
【物販】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
中国地方
初出店

1 ファッション＆雑貨 ANNE KLEIN アン クライン ●

2 ファッション＆雑貨 ARMANI OUTLET アルマーニ アウトレット ●

3 ファッション＆雑貨 ARNOLD PALMER OUTLET アーノルドパーマー アウトレット ●

4 ファッション＆雑貨 AS KNOW AS outlet アズ ノゥ アズ 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 BABYLONE STOCK バビロン ストック ●

7 ファッション＆雑貨 BANANA REPUBLIC FACTORY STORE バナナ・リパブリック・ファクトリーストア ●

8 ファッション＆雑貨 BARACUTA バラクータ ●

9 ファッション＆雑貨 BE RADIANCE OUTLET ビーラディエンス アウトレット ○ ○

10 ファッション＆雑貨 BEAMS OUTLET ビームス アウトレット ●

11 ファッション＆雑貨 BLUE MOON BLUE OUTLET ブルームーンブルー アウトレット ●

12 ファッション＆雑貨 Brooks Brothers ブルックス ブラザーズ ●

13 ファッション＆雑貨 CECIL McBEE OUTLET セシルマクビーアウトレット ●

14 ファッション＆雑貨 chambre de charme シャンブル ドゥ シャーム ●

15 ファッション＆雑貨 CIAOPANIC チャオパニック ●

16 ファッション＆雑貨 clear クリア ●

17 ファッション＆雑貨 COCOLULU OUTLET ココルル アウトレット ●

18 ファッション＆雑貨 DOG DEPT ドッグデプト ●

19 ファッション＆雑貨 DOUDOU ドゥドゥ ●

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

21 ファッション＆雑貨 EGOIST エゴイスト ●

22 ファッション＆雑貨 ETRO エトロ ●

23 ファッション＆雑貨 franche lippée フランシュリッペ ●

24 ファッション＆雑貨 Fukuske Outlet フクスケ アウトレット ●

25 ファッション＆雑貨 GALLARDA GALANTE ガリャルダガランテ ●

26 ファッション＆雑貨 GAP OUTLET ギャップアウトレット ●

27 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 ●

28 ファッション＆雑貨 JAYRO / JAYRO white ジャイロ / ジャイロホワイト ●

29 ファッション＆雑貨 JUNMEN ジュンメン ●

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

31 ファッション＆雑貨 KLEIN+ クランプリュス ●

32 ファッション＆雑貨 LAUNDRY'S ランドリーズ ●

33 ファッション＆雑貨 LE CIEL BLEU ルシェルブルー ●

34 ファッション＆雑貨 MELROSE メルローズ ●

35 ファッション＆雑貨 MEN'S BIGI FACTORY OUTLETS メンズビギ ファクトリー アウトレット ●

36 ファッション＆雑貨 MERCURYDUO マーキュリーデュオ ●

37 ファッション＆雑貨 MITSUMINE ミツミネ ●

38 ファッション＆雑貨 nano・universe BASEMENT ナノ・ユニバース ベースメント ●

39 ファッション＆雑貨 NICOLE ニコル ●

40 ファッション＆雑貨 OLIVE des OLIVE OUTLET オリーブ デ オリーブ アウトレット ●

41 ファッション＆雑貨 one way 2nd ワンウェイ セカンド ●

42 ファッション＆雑貨 Otto OUTLET オットー・アウトレット ●

43 ファッション＆雑貨 PAZZO WORKS パッゾ ワークス ●

44 ファッション＆雑貨 point dig ポイント ディッグ ●

45 ファッション＆雑貨 PROFILE OUTLET プロフィール アウトレット ●

46 ファッション＆雑貨 Ray Cassin レイ カズン ●

47 ファッション＆雑貨 Roomy's OUTLET ルーミーズ アウトレット ●

48 ファッション＆雑貨 ROSE BUD ローズバッド ●

49 ファッション＆雑貨 rough ラフ ●

50 ファッション＆雑貨 SM2 OUTLET サマンサモスモス アウトレット ●

51 ファッション＆雑貨 STUSSY ステューシー ●

52 ファッション＆雑貨 TITE IN THE STORE / DRESSLAVE OUTLET ティテ イン ザ ストア/ドレスレイブ アウトレット ○ ○

53 ファッション＆雑貨 TOMMY HILFIGER トミー ヒルフィガー ●

54 ファッション＆雑貨 URBAN RESEARCH ware house アーバンリサーチ ウエアハウス ●

55 ファッション＆雑貨 w closet ダブル クローゼット ●

56 ファッション＆雑貨 YEVS イーブス ●

57 ファッション＆雑貨 印 イン ●

58 キッズファッション＆雑貨 Dream Square ドリームスクエア ●

59 キッズファッション＆雑貨 e.a.B EXCITING SHOP by BEBE エーアーベー エキサイティングショップ バイ ベベ ○ ○

60 ファッション雑貨 AKaKuRa アカクラ ●

61 ファッション雑貨 ART/BERG アートバーグ ●

62 ファッション雑貨 CITIZEN OUTLET シチズン アウトレット ●

63 ファッション雑貨 ESPERANZA OUTLET エスペランサ アウトレット ●

64 ファッション雑貨 Folli Follie Company Store フォリフォリ カンパニーストア ●

