ピンカール

14 バッグ 株式会社サザビーリーグ VIASAZABY

15 レディース 田中興産株式会社 アーモワール カプリス

16 レディース 株式会社シャンブル ドゥ シャーム メゾン ドゥ プラージュ

17 イタリアンベーカリー 木村屋ワーキング株式会社 レヴェッロ フォカッチェリア エ パネッテリア ○ ○

18 レディース 株式会社クロスカンパニー アース ミュージック＆エコロジー プレミアム ストア

19 アクセサリー 有限会社イーゴ ボサノヴァ ～シック～ ○ ○

20 メンズ・レディース 株式会社アーバンリサーチ アーバンリサーチ ドアーズ ○

21 アロマ雑貨 日本リビング株式会社 アロマブルーム

22 生活雑貨 株式会社レプハウス off&on

23 インテリア 株式会社アクタス アクタス

24 インテリア 株式会社エッセンス ラ・メゾン・デピス

25 ランプ 株式会社キシマ アンプール

26 インテリア 株式会社クラスティーナインターファニチャー クワイエットアワーズ

27 インテリア 株式会社脇木工 モモ ナチュラル

28 インテリア ラフィネリビング有限会社 ラフィネリビング

29 生活雑貨 株式会社たち吉 ホームメイドスタイルコトデコタチキチ

30 メンズ・レディース 株式会社オンワード樫山 フィールド/ドリーム

31 レディース 株式会社オンワード樫山 anySiS by kumikyoku SiS

32 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 トヨス

33 メンズ・レディース 株式会社トミーヒルフィガージャパン トミーヒルフィガー

34 メンズ・レディース 株式会社レナウン アーノルドパーマータイムレス

35 メンズ・レディース 株式会社フレンチコネクションジャパン フレンチコネクション

36 メンズ・レディース 株式会社サンエー・インターナショナル コフィコレクト



業種 会社名 店舗名称 新業態 東京初出店

37 メンズ・レディース 株式会社レナウン Ｊクルー

38 メガネ 株式会社ジェイアイエヌ ジンズグローバルスタンダード

39 ジュエリー 株式会社東京トレーディング THE KISS

40 リフォーム リフォームスタジオ株式会社 マジックミシン

41 美容室・スパ 株式会社ユニックス ユニックス サロン アンドスパ ○

42 メンズ・レディース・キッズ ギャップジャパン株式会社 Gap/Gapkids

43 アクセサリー 株式会社ストーンマーケット ストーンマーケット

44 靴下 株式会社マリーナトレーディング 靴下屋

45 レディース 株式会社キャン SM2 otan taman ○

46 レディース 株式会社イング イング

47 レディース 株式会社アイジーエー アクシーズファム

48 インナー トリンプインターナショナル株式会社 トリンプショップ ○ ○

49 レディース クイックシルバー・ジャパン株式会社 ロキシーストア

50 シューズ 株式会社ビューカンパニー クーイスイ ○ ○

51 アクセサリー 有限会社ムラ・クリエイティブハウス ビフォー ザ ブーム ○ ○

52 メンズ 株式会社ワールド ザ ショップ TK タケオキクチ

53 メンズ 株式会社レナウン ニブリック

54 シューズ 株式会社アイウォーク ナトゥーラ ○ ○

55 アクセサリー アクアシルバー株式会社 アクアシルバー

56 科学雑貨 株式会社ノルコーポレーション ニュートンスタイル

57 メンズ CHOYA株式会社 シャツカフェ

58 メンズ 株式会社ティムコ フォックスファイヤー

59 メンズ ティンバーランドジャパン株式会社 ティンバーランド

60 バッグ 株式会社スピックインターナショナル 輪怐

61 メンズ 株式会社マインドウインド アドミックス アトリエサブ メン ○ ○

62 メンズ 株式会社ニコル ハイダウェイ

63 メンズ 株式会社ウエザーステーション ビクトリノックス

64 メンズ 株式会社ウエザーステーション ヘリーハンセン

65 都市型ＤＩＹ 株式会社東急ハンズ 東急ハンズ

66 ペット 株式会社イリオ イリオ ○ ○

67 生花、雑貨、絵本 株式会社ベネリック Donguri Garden ○ ○

68 メンズ・レディース 株式会社アートヴィレッヂ ビーチサウンド

69 ソフトクリーム 株式会社朝日ネット マーブルプレミアムソフト

70 アメリカンファーストフード 株式会社ダイヤモンドダイニング トーキョー スペアリブ スタイル ガブリブ ○ ○

71 アメリカンファーストフード 株式会社WDI ハノハノキッチン

72 エスニックファーストフード 株式会社エフアイピー ポジャンマチャ

73 エスニックファーストフード 株式会社マルハレストランシステムズ ヤクン・カヤ・トースト
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74 スープバー/ドーナッツ 株式会社エクスプレス チャウダーズ/リル ドーナツ

