
【物販】

1 ファッション＆雑貨 A・studio NECK WEAR エースタジオ　ネックウェア ●

2 ファッション＆雑貨 AS KNOW AS outlet アズ ノゥ アズ アウトレット ●

3 ファッション＆雑貨 AUSTIN REED オースチンリード ○ ○

4 ファッション＆雑貨 ａｘｅｓｆｅｍｍｅ　oｕｔｌｅｔ アクシーズファム　アウトレット ●

5 ファッション＆雑貨 Ｂ．Ｃ　ＳＴＯＣＫ ベーセーストック ●

6 ファッション＆雑貨 BARACUTA バラクータ ●

7 ファッション＆雑貨 Beach Factory ビーチファクトリー ●

8 ファッション＆雑貨 ＢＥＬＬＥ ＢＯＵＤＯＩＲ　ＯＵＴＬＥＴ ベルブードワァ　アウトレット ●

9 ファッション＆雑貨 CROCODILE クロコダイル ●

10 ファッション＆雑貨 DAKS ダックス ●

11 ファッション＆雑貨 Dear Princess ディアプリンセス ●

12 ファッション＆雑貨 ｅｆ-ｄｅ エフデ ●

13 ファッション＆雑貨 Fredy & Ｇloster フレディ アンド グロスター ○ ○

14 ファッション＆雑貨 ＧＡＰ ＯＵＴＬＥＴ ギャップ アウトレット ●

15 ファッション＆雑貨 ＧＬＯＢＡＬ　ＷＯＲＫ　ＯＵＴＬＥＴ グローバルワーク　アウトレット ●

16 ファッション＆雑貨 Golden Bear outlet ゴールデンベア　アウトレット ●

17 ファッション＆雑貨 ｇｒａｎｉｐｈ グラニフ ●

18 ファッション＆雑貨 ILLSTORE OUTLET イルストア　アウトレット ○ ○

19 ファッション＆雑貨 ＩＮＥＤ イネド　 ●

20 ファッション＆雑貨 INTERPLANET two インタープラネット　トゥ ●

21 ファッション＆雑貨 J.FERRY OUTLET SELECT ジェイフェリー アウトレットセレクト ●

22 ファッション＆雑貨 ＫＡＴＨＡＲＩＮＥ ＨＡＭＮＥＴＴ キャサリン ハムネット ●

23 ファッション＆雑貨 KLEIN+ クランプリュス ○ ○

24 ファッション＆雑貨 Ｌ’ＥＱＵＩＰＥ ＹＯＳＨＩＥ ＩＮＡＢＡ・ＭＯＧＡ レキップ　ヨシエイナバ・モガ ●

25 ファッション＆雑貨 Labrador Retriever ラブラドール リトリーバー ●

26 ファッション＆雑貨 ＬＡＳＴ ＣＡＬＬ ラスト コール ●

27 ファッション＆雑貨 Ｌｅ ｓｏｕｋ ルスーク ●

28 ファッション＆雑貨 ＬＯＷＲＹＳ　ＦAＲＭ　ＯＵＴＬＥＴ ローリーズファーム　アウトレット ●

29 ファッション＆雑貨 manics マニックス ●

30 ファッション＆雑貨 MITSUMINE ミツミネ ●

31 ファッション＆雑貨 NEWYORKER ニューヨーカー ●

32 ファッション＆雑貨 ＮＥＸＴ ＤＯＯＲ ネクストドア ●

33 ファッション＆雑貨 NICE CLAUP OUTLET ナイスクラップ アウトレット ●

34 ファッション＆雑貨 ＮＩＣＯＬＥ ニコル ●

35 ファッション＆雑貨 NOLLEY'S MEN'S ノーリーズメンズ ●

36 ファッション＆雑貨 ＰＡＧＥＢＯＹ ページボーイ ●

37 ファッション＆雑貨 PAL GROUP OUTLET パルグループ　アウトレット ●

38 ファッション＆雑貨 ＰＡＺＺＯ・ＷＯＲＫＳ パッゾ・ワークス ●

39 ファッション＆雑貨 pour la frime/GAMI プーラ　フリーム/ギャミヌリィ ●

40 ファッション＆雑貨 prose verse プロズヴェール ●

41 ファッション＆雑貨 RNA STOCK OPTION アールエヌエーストックオプション ●

42 ファッション＆雑貨 Rope Picnic ロペピクニック ●

43 ファッション＆雑貨 RYKIEL HOMME リキエル　オム ○ ○

44 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 ●

45 ファッション＆雑貨 ＳＣＨＩＡＴＴＩ　ＳＨＩＲＴ　ｄｅ　ＳＴＯＣＫ スキャッティ・シャツ　デ　ストック

46 ファッション＆雑貨 Shel'tter シェルター ●

