
＜添付資料5＞店舗リスト

ファッション

店舗名 会社名 営業種目 店舗の特徴 日本初
新業態＝○
初出店＝●

1
AARON BASHA
アーロン･バシャ

㈱ジュエリーフォンド ジュエリー
NYマジソン街に本店を構える高級宝石店。ベビーシューや可愛らしい動物達
等をモチーフにしたユーモアに溢れる愛らしくゴージャスなデザインは世界中で愛さ
れています。日本初のフルライン展開。

2
EYEVAN
アイヴァン

オプテックヴィジョン㈱ 眼鏡
世界のアイウェアハウスブランドの雄「オリバーピープルズ」をはじめ、本物をセレク
トしたアイウェアショップ。アイウェアを「着る」ことにこだわり、ＴＰＯに応じた着こなし
を提案。

3
AUDOXIA
アウドクシア

バス ストップ㈱ 靴・鞄等
コンセプトはHigh-end＆Attractive。「アレキサンダーマックィーン」など、主役小
物の鍵を握るプレステージ・ブランドのバックとシューズをセレクトしたショップ。

4
ACANTA
アカンタ

ブルーベル・ジャパン㈱ シガー、フレグランス、小物等
「ダビドフ」を中心としたシガー、シガーアクセサリーと上質なメンズ小物。そして、
ヨーロッパの歴史あるフレグランス、自然派コスメなど洗練された商品を軸にライフ
スタイルを提案。

○

5
Agronatura
アグロナチュラ

㈱イデアインターナショナル コスメティック等
完全有機栽培のハーブを主原料にした100％オーガニックの基礎化粧品とボ
ディーケアブランド、アグロナチュラ初の直営ショップ。

●

6
ARNYS
アルニス

三喜商事㈱ 紳士衣料品、服飾雑貨
洋服から小物まで、厳選された素材、熟練した職人によるメンズトータルファッ
ションを提案。1933年パリ左岸にオープン、フランスでもっとも芸術的なメンズブ
ティックとして知られる。

7
VIA BUS STOP
ヴィア　バス　ストップ

バス ストップ㈱ 衣料品・服飾雑貨
COOL＆MODERNをコンセプトに、シューズやバッグなどのインポートアクセサリー
の他、「アレキサンダーマックィーン」を始め、海外気鋭ブランドのウェアをセレクト。

8
Equation du Temps
エクアション　ドゥ　タン

スウォッチグループジャパン㈱ 時計
時計史に輝く、真の価値を持つ４大高級機械式時計ブランドを展開するマルチ
ブランドコンセプトブティック。

　 ○

9
essence of ANAYI
エッセンス オブ アナイ

㈱ファーイーストカンパニー 婦人衣料品・服飾雑貨
「アナイ」初のジュエリー展開及びインポート雑貨、ラグジュアリードレスを展開。コ
レクションラインも揃え、新しい「アナイ」の世界を提案。

　 ○

10
OBJETSTANDARD
オブジェスタンダール

㈱エスディーアイ 婦人衣料品・服飾雑貨
「衣」のオブジェを柱に生活シーンを彩るアイテムをデザイナー自身がすべてディレ
クションしたフラッグシップショップ。

●

11
Cruciani
クルチアーニ

リデア㈱ 衣料品等
イタリア・ペルージャから発信される最高のクオリティかつ洗練されたデザインのニッ
トコレクション。そのクルチアーニ待望の日本初のオンリーショップ。

○

12
Chloé
クロエ

リシュモン ジャパン㈱ 婦人衣料品・服飾雑貨
世界で最も新しいクロエのショップは、VIPスペースを設け、よりラグジュアリーな気
分でゆったりとお買い物ができるクロエワールドの空間。サングラス、小物なども取
り揃えたフルラインショップ。

13
JL BY J.LINDEBERG
ジェイエル　バイ　ジェイ・リンドバーグ

㈱スタンダード 衣料品、服飾雑貨
ミラノコレクションでハイエンドなファッションを発表するJ.LINDEBERGからゴルフを
キーとしたスポーツ・カジュアルウェアのコンセプトショップ。

14
JOSEPH THE STORE
ジョゼフ　ザ　ストア

㈱オンワード樫山 衣料品、服飾雑貨
ジョゼフのメンズレディス複合旗艦店が南青山から移転。他店では手に入らない
限定品やインポートセレクトも取り扱う。

○

15
Theatre H.P.FRANCE
テアトル アッシュ･ペー･フランス

アッシュ・ペー・フランス㈱ 服飾雑貨等
Theatre-劇場-H.P.FRANCEが繰り広げる大人のための華やかな空間。クリ
エーションを追求した、メンズ、レディースのアクセサリー小物をラインナップ。

　 ○

16
T-Square
ティースクエア

大磯産業㈱ 婦人衣料品・服飾雑貨
今NYで人気のバッグブランド「ボトキエ」「クーバ」「イザベラフィオリ」や、BRAZILの
クチュールシューズデザイナー フランチェスカ・ジョッビをフューチャー。

●

17
DEUXIÉME CLASSE L'ALLURE
ドゥーズィエム クラス ラリュー

㈱ベイクルーズ 婦人衣料品・服飾雑貨
「自分だけのエクスクルーシヴ」の志向が強い大人の女性に向けたニューコンセプ
トSHOP。ワンランク上の上質、心を満たすサプライズを提案します。

　 ○

18
DRESSTERIOR　ROPPONGI
ドレステリア　ロッポンギ

㈱ワールド 衣料品、服飾雑貨
各国から集められた上質なベーシックアイテムとモード感覚のウエアなどを丁寧に
セレクトし、独自の世界観で提案するショップ。

19
HAKKIN.It
ハッキンドットアイティー

㈱ベイクルーズ 服飾雑貨
イタリアBAGメーカー「オロビアンコ」のニューコンセプトラインHAKKIN世界初の直
営店。

○

20
ＨARRY ＷINSTON
ハリーウィンストン

ハリー・ウィンストン・ジャパン㈱ 時計・ジュエリー
時計とメンズジュエリーに特化したハリー・ウィンストン世界初のニューコンセプト
ショップ。

○

21
ＰＩＡＺＺＡ　ＧＵＹ　ＲＯＶＥＲ
ピアッツァ　ギｨ・ローバー

㈱フランドル 衣料品、服飾雑貨
イタリアを代表するシャツ専門のトップメーカー「ギィ・ローバー」とのブランド開発・
ショップ展開をベースに、さらに「ルイジ・ ボレッリ」を加えた新業態での出店。

　 ○

22
BEAMS　HOUSE　ROPPONGI
ビームス　ハウス　ロッポンギ

新光㈱ 衣料品、服飾雑貨
メンズは「キートン」「ベルヴェスト」などインポート重衣料をメインに、クラス感ある
大人のためのスタイルを。ウィメンズは上質さとシルエットを追求し、ジュエリーも加
えたラグジュアリーかつクレバーなラインナップ。

　

23
PUMA -The Black Store Tokyo
プーマ　ブラック　ストア　トウキョウ

プーマ ジャパン㈱ 衣料品、靴等
スポーツとファッションの融合を牽引し続けてきたPUMAが展開するコラボレーショ
ンラインに加え、スポーツファッションラインを一堂に取り揃えたストア。NYに続き世
界2店舗目のOPEN。

○

24
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE
プリーツ　プリーズ　イッセイ　ミヤケ

㈱イッセイミヤケ 婦人衣料品・服飾雑貨

「暮らしの中で生きてこそ、デザインの価値がある。」という考えのもと作り出された
豊富な色と型のバリエーション。東京ミッドタウンならではの服や小物が揃いま
す。

○

25
BOTTEGA VENETA
ボッテガ・ヴェネタ

㈱ボッテガ・ヴェネタ ジャパン 鞄、靴、服飾雑貨
イタリア・ヴェネト地方の熟練した職人の伝統に深く根ざしているブランド。時代
や国境を超える魅力を生み出している。

26
E.MARINELLA NAPOLI
マリネッラ　ナポリ

㈱エスディーアイ 衣料品、服飾雑貨
1914年創業。イタリアを代表するタイの名店による日本初直営店。米国歴代
大統領をはじめ世界各国の紳士たちも愛用するコレクションが多数。ス・ミズー
ラも可能。

○

27
MARNI
マルニ

㈱マルニジャパン 婦人衣料品・服飾雑貨
デザイナー コンスエロ・カスティリオーニが「自分なら何をワードローブに加えたい
か。」をコンセプトとしてデザイン。彼女のもつ女らしさはあらゆる女性に共感を与
えています。

28
MORABITO
モラビト

モラビトジャポン㈱ 鞄、革小物
1905年創業のフランスの老舗ブランド。上質でエレガントなバッグ、ラゲッジ、革
小物は、王室や著名人が愛用。賓客や親しい人へのプレゼントにも使われる名
品。

29
hLam
ラム

㈱レナウン 婦人衣料品・服飾雑貨
1998年からスタートした、メンズ＆ウィメンズのトータルブランド。時代にとらわれな
いファンクショナリーなアイテムやディティールが特徴。世界初のオンリーショップ。

●



店舗名 会社名 営業種目 店舗の特徴 日本初
新業態＝○
初出店＝●

30
RESTIR MIDTOWN
リステア

㈱リステア 衣料品、服飾雑貨
「エクスクルーシヴ」をキーワードに、極上のホスピタリティーとファッションにとどまら
ないスタイリング提案でお応えするラグジュアリーブティック。

○

31
RICHARD　JAMES
SAVILE　ROW
リチャード・ジェームス

ロンナー㈱ 紳士衣料品、服飾雑貨
自らをFASHIONABLE Classic Tailorと称し、妥協のない本格的な服作りと
ファッションを融合したニューブリティッシュを代表する異色のテーラー。モダンブリ
ティッシュの真骨頂。

○

32
ＬＥ　ＷＡＴＯＳＡ＋ｎｏｔｓｏｂｉｇ
ル　ワトゥサ　プラス　ノットソービッグ

㈱ファッション須賀 コスメテッィク、子供服
渡辺サブロオプロデュースのコスメブランド「LE WATOSA」の初の直営店と、パリ
で話題のキッズセレクトショップ「notsobig」のコラボレーションによる全く新しいセレ
クトショップ。

○

33
lucien pellat-finet
ルシアン ペラフィネ

コロネット㈱ 衣料品・服飾雑貨
キング・オブ・カシミアとも呼ばれるルシアン　ペラフィネのクリエーションは最高級で
ありながら、常にストリートを意識。内装設計は隈研吾氏。

34
RROZESTT
ロゼスト

㈱ロゼスト 衣料品、服飾雑貨
ビジネスシーンやパーティー等でも着こなすための、美しいラインのスーツやジャ
ケットなどを品揃え。艶とオリジナリティ溢れるコーディネートを展開し、「頼りにな
る一着」を提案。

○

35
WACOAL DIA
ワコール　ディア

㈱ワコール インナーウェア等
モードの視点からデザインされた、ワコールのラグジュアリーブランド。繊細で華奢
なレース等、和と洋の感性を合わせ、最高の縫製技術で新しいランジェリーの提
案。

インテリア＆デザイン

店舗名 会社名 営業種目 店舗の特徴 日本初
新業態＝○
初出店＝●

1
Idea Digital Code
イデア　デジタル　コード

㈱イデアインターナショナル デザイン家電
国内、国外の優れた家電を一堂にセレクト。インテリアに調和する家電を基本
に、照明、生活家電、キッチン家電までラインナップ。

○

2
in Touch
イン　タッチ

㈱グリーンスタンプ ライフスタイル雑貨、服飾雑貨
時代や国にとらわれず「触れる」をキーワードに家具、インテリア雑貨、アクセサ
リーまで、生活の中にある物をスタイル＆デザインにこだわりセレクト。

3
SAYA
サヤ

佐藤商事㈱ 食器、カトラリ-
柳宗理デザインのキッチンウエアが全て揃うショップ。日本のデザイナーによる上質
な生活を送るために役立つ商品も提案。

●

4
THE COVER NIPPON
ジカバー・ニッポン

メイドインジャパンプロジェクト㈱ 家具、ライフスタイル雑貨
「創造と練磨が生み出す、新しい日本の様式」をコンセプトに、日本製品の素
材、デザイン、しつらえ、モノづくり、環境にこだわった衣食住、新しい生活を提案
するライフスタイルショップ。

●

5
STYLE MEETS PEOPLE
スタイル　ミーツ　ピープル

㈲ｽﾍﾟｰｽｴﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ ライフスタイル雑貨
relaxury/リラクジュアリー：relax + luxuaryをテーマに上質なくつろぎの時間と
パーソナルスタイルを提案。1986年にNYで創業したSMP/SPACE M
PROJECTSの日本直営店初出店。

○

6
Ｓｆｅｒａ
スフェラ

㈲リコルディ　アンド　スフェラ 食器、ライフスタイル雑貨
京都スフェラ・ビルを拠点に展開するスフェラ・ショップの東京初出店。より京都色
を打ち出し,日本の伝統と現代とを融和させたオリジナル製品や厳選した商品を
展開。

7
TIME&STYLE MIDTOWN
タイム　アンド　スタイル　ミッドタウン

㈱プレステージジャパン 家具、ライフスタイル雑貨
日本の伝統や文化を基盤とし、豊かな生活創造に寄与するリアリティーと、未
来に繋がる夢のあるクリエ-ションを、独自の視点で表現、発信する店舗。

8
Tokyo Midtown Design Shop
トウキョウミッドタウン　デザインショップ

東京ミッドタウンマネジメント㈱ ライフスタイル雑貨等
東京ミッドタウン直営店舗。オリジナルグッズやデザイン性に富んだ文房具・小物
などを販売します。店内にてユビキタス・アートツアーとタウンツアーの受付を行い
ます。

9
NAGAE
ナガエ

瀬戸製型㈱ 陶磁器
100年余の歴史をもつ瀬戸の陶磁器メーカーが世界に通用する食器ブランドを
目指し立ち上げ、新たな視点・感覚・確かな技術で上質な陶磁器を提供。青
山より本店移転。

10
Nicolai Bergmann Sumu
ニコライ・バーグマン　スム

nicolai bergmann㈲ ライフスタイル雑貨、生花
フラワーデザイナー ニコライ・バーグマンによる、インテリアデザイン＆ライフスタイル
ショップ。美しく機能的かつ高品質なデンマークスタイルのインテリア＆ライフスタイ
ル製品を幅広くラインナップ。

○

11
箸長
ハシチョウ

高橋隆介 箸、和雑貨
日本古来の伝統工芸としての漆器を、使い易い箸で紹介。箸職人が一膳ず
つ手作りした天然素材の箸は、優雅なひと時を演出します。

○

12
ハンスプリー
ハンスプリー

ハンスプリージャパン㈱ 液晶テレビ
ハンスプリーショップとして東京に本格出店。ハンスプリーの液晶テレビはクオリティ
が高く、ユニークなデザインは、リビングのアートとして、あるいはファッションの一部
としての魅力もそなえています。

13
菱屋カレンブロッソ
ヒシヤカレンブロッソ

㈱菱屋 服飾雑貨等
創業大正15年の老舗履物メーカー菱屋のプライベートブランド「カレンブロッ
ソ」。「和」の感性・感見に、「洋」のファッション性・機能性をミックスした洋風和
装雑貨はパリ・ＮＹなど欧米6カ国での展示会でも好評。

14
ファーバーカステル
ファーバーカステル

日本シイベルヘルグナー㈱ 万年筆、色鉛筆等
1761年、ドイツ・ニュールンベルグ郊外のシュタインに創業したファーバーカステル
がドイツに次ぎ、日本初となるファーバーカステル専門店を東京ミッドタウンに出
店。

○

15
Flagship 212 KITCHEN STORE
フラグシップ　ツーワンツー　キッチン　ストア

㈱アスプルンド キッチン雑貨
「毎日のお料理を楽しく！」をコンセプトに展開してきた212キッチンストアの新業
態ショップ。国際的なネットワークをベースに「高感度な暮らし・キッチン」をテーマ
に、さらに上質な暮らしをご提案していきます。

○

16
MUJI
ムジ

㈱良品計画 家具・ライフスタイル雑貨
無印良品の世界展開のスタンダートとなる店。日本で唯一のMUJIを出店。無
印良品のフィロソフィーはそのままにこれからの「住まい方」を提案。

○

17
LIBECO HOME
リベコ　ホーム

㈱カフーツ リネン、ライフスタイル雑貨
リネンの中でも特に高品質で定評のあるベルギーリネンのトッププランド
「LIBECO」。日本初のオンリーショップをリネンバードがLIBECO・LAGAE社と共
同で運営します。

○

18
WISE・WISE　tools
ワイス　ワイス　トゥールス

㈱ワイス・ワイス 食器、ライフスタイル雑貨
Balance&Comfortをコンセプトに国内外から、素材が持つ特性・魅力を活かし
て独特の視点でプロダクション。オリジナル雑貨を中心に家具販売まで展開。

○



レストラン＆バー

店舗名 会社名 営業種目 店舗の特徴 日本初
新業態=○

シェフ直営＝●

1
A971 GARDEN<>HOUSE
エーキューナナイチ　ガーデン<>ハウス

カフェ・カンパニー㈱ 和バール&グリル
「和バール」という新しいスタイルで、7DAY'S　WEEKEND「毎日を楽しもう」を合
言葉に、ガーデン＆ホームパーティーの雰囲気で、カフェ、バール、ラウンジとして
楽しめます。

○

2
江戸切庵
エドギリアン

㈱グラナダ 蕎麦
石臼挽きのそば粉を使い二八で打ったそばを、備長炭直火焼き本節でとった出
汁で味わいます。心和むおばんざいと厳選した焼酎も楽しめます。

3
ｏｒａｎｇé
オランジェ

㈱ゼットン フレンチ・シャンパンバー
モエ・エ・シャンドンを気軽に楽しめるシャンパンバー。フリュートシャンパンやフレッ
シュフルーツを使ったシャンパンカクテル等を素材を活かしたライトフレンチとともに
カジュアルに頂けます。

○

4
可不可
カフカ

㈱ディーズ 和食
名店「暗闇坂　宮下」「洋食ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ」を展開する宮下大輔が、アート
ディレクターに佐藤可士和、インテリアデザインに片山正通を迎え、斬新な表現
とのコラボレーションで「新しい和の形」を提案。

○

5
cuisine française JJ
キュイジーヌ フランセーズ ジェイジェイ

㈱アンティーム フレンチ
世界のどこにもない、ここ東京ミッドタウンにしかないインターナショナルな感覚あ
ふれるフレンチレストラン＆テラス。在日フランス人が高く評価するシェフの料理と
ワインがもてなします。

●

6
玄冶店　濱田家
ゲンヤダナ　ハマダヤ

㈱明治座ダイニングプロモーション 和食
日本橋人形町九十余年の歴史を刻む料亭濱田家初の分店。テーマは江戸
の粋とモダン。料理にしつらえにおもてなしに、さりげなく心をこめた老舗の新たな
姿をお楽しみください。

○

7
COPPOLA'S vinoteca
コッポラズ　ヴィノテカ

フランシス　フォード　コッポラ
プレゼンツ　ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

イタリアン
コッポラブランドのワインを中心としたカリフォルニアワインの世界をフレンドリーなソ
ムリエがご案内いたします。マリアージュを追求したイタリアンとともにご賞味くださ
い。

○

8
SALON BAR YOL
サロンバー　ヨル

㈱シンクロニシティ バー
日本有数の大型BAR。ワイン、シャンパン、モルトウィスキーへのこだわりはもちろ
ん、百種類以上のオリジナルカクテルも充実。グローバル都市東京を代表するサ
ロンバー。

○

9
ＳＩＬＩＮ 火龍園
シリン/ファン・ロン・ユェン

㈲モダンチャイナ 中国料理
世田谷の銘店「火龍園」が東京ミッドタウンへ進出。数々の名店中華レストラン
で腕をふるってきたシェフ・唐朱興がオリジナリティ溢れる新中華銘菜を提供しま
す。

●

10
千里馬 南翔小籠
センリバ ナンショウショウロン

㈱千里馬 中華・点心
上海出身の女性オーナー自らが作り出す故郷上海の家庭の味が楽しめるお
店。多数のファンを持つ人気メニュー「生煎包」「小籠包」は絶品です。

　

11
ダノイ
ダノイ

㈱ダノイ イタリアン
西麻布の老舗イタリアンレストラン「ダノイ」が、最も日常的なインターナショナルカ
フェトラットリアとして六本木に出店します。

●

12
淡悦
タンエツ

㈱八十嶋 日本料理
厳選された素材、器や盛付けにもこだわって、一皿一皿に凝縮された匠の技。
目で楽しみ、香りに心を躍らせる日本料理をご堪能いただけます。

○

13
鉄板焼ステーキ 喜扇亭
テッパンヤキ ステーキ キセンテイ

㈱人形町今半 鉄板焼
人形町今半初の鉄板焼専門店。和牛選びにおいて、日本で屈指の料理人が
目利きした牛肉をご堪能いただけます。

○

14
テナム
テナム

ポラム㈱ 韓国料理
医食同源の考え方に基づいた、美味しくて、身体に良い韓国料理を、日本に
おける韓国料理の先駆者であるチョ　カムヨンが提案。

●

15
デリー
デリー

㈱デリー カレー
創業51年。毎日食べても飽きないカレーと日本一おいしいと評判のタンドーリチ
キンをご賞味ください。

　

16
てんぷら山の上 Roppongi
テンプラヤマノウエ ロッポンギ

㈱山の上ホテル てんぷら
創業昭和29年、神田駿河台の天ぷら「山の上」が東京ミッドタウンに登場。カウ
ンター越しに四季の風情を眺め、極上胡麻油、厳選食材、匠の技が織り成す
本格江戸前天ぷらを。

　

17
東京ミッドタウン 今井屋茶寮
トウキョウミッドタウン イマイヤサリョウ

㈱フードスコープ 鳥料理
究極の地鶏と呼ばれる「比内地鶏」。朝引きの新鮮かつ厳選された地鶏を直
送し、職人の技で究極の一品にしてご提供します。

18
NIRVANA New York
ニルヴァーナ ニューヨーク

㈱コカレストランジャパン インド料理
1970年ＮＹにオープンし、数々の美食家達の舌を魅了したレストランが、インド
料理のファインダイニングとして東京で復活。ニルヴァーナの海外進出第1号店。

○

19
HAL YAMASHITA 東京
ハル ヤマシタ トウキョウ

㈲ウォーターマーク 新和食
料理界で異端児シェフの名を持つ神戸出身の山下春幸氏の東京初出店。神
戸発のレストランが「禅」をコンセプトに新和食を提案します。オリジナルライスワイ
ンや神戸牛も登場。

●

20
Pizzeria-Trattoria Napule
ピッツェリア・トラットリア　ナプレ

㈱イタルグルメ イタリアン
国内のピッツェリアの中でも大人気の「幸福になるためのイタリア料理店」表参道
「ナプレ」の2号店。ナポリの職人の手により造られた薪窯で焼いたピッツァは、在
日イタリア人も認める美味しさです。

　

21
Billboard Live TOKYO
ビルボード　ライブ　トウキョウ

㈱阪神コンテンツリンク クラブ＆レストラン
極上の音楽と共に至福の時が過ごせるクラブ＆レストラン。世界基準でセレクト
された国内外アーティストのライブと、洗練された料理や飲み物がお楽しみいただ
ける贅沢な空間で、あなたに感動をお約束します。

○

22
Botanica
ボタニカ

㈱ひらまつ インターナショナル
世界各国に展開するコンランレストランの日本初出店。コンラン卿が提案するモ
ダンヨーロピアン料理やアフタヌーンティーなどを、日本人のおもてなしの心と とも
にご提供いたします。

○ ○

23
Bodega Santa Rita
ボデガ　サンタ　リタ

㈲バルレストランテミヤカワ スペイン料理
麻布十番にあるスペイン料理の名店「バルレストランテミヤカワ」の新業態。自社
輸入ワインを含む豊富なスペインワインと、豚の串焼きを中心にしたスペイン南
部料理を楽しめます。

　 ○

24
yao_ESTAbLISH
ヤオ_エスタブリッシュ

㈲コンテンポラリープランニングセン
ター

軽食・カフェ
ロンドンで人気のガストロパブをシドニースタイルでスタイリッシュに。都市活動者
の日々のリラックスと心のチャージを約束するアート＆ライブ空間を提供します。

○

25
Union Square Tokyo
ユニオン・スクエア・トウキョウ

㈱ワンダーテーブル アメリカン
NY No.1レストラン「Union Square Café」の姉妹店が日本初上陸。ＮＹでも定
評のあるおもてなしと料理を東京ミッドタウンでもご堪能ください。

○ 　

26
La Colina
ラ　コリナ

㈲フォンダ・デ・ラ・マドゥルガーダ メキシカン
老舗メキシカンレストラン「フォンダ・デ・ラ・マドゥルガーダ」の2号店として、コンテン
ポラリーなモダンメキシカンを展開。インテリア、料理、アートにおいて現代のメキシ
コを展開します。

○

27
ROTI American Wine Bar ＆ Brasserie
ロティ アメリカン ワインバー アンド ブラッセリー

㈱スティルフーズ アメリカン
モダンアメリカン「ロティ」の姉妹店。ロティサリーチキンを始めヘルシーでインパクト
のある料理の数々を、選りすぐりのニューワールドワインとともに、お楽しみ頂けま
す。

28
wine ＆ dining edesse
ワイン＆ダイニング　エデッセ

パレスフードサービス㈱ 洋食
親しみのある人気の高い懐かしの洋食メニューを厳選し、リーズナブルな価格で
ワインと共に気軽に楽しめるダイニングを目指します。

○



フード＆カフェ

店舗名 会社名 営業種目 店舗の特徴 日本初
新業態＝○
初出店＝●

1
浅野屋
アサノヤ

㈱ブランジェ浅野屋 ベーカリー等
東京と軽井沢で半世紀以上の歴史を持つ浅野屋の新店。ベーカリーの隣には
焼きたてのパンや石釜焼きのピザが食べられるブラッスリーを併設。

2
芦屋タカトラ
アシヤタカトラ

芦屋ぎんなん㈱ シュークリーム
芦屋生まれのシュークリーム専門店。東京ミッドタウンをブランドイメージモデル店
とし、シュークリームをシューケーキとして新提案します。

3
Okawari.jp
オカワリ・ドット・ジェーピー

ソルト・コンソーシアム㈱ フードコート
世界を食べる！日本を食べる！朝に食べる！昼に食べる！夜に食べる！彼と
食べる！彼女と食べる！ひとりで食べる！みんなと食べる！東京ミッドタウン最
大250坪の食のセレクトショップ！！！

4
CANOVIANO CAFE
カノビアーノ カフェ

㈲ウエタケ イタリアン
代官山「カノビアーノ」植竹シェフ直営のイタリアン。天恵をたっぷり受け育った食
材の豊かな風味を活かした自然派イタリアン。

　

5
京乃とうふや藤野
キョウノトウフヤフジノ

京とうふ藤野㈱ 豆腐、軽食
京都で職人が丁寧に作りあげた京とうふ・京揚げを直送便にて店頭に並べま
す。イートインコーナーではからだ想いのレシピをご提供します。

6
京はやしや
キョウハヤシヤ

㈱京はやしや 和菓子、茶、軽食
上質のお茶とお茶に因んだ商品を、くつろぎの京空間でご提供します。従来の
商品に加え、京弁当や新しいランチも準備しています。

○

7
KOOTS GREEN TEA
クーツ　グリーンティー

クーツグリーンティー㈱ 緑茶、軽食他
和の心、そしてヘルシーさを主軸に、ナチュラル、オーガニックなドリンクとフード･ス
イーツを提供します。

8
Green DeLi
グリーンデリ

㈱デリカテッセン シーズナル　ショップ
輸入食品や菓子・雑貨を扱う、トレンドやシーズンにこだわったコンセプトショッ
プ。楽しくおいしい新しい体験をお探しください。

9
米処　雷神光
コメドコロ　ライジンコウ

ルオー㈱ おにぎり
独自の農法で作ったお米「雷神光」を使用した安全でおいしいおにぎりとお弁当
が登場。お米の味をじっくり味わってください。

●

10
妻家房
サイカボウ

㈱永明 韓国料理
厳選された素材で作るオモニ（お母さん）伝統の味です。本場韓国の奥深い味
わいのキムチコーナーや石焼ビビンバが人気です。

11
サン・フルーツ
サン・フルーツ

㈱サン・フルーツ フルーツ
赤坂本店が東京ミッドタウンに移転。国内外より一流の産地、生産者と契約
し、選りすぐりの逸品フルーツを販売。

12
JEAN-PAUL HÉVIN
ジャン＝ポール・エヴァン

㈱ＪＥＡＮ-ＰＡＵＬ HEVIN JAPON チョコレート
最高のショコラティエ、ジャン＝ポール・エヴァンによるショコラブティック。素材や味
にこだわり、独特の感性により作られたショコラが揃います。

13
十五夜米八
ジュウゴヤヨネハチ

㈱米八東日本 おこわ
米八のおこわは、厳選された国産米や旬の素材を使いこだわりの製法で炊き上
げます。炊きたてはもちろん、冷めても美味しく味わえます。

14
JUNOESQUE BAGEL CAFE
ジュノエスクベーグル　カフェ

㈱ジュノエスクベーグル ベーグル
ベーグルの草分け、自由が丘の「ジュノエスクベーグル」は、沖縄産の天然塩な
ど厳選した材料のみで作ります。またベーグルを発酵後ゆでることで独特の歯ご
たえがあります。

15
鈴波
スズナミ

㈱鈴波 魚加工食品・魚料理
名古屋の老舗「守口漬の大和屋」の漬ける技を魚に活かした魚介味淋粕漬を
味わえます。本場産地にこだわった素材を活かし、徹底した本物志向が自慢で
す。

16

STARBUCKS COFFEE　TOKYO MIDTOWN
COMPLEX STUDIO
スターバックスコーヒー　トウキョウミッドタウン　コンプレック
ス　スタジオ

スターバックスコーヒージャパン㈱ カフェ
スターバックスのくつろぎの空間「サードプレイス」とTOKYO　FMのサテライトスタジ
オが融合したMUSIC&CAFÉコンセプトの店舗。

○

17
Ｃｈｏｗｄｅｒ’ｓ　Ｓｅｌｅｃｔ　Ｓｏｕｐ！
チャウダーズ　セレクトスープ！

㈱エクスプレス スープ
具だくさんなシアトルスープの専門店「チャウダーズ」のコンセプトショップ。シアトル
テイストに和風テイストを加えた、スープのセレクトショップです。

18
DEAN & DELUCA
ディーン アンド デルーカ

㈱ディーン アンド デルーカ ジャパン デリカテッセン、ワイン等
世界中からおいしいものばかりを集めた食のセレクトショップ。日本におけるフラッ
グシップショップを東京ミッドタウンに構えます。

19
DEAN & DELUCA CAFE
ディーン アンド デルーカ カフェ

㈱ディーン アンド デルーカ ジャパン カフェ
世界から集めた美味しいものばかりのセレクトショップのカフェ。美味しいコーヒー
に加え、こだわりのフードメニューも充実しています。

20
東京ハヤシライス倶楽部
トウキョウハヤシライスクラブ

㈱ビーヨンシイ ハヤシライス
知る人ぞ知るハヤシライス専門店。じっくりと7日間煮込んだ「黒ハヤシライス」、
そして他では味わうことのできない、「辛ハヤシライス」が人気メニュー。

○

21
Toshi Yoroizuka
トシ　ヨロイズカ

㈲アトリエサンセール 洋菓子
日本人初ヨーロッパ三ツ星レストランのシェフパティシエのデザートサロン。素材を
重視し、あくまでも出来立てにこだわる鎧塚俊彦のデザートライブを、恵比寿か
ら移転し東京ミッドタウンより発信。

22
とらや
トラヤ

㈱虎屋 喫茶・和菓子・和雑貨等
和菓子をはじめ、「和」「和菓子」にまつわる雑貨の取扱いや、和の魅力を発進
するギャラリーを展開します。菓寮（喫茶）も併設しています。

○

23
noodle workshop
ヌードルワークショップ

㈱ひらまつ デリカテッセン
コンランレストランでは世界初のヌードル専門店。テイクアウト＆イートインカウン
ターのあるフードブティック。

○ ○

24
NŌKA　CHOCOLATE
ノカ・チョコレート

㈱ル･ショコラ･デュ･ディアマン チョコレート
世界中から選りすぐった希少価値の高い最高級シングルカカオのチョコレートをテ
イスティングで愉しむ、アメリカ・ダラス発の新たなスタイルのチョコレートコレクショ
ン。

○

25
pâtisserie Sadaharu AOKI paris
パティスリー・サダハル・アオキ・パリ

㈱エー・スイーツ・ハウス 洋菓子
パリのグルマンが今最も注目するトップパティスリー。フランスの伝統とパティシエ青
木定治の斬新的な感性が生みだす魅力的なパティスリーです。

26
be
ビー

㈱ｂｅ-ｊａｐｏｎ ベーカリー等
2002年にパリでオープンした、アラン・デュカスがプロデュースするｂｅは、現在パリ
で2店舗を展開。東京ミッドタウンは国内2号店目の出店です。

27
平田牧場
ヒラタボクジョウ

㈱平田牧場 精肉加工品、軽食等
おいしさ・安全・安心・健康をお届けする平田牧場銘柄豚のお店。自家製ハ
ム・ソーセージや惣菜の物販と、豚料理を味わえるイートインがあります。

28
PHO NAM
フォーナム

㈱オーションズデリ ベトナム料理
PHO NAM（フォーナム）は、ベトナム人が大好きな本場のフォーを楽しめるお店。
生麺を使用した本格派のフォーとヘルシーなベトナム料理が魅力です。

29
Precce Premium
プレッセ　プレミアム

㈱東急ストア スーパーマーケット
ハイクオリティ＆ハイサービスをテーマにした食の専門館プレッセを、東京ミッドタウ
ンではプレッセ　プレミアムに進化させます。鮮度・専門性・利便性を追求し、洗
練された商品とサービスを２４時間提供します。

○

30
Baker Bounce
ベーカー　バウンス

㈱Baker Bounce ハンバーガー・サンドイッチ
本格手作りダイナー。素材そのものの美味しさを生かしたアットホームなアメリカン
料理。ベーコンチーズバーガーがおすすめ。



店舗名 会社名 営業種目 店舗の特徴 日本初
新業態＝○初

出店＝●

31
Belberry
ベルベリー

㈱ル･ショコラ･デュ･ディアマン ジャム・マーマレード
1956年から続く、ベルギー・西フランダース地方のコンフィチュールブランドが日本
初上陸。伝統的な製法で作るコンフィチュールの販売とカフェでのデザート展開
を行います。

○

32
MADISON PARK CAFE
マディソンパーク　カフェ

㈱スティルフーズ ホットドック
シェフ イアン・トーザー氏オリジナルのホットローステッドホットドッグが、美味しいカ
プチーノやこだわりのビール・ワインとともに楽しめます。

○

33
Manhattan Deli
マンハッタンデリ

㈲ベリッシマ デリカテッセン
季節の食材をふんだんに取り入れたデリメニューやデザートが豊富に味
わえます。アメリカの有名シェフによる限定メニューもあり、忙しい時でも手
軽に楽しめる本格的な味が魅力です。

●

33
麺
メン

㈱フード・エンターテイメント 中華麺・スィーツ
古くから中国に伝わる、弾力のある生麺「刀削麺」。職人が披露する技を
楽しんだ後は、できたての麺をお持ち帰りできます。マンゴージュースなど
のドリンクも販売。

34
A.Lecomte
ルコント

㈱ルコント 洋菓子、洋惣菜
創業1968年。パティシエ、アンドレ・ルコントによる日本で最初のフランス人による
フランス菓子専門店。日本に本格的なフランス菓子をもたらした名店。

サービス

店舗名 会社名 営業種目 店舗の特徴 日本初
新業態＝○
初出店＝●

1
ABC Cooking Studio
plus international
エービーシークッキングスタジオ・プラスインターナショナル

㈱ABC Cooking Studio
クッキングスタジオ・キッチン雑
貨

英語でも学べる国際色あふれる料理教室。ＡＢＣオリジナル・レシピキットなどを
販売するショップやカジュアルにお茶を楽しめる茶室を併設し、世界に向け食の
新しいライフスタイルを提案。

○

2
クリスチャン トルチュ フラワーブティック
クリスチャン トルチュ フラワーブティック

㈱A・C・T 生花・花卉・雑貨
L'Art de vivre（美的生活）をコンセプトに自然の素朴な美しさと都会の洗練さ
れたモードを融合し、人々の生活を、より活き活きと美しくする花のスタイルを提
案。

 
shu sanctuary
シュウサンクチュアリ

㈱シュウウエムラ トータルビューティケア
Beauty、Health、and Culture-美容家・植村秀が核となり「カルチャー」も発信
してゆく「美と健康」に特化したサービスを提供する店舗の集合体。

○

3
AROMATIQUE
アロマティーク

アロマセラピー
アロマティークが提案する、今までにないアロマセラピーを形にしたカスタマイズ
ショップ＆サロン。完全予約制のトリートメントの他、対面式での香りのブレンディ
ングも行う。

4
IMMUDYNE
イムダイン

サプリメント
シュウウエムラ氏が理学博士との共同開発により生み出した、オリジナルのサプリ
メントショップ。コンセプトは浄化・強化・緩和。サプリ選びは常駐する専門家がア
ドバイス。

5
votre histoire
ヴォートル・イストワール

エステティック・サロン
エステティックサロンの黎明期からサロン経営に携わってきたシュウウエムラ氏が、
今改めてこの時代に提案する本格派エステティックサロン。

6
EXCEL
エクセル

ヘアサロン・ネイルサロン
長年培ってきたテクニックと感性に加え、充実したスパ＆メディックを導入。
NAIL、HAIRのトータルビューティーを集結。

7
OPTICAL ESTHETICS 1
オプティカル エステティックス　ワン

メイクアップ・オプティカルエステ
オプティカルアドバイザー上久保慧奈美プロデュースによる、エグゼグティブ、VIP
層の顧客を対象に、メイクとのコラボレイションを組みこんだ初のアイウエアショッ
プ。世界で一つのオリジナルフレームの販売も。

●

8
The Refinery London
ザ・リファイナリー・ロンドン

メンズ・グルーミング・サロン
ロンドン発メンズ・グルーミング・サロンのパイオニア。紳士クラブの雰囲気の中、
バーバー、スキンケア等のトータルグルーミングサービスをワンストップで行う。

○

9
salon de shu sanctuary
サロン ド シュウサンクチュアリ

カフェ シュウウエムラ氏が初プロデュースするヘルシードリンク・フードに特化したカフェ。 ○

10
studio de beaute
ステュディオ ド ボーテ

フィットネススタジオ
エステや各サロンで磨き上げた体を、よりしなやかに鍛えるフィットネスメニューを提
供します。

○

11
セブン-イレブン
セブン イレブン

㈱セブン-イレブン・ジャパン コンビニエンスストア
本物志向でこだわりの素材を使い、健康に配慮した安心･安全なオリジナル商
品や便利なサービスを提供。

12
TSUTAYA BOOK STORE
ツタヤ　ブック　ストア

㈱TSUTAYA STOREＳ 書籍
洗練された編集力で、六本木で働くオフィスワーカーの方々に新しいＬｉｆｅｓｔｙｌｅ
を提案し、魅力的な一冊を選んで頂けます。

13
TSUTAYA MUSIC STORE
ツタヤ　ミュージック　ストア

㈱TSUTAYA STORES ＣＤ、ＤＶＤ、書籍
世界のビジネスシーンで活躍し、自分のLife Styleと価値観を持つ大人のため
に。音楽の楽しみ方とそれを手に入れるための空間を提供。

○

14
dogdays
ドッグデイズ

ドッグプラネット㈱ ペットサービス・ペットグッズ
犬の健康と美容に関する商品・サービスが何でも揃う、日本最大級の「ペットの
健康メガストア」。常駐する獣医師が犬の健康をサポートします。

○

15
トモズ express
トモズ エクスプレス

㈱住商ドラッグストアーズ ドラッグストア・コスメティック
美と健康の相談窓口として、医薬品・サプリメントはもちろん、ドクターズコスメ等
の化粧品も豊富に品揃えしたドラッグストアです。

16
5th Alley Studio
フィフス　アレイ　ステュディオ

㈱イクスピアリ 文房具
「ON TIME is my time」をテーマに、日常生活の〝ON〟の部分（働く時間）
も、自分らしく心地良く演出できる雑貨を提供します。

○

17
Fuji Xerox Art Space
フジゼロックスアートスペース

富士ゼロックス㈱ 版画ギャラリー
富士ゼロックスのメセナ活動のひとつである版画コレクションの常設展示スペー
ス。本社移転に伴い東京ミッドタウンへ移転。展覧会は年4～5回を企画。主に
20世紀の美術作品（版画）で構成予定。

日本初　海外の店舗やブランドが日本に初めて出店する店舗

○＝新業態　出店者が新しいコンセプト・商品構成で出店する店舗

●＝初出店　初めて直営店として出店する店舗

◎＝シェフ直営　オーナーシェフが自ら出店する店舗
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