75 ベルギービール スタンドバー 株式会社M's Kitchen ベルオーブ

76 ファミリーレストラン 株式会社ダイヤモンドダイニング ファミレス キャンディー ○ ○

77 中国茶室 株式会社グリーンレストランマネジメント 桂花茶寮

78 アメリカングリル 株式会社アメリカンハウス エイチビーグリル

79 ホルモン焼 フーディーズ株式会社 焼肉茶房 傳々

80 スペイン料理 株式会社関門海 バルデゲー

81 シチリア料理 株式会社ギャルドユウ・エス・ピイ アンジェロ

82 インターネット放送局スタジオ 株式会社フォーサイトファイブ Tokyojaja ○ ○

83 文化教室・アンティーク 株式会社東京画廊 TOKYO AFTERSHOP ○ ○

84 浮世絵美術館 財団法人平木浮世絵財団 UKIYO-ｅ TOKYO ○ ○

85 ドッグカフェ 株式会社クルヴェル・キャン レ ドゥ ブルー

86 アメリカンダイナー カフェカンパニー株式会社 オーシャンズ バーガー イン

87 不動産 株式会社三井リハウス東京 三井のリハウス

88 歯科 医療法人社団KENZOデンタルオフィス ららぽーと豊洲デンタルクリニック

89 宝くじ 株式会社クロノス チャンスセンター

90 ＡＴＭ 株式会社三井住友銀行 ＡＴＭコーナー

91 ＡＴＭ 株式会社ジェーシービー ＡＴＭコーナー

92 手芸・クラフト 株式会社オカダヤ マーノクレアール

93 レディース シルクバード株式会社 セラフィーノ

94 レディース 株式会社レナウン ネクストアイ

95 レディース 株式会社オンワード樫山 メゾン ダジュール ○ ○

96 ジュエリー エステール株式会社 ミス．モント．ロンド ○

97 呉服 株式会社さが美 さが美

98 インナー 株式会社ワコール caroroca ○

99 ネイルサロン 株式会社ネイルズユニークオブジャパン ラ・ネイルα

100 生活雑貨・衣料雑貨 ローラ アシュレイ ジャパン株式会社 ローラ アシュレイ ホーム

101 レディース 株式会社ヤギ制作室 シェール プナ

102 レディース 株式会社メリーアン デイジィーアイ

103 レディース 株式会社キャビン ルモンドアンラシーネ

104 ジュエリー 株式会社ＧＢ ギャルリ ボウ

105 料理教室 株式会社ABC Cooking Studio ABCクッキングスタジオ

106 リラクゼーション 株式会社コンフィデンシャル caon ○ ○

107 レディース 株式会社ヤマダヤ スコットクラブ

108 レディース 株式会社スタジオクリップ スタジオクリップ

109 和食器・和雑貨 株式会社スズキヤ 置地廣場

110 インテリア 株式会社バルス フランフランフラン
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111 インテリア 株式会社インザルーム インザルーム