47 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 ●

48 ファッション＆雑貨 ＴÊTE　HOMME テットオム ●

49 ファッション＆雑貨 ｔｏｃｏ　ｔｏｃｏ　ｆｕｎ トコトコファン ●

50 キッズファッション＆雑貨 F.O. FACTORY エフ・オー・ファクトリー ○ ○

51 キッズファッション＆雑貨 ＭＩＫＩＨＯＵＳＥ ＲＥＰＲＯ ミキハウス リプロ ●

52 キッズファッション＆雑貨 StompStamp ストンプ・スタンプ ●

53 ファッション雑貨 ACE OUTLET エース　アウトレット ●

54 ファッション雑貨 ＣＯＡＣＨ　ＦＡＣＴＯＲＹ コーチファクトリー ●

55 ファッション雑貨 crocs　　 クロックス ●

56 ファッション雑貨 Ｆｕｋｕｓｋｅ　ＯＵＴＬＥＴ フクスケ　アウトレット ●

57 ファッション雑貨 garcia-style factory store ガルシアスタイル　ファクトリーストア ○ ○

58 ファッション雑貨 HAWKINS & VANS ホーキンス　アンド　バンズ ●

59 ファッション雑貨 Hush Puppies OUTLET ハッシュパピーアウトレット ●

60 ファッション雑貨 Inner Island インナーアイランド ○ ○

61 ファッション雑貨 Ｌｅ　ＭＡＲＣＨＥ　２ ル・マルシェ　ドゥ ●

62 ファッション雑貨 LESPACE 靴 de STOCK レスパースクツデストック ○ ○

63 ファッション雑貨 LeSportsac レスポートサック ●

64 ファッション雑貨 ＮＩＮＥ ＷＥＳＴ ナインウエスト ●

65 ファッション雑貨 ｎｏａｈ　ｎｏａｈ ノアノア ●

66 ファッション雑貨 ＯｎOff オノフ ●

67 ファッション雑貨 PAPILLONNER by Pal collection パピヨネ　バイ　パルコレクション ●

68 ファッション雑貨 Red shoes tokyo　ＯｌＯｌ レッド シューズ トウキョウ　ＯｌＯｌ ○ ○

69 ファッション雑貨 REGAL ANCHORPOINT          リーガル　アンカーポイント ●

70 ファッション雑貨 russet by Pal collection ラシット　バイ　パルコレクション ●

71 ファッション雑貨 TIMEX タイメックス ●

72 ファッション雑貨 Ｔｒｉｕｍｐｈ  ＦＡＣＴＯＲＹ　ＯＵＴＬＥＴ トリンプ　ファクトリー　アウトレット

業種 店舗名 店舗名（ｶﾀｶﾅ表記）
日本

初出店
東北

初出店



73 ファッション雑貨 Ｗａｃｏａｌ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＳＴＯＲＥ ワコールファクトリーストア ●

74 ファッション雑貨 ＷＡＹ OUT！ ウェイ アウト！ ●

75 ファッション雑貨 Ｚｏｆｆ Ｏｕｔｌｅｔ ゾフ アウトレット ●

76 ファッション雑貨 帽子屋 OUTLET ボウシヤ　アウトレット ●

77 インテリア＆生活雑貨 Ｆｒａｎｃ ｆｒａｎｃ ＢＡＺＡＲ フラン フラン バザー ●

78 インテリア＆生活雑貨 VICEVERSA ヴァイスヴァーサ ●

79 生活雑貨 ＬＥ ＣＲＥＵＳＥＴ ル･クルーゼ ●

80 コスメティック Ｃ/ＯＳＭＥＴＩＣＳ ｃｅｌｕｌｅ コスメティックス　セルレ ●

81 バラエティ雑貨 ＬＥＧＯ　Ｃｌｉｃｋｂｒｉｃｋ レゴ・クリックブリック

82 ハワイアン雑貨 Hula Hawaii フラハワイ ●

83 ペットファッション&関連雑貨 ＰＥＴ　ＰＡＲＡＤＩＳＥ ペットパラダイス ●

84 ジーニング BOBSON OUTLET SHOP ボブソン　アウトレットショップ

85 ジーニング BRAPPERS ブラッパーズ ○ ○

86 ジーニング ＥＤＷＩＮ エドウイン ●

87 ジーニング SOMETHING サムシング ●

88 スポーツ＆アウトドア ASICS　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＯＵＴＬＥＴ アシックス・ファクトリーアウトレット ●