65 ファッション雑貨 FOSSIL フォッシル ●

66 ファッション雑貨 FURLA OUTLET フルラ アウトレット ●

67 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 ●

68 ファッション雑貨 HAWKINS ホーキンス ●

69 ファッション雑貨 International Shoes Gallery インターナショナル シューズギャラリー ●

70 ファッション雑貨 LeSportsac レスポートサック ●

※中国地方：岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県



【物販】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
中国地方
初出店

71 ファッション雑貨 madras マドラス ●

72 ファッション雑貨 MSPC PRODUCT エムエスピーシー プロダクト ●

73 ファッション雑貨 ONOFF / LANVIN COLLECTION オノフ / ランバン コレクション ●

74 ファッション雑貨 override OUTLET オーバーライド アウトレット ●

75 ファッション雑貨 PLINIO VISONA' プリニオ ヴィソナ ●

76 ファッション雑貨 Ray-Ban レイバン ●

77 ファッション雑貨 ROCKPORT factory outlet ロックポート ファクトリーアウトレット ●

78 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 ●

79 ファッション雑貨 Samsonite サムソナイト ●

80 ファッション雑貨 SEIKO OUTLET セイコー アウトレット ●

81 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

82 ファッション雑貨 TUMI トゥミ ●

83 ファッション雑貨 VANS バンズ ●

84 ファッション雑貨 VERITE ベリテ ●

85 生活雑貨 DANSK OUTLET ダンスク アウトレット ●

86 生活雑貨 Franc franc BAZAR フランフラン バザー ●

87 生活雑貨 LE CREUSET ル・クルーゼ ●

88 生活雑貨 TEMPUR
® テンピュール ●

89 生活雑貨 T-fal ティファール ●

90 生活雑貨 un jardin…en plus/LES OLIVADES アンジャルダン オン プリュ/レゾリヴァード ○ ○

91 生活雑貨 ZWILLING Group Brand Outlet ツウ゛ィリンググループブランドアウトレット ●

92 生活雑貨 タオル美術館 タオルビジュツカン ●

93 生活雑貨 たち吉 タチキチ ●
94 コスメティック Celule セルレ
95 バラエティ雑貨 BANDAI ásobi： バンダイ アソビー ●

96 バラエティ雑貨 LEGO clickbrick レゴ クリックブリック ●

97 食品 FETE lé Marché フェット ル マルシェ ●

98 食品 GODIVA ゴディバ ●

99 食品 LUPICIA Bon Marché ルピシアボンマルシェ ●

100 ジーニング EDWIN エドウィン ●

101 ジーニング SOMETHING サムシング ●

102 ジーニング Levi's
®
 Outlet リーバイス アウトレット ●

103 スポーツ＆アウトドア adidas factory outlet アディダス ファクトリーアウトレット ●

104 スポーツ＆アウトドア Beach Sound OUTLET ビーチサウンド アウトレット ●

105 スポーツ＆アウトドア Bridgestone Golf Plaza ブリヂストンゴルフプラザ ●

106 スポーツ＆アウトドア Coleman コールマン ●

107 スポーツ＆アウトドア MAMMUT STORE factory OUTLET マムートストア ファクトリーアウトレット ○ ○

108 スポーツ＆アウトドア mont-bell /mont-bell factory outlet モンベル/モンベル ファクトリーアウトレット ●

109 スポーツ＆アウトドア NIKE FACTORY STORE ナイキ ファクトリーストア ●

110 スポーツ＆アウトドア O'NEILL オニール ○ ○

111 スポーツ＆アウトドア PUMA OUTLET プーマ アウトレット ●

112 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 ●

113 スポーツ＆アウトドア TaylorMade - adidas Golf テーラーメイド - アディダスゴルフ ●
114 スポーツ＆アウトドア UNDER ARMOUR FACTORY HOUSE アンダーアーマー ファクトリーハウス ●

【飲食】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
中国地方
初出店

115 カフェ DENMARK THE ROYAL CAFE TERRACE デンマーク・ザ・ロイヤル　カフェ　テラス - -

116 カフェ 軽井沢フラットブレッズ カルイザワ フラットブレッズ - -

117 カフェ STARBUCKS スターバックス - -
118 スイーツ みさお牧場直営　Premium Gelato MISAO ミサオボクジョウチョクエイ　プレミアム ジェラート ミサオ - -

【サービス】

業種 店舗名 店舗名（カナ）
日本

初出店
中国地方
初出店

119 ＡＴＭ セブン銀行ATM セブンギンコウ エーティーエム - -
120 リフォーム reparera レパレラ - -

※中国地方：岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県