112 生活雑貨・衣料雑貨・食品 株式会社良品計画 無印良品

113 生活雑貨 株式会社テイジンアソシアリテイル マ・シェル

114 寝具 昭和西川株式会社 クーキ ○ ○

115 アート 株式会社シバヤマ アートショップ シバヤマ

116 スペシャリティーコーヒー 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

117 メンズ・レディース・キッズ L.L.Beanインターナショナル エル・エル・ビーン

118 バッグ 株式会社ちぐさ トランスファーワールド ○

119 メンズ・レディース・キッズ 株式会社ライトオン ライトオン

120 メンズ・レディース・キッズ 株式会社ポイント グローバルワーク

121 メンズ・レディース・キッズ 株式会社ファイブフォックス コムサイズム

122 メンズ・レディース・キッズ 株式会社オンワード樫山 ａｎｙFAM bｙ kumikyoku FAM

123 メンズ・レディース・キッズ 株式会社ユニクロ ユニクロ

124 メンズ・レディース・キッズ 株式会社ワールド 3can4on

125 メンズ 株式会社はるやま商事 P．S．FA

126 シューズ 株式会社ABCマート ABCマート

127 ハワイアン雑貨 株式会社セキノレーシングスポーツ フラハワイ ○

128 雑貨・カフェ 株式会社白鳳 チョコホリック

129 キャラクター雑貨 株式会社ららぽーと    スヌーピータウンミニ

130 キッズ 株式会社ワールド ＴＫ サップキッド

131 キッズ 株式会社ナルミヤインターナショナル ドリーム スクエア

132 キャラクター雑貨 株式会社マックコーポレーション レインボーパーク

133 キャラクター雑貨 株式会社サンリオ サンリオ ギフトゲート

134 知育玩具 株式会社コンパンプレイスケープ         ボーネルンド

135 キッズ 株式会社プラニングジャパン オレンジバス

136 キッズ 株式会社ティンカーベル フォト バイ ティンカーベル

137 キッズ 株式会社キャン ベティーズブルー ケーエルシー

138 キッズ フーセンウサギ株式会社 オリーブ・デ・オリーブ ドール/ナイキ

139 キッズ 株式会社日本ディーパム ディーパム

140 カフェ 株式会社サンマルクカフェ サンマルクカフェ

141 写真スタジオ 株式会社キタムラ スタジオマリオ

142 キッズアミューズメント テクモウェーブ株式会社 ハローキティのドレミファ島 ○ ○

143 アクセサリー クレアーズ日本株式会社　　 クレアーズ

144 携帯電話 株式会社ボーダレス ソフトバンク

145 旅行代理店 株式会社シティツアーズ シティツアーズ

146 カットハウス キュービーネット株式会社 QBハウス

147 保険 株式会社アドバンスクリエイト 保険市場
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148 眼科 株式会社メガネスーパー 豊洲ベイサイドクリニック

149 メガネ 株式会社メガネスーパー アージュららぽーと豊洲

150 音楽教室 株式会社エムゼスト ミュージックアカデミー東京 ○ ○

151 ホビー ラオックス株式会社 アソビットシティ

152 CD・DVD HMVリテイルリミテッド ＨＭＶ

153 時計 株式会社マルイアクセス フォードットウォッチ

154 ステーショナリー・キャラクター雑貨 株式会社オリンピア オリンピア

155 書籍 株式会社紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

156 エスニック雑貨 株式会社アミナコレクション チャイハネ

157 和雑貨 株式会社宣美 さくら平安堂

158 駄菓子 株式会社夢や だがし 夢や

159 キャンディ 株式会社スウィートファクトリージャパン スウィートファクトリー・プラス

160 寿司 株式会社豊田 豊洲漁港 寿し常 市場内店

161 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

162 蕎麦・日本酒 有限会社三日月庵 そば酒房 三日月庵　　

163 焼肉 有限会社アクス 焼肉スタミナ苑 繁

164 鉄板焼・お好み焼き 株式会社イデア 鉄板ダイニング kirara風月

165 餃子専門店 株式会社グッドコック 餃子の福包

166 らーめん 有限会社元楽フードサービス    豊洲元楽

167 アミューズメント テクモウェーブ株式会社 テクモピア ラグジィ

168 ブッフェレストラン ニラックス株式会社 グランブッフェ ハワイアンアイランド

169 パスタ＆ケーキ 東和フードサービス株式会社 ダッキーダック オンザビーチ

170 インドネシア料理 株式会社マリンスポーツ・オフィス インドネシア料理 スラバヤ

171 飲茶海鮮中国料理 際コーポレーション株式会社 海風龍號

172 中国屋台麺飯店/坦々麺・炒飯・餃子 際コーポレーション株式会社 万豚記

173 インド料理 有限会社マハラジャ ボンベイトーキー

174 卵料理 株式会社ラケル ラケル

フードコート 株式会社コカレストランジャパン フードサーカス

175 中華料理 インペリアルトレジャー

176 シンガポール料理・インド料理 クリストン ○ ○

177 タイ料理 コカレストラン

178 アメリカングリル料理 オレゴン バー＆グリル

179 イタリア料理 マレンマ

180 博多らーめん 正統博多らーめん「由丸」

181 ジェラート工房 株式会社朝日ネット マーブルジェラートカンパニー 

182 シーフードレストラン 株式会社WDI ババ・ガンプ・シュリンプ東京ベイ

183 子供向け職業体験施設 株式会社キッズシティージャパン キッザニア東京 ○



業種 会社名 店舗名称 新業態 東京初出店

184 シネマコンプレックス ユナイテッド・シネマ株式会社 ユナイテッド・シネマ

185 ドラッグ 株式会社CFSコーポレーション ハックドラッグ

186 クリーニング 穂高株式会社 ポニークリーニング

187 日用品・雑貨 株式会社大創産業 ザ・ダイソー

188 スーパーマーケット 株式会社あおき フードストアあおき ○

189 複合カフェ 株式会社アプレシオ アプレシオ

190 スポーツクラブ 日新製糖株式会社 ドゥ・スポーツプラザ