89 スポーツ＆アウトドア ＢＩＬＬＡＢＯＮＧ ビラボン ●

90 スポーツ＆アウトドア LOGOS SHOP ロゴスショップ ●

91 スポーツ＆アウトドア mont・bell club/mont・bell factory outlet モンベルクラブ/モンベル ファクトリーアウトレット ●

92 スポーツ＆アウトドア Oｎｉｔｓｕｋａ　Ｔｉｇｅｒ　Outlet オニツカタイガーアウトレット ●

93 スポーツ＆アウトドア ＱＵＩＫＳＩＬＶＥＲ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＯＵＴＬＥＴ　ＳＴＯＲＥ クイックシルバー　ファクトリーアウトレットストア ●

94 スポーツ＆アウトドア ＲＩＰ　ＣＵＲＬ　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｓｔｏｒｅ リップカールファクトリーストア ●

95 スポーツ＆アウトドア ROXY　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＯＵＴＬＥＴ　ＳＴＯＲＥ ロキシー　ファクトリーアウトレットストア ●

96 スポーツ＆カジュアル KENZO GOLF / STREET@GREEN ケンゾーゴルフ　/　ストリート　アット　グリーン ●

97 スポーツ＆カジュアル ＬＯＣＡＬ MOTION ローカル モーション ●

【飲食】

98 カフェ The Best Cheesecakes Cafe ザベストチーズケークスカフェ ●

99 カフェ ＴＵＬＬＹ’Ｓ　ＣＯＦＦＥＥ タリーズコーヒー

100 イタリアン COPIN コパン

101 寿司 北辰鮨 ホクシンズシ

102 ブッフェ BUFFET FOUR ROOMS ブッフェフォールームス ●

【フードコート】

103 甘味 喜久水庵 キクスイアン - -

104 三陸海鮮丼 三陸まるかじり　どん辰 サンリクマルカジリ ドンタツ - -

105 仙台辛味噌ラーメン ラーメン味よし ラーメンアジヨシ - -

106 仙台味噌煮込ハンバーグ 仙台味噌煮込みハンバーグ　○龜商店 センダイミソニコミハンバーグ　マルガメショウテン - -

107 比内鶏親子丼 究極の親子丼　炙屋十兵衛 キュウキョクノオヤコドン　アブリヤジュウベイ - -

108 豚丼・日本酒 炭火焼き豚丼　まる家 スミビヤキブタドン　マルヤ - -

109 盛岡冷麺 ぴょんぴょん舎　オンマーキッチン ピョンピョンシャ　オンマーキッチン - -

110 山形そば・稲庭うどん 山形そば　稲庭うどん　神室庵 ヤマガタソバ　イナニワウドン　カムロアン - -

111 東北駅弁丼 駅弁工房 エキベンコウボウ - -

【マーケットストリート】

112 ベーカリーカフェ デリフランス デリフランス

113 ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ・ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ Peko Store ペコストア ○ ○

114 パーラー FUJIYA PARLOR フジヤパーラー ○ ○

115 雑貨・カフェ 水の旅 ミズノタビ ○ ○

116 土産・駅弁販売 おみやげ処　みちのく オミヤゲドコロ　ミチノク ○ ○

【サービス】

117 洋服のリフォーム ALTEREX アルタレックス - -

118 キッズテーマパーク CLUB yukids クラブ ユウキッズ - -

119 キッズテーマパーク yukids CARNIVAL ユウキッズ カーニバル - -

120 ＡＴＭ SAISON ATM セゾンエイティエム - -

業種 店舗名 店舗名（ｶﾀｶﾅ表記）
日本

初出店
東北

初出店

業種 店舗名 店舗名（ｶﾀｶﾅ表記）
日本

初出店
東北

初出店

業種 店舗名 店舗名（ｶﾀｶﾅ表記）
日本

初出店
東北

初出店

業種 店舗名 店舗名（ｶﾀｶﾅ表記）
日本

初出店
東北

初出店


