
≪第2期開業部分店舗≫
【物販】66店舗

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
関東

初出店
備考

ファッション＆雑貨 B shop OUTLET ビショップ アウトレット
ファッション＆雑貨 BLUMARINE ブルマリン ● ●
ファッション＆雑貨 Chloé クロエ ●
ファッション＆雑貨 coen SURPLUS コーエン サープラス
ファッション＆雑貨 DENHAM デンハム ● ●
ファッション＆雑貨 DIESEL ディーゼル
ファッション＆雑貨 DSQUARED2 ディースクエアード
ファッション＆雑貨 GALLARDAGALANTE ガリャルダガランテ
ファッション＆雑貨 ISETAN OUTLET STORE イセタン アウトレット ストア ● ● メンズウィメンズ複合店としては初出店

ファッション＆雑貨 JOSEPH ジョゼフ ●
ファッション＆雑貨 LANVIN COLLECTION ランバン コレクション
ファッション＆雑貨 LANVIN en Bleu ランバン オン ブルー ● ●
ファッション＆雑貨 LIBRE MAISON リーブル メゾン ● ●
ファッション＆雑貨 MARGARET HOWELL A.G.O. マーガレット・ハウエル エー.ジー.オー.
ファッション＆雑貨 MARNI マルニ
ファッション＆雑貨 mikiHOUSE REPRO ミキハウス リプロ
ファッション＆雑貨 Ｍｉｔｓｕｍｉｎｅ ミツミネ
ファッション＆雑貨 Moschino／Alberta Ferretti モスキーノ／アルベルタ フェレッティ ●
ファッション＆雑貨 Paul Smith ポール・スミス ● ウィメンズショップ
ファッション＆雑貨 RED VALENTINO レッド ヴァレンティノ
ファッション＆雑貨 SeeByChloé シーバイクロエ
ファッション＆雑貨 STRASBURGO ストラスブルゴ ●
ファッション＆雑貨 studio CLIP スタディオクリップ
ファッション＆雑貨 Tommy Bahama トミー バハマ ● ●
ファッション＆雑貨 VERSACE ヴェルサーチ 期間限定店舗
ファッション＆雑貨 VIA BUS STOP ヴィア バス ストップ ●
ファッション＆雑貨 セオリーアウトレット セオリーアウトレット
ファッション＆雑貨 ゼニア アウトレットストア ゼニア アウトレットストア
ファッション＆雑貨 ナパピリ ナパピリ
ファッション＆雑貨 プリングル 1815 プリングル エイティーンフィフティーン ● ●
ファッション＆雑貨 ヤコブ コーエン ヤコブ コーエン ● ●
ファッション＆雑貨 ルシアン ペラフィネ ルシアン ペラフィネ ● ●
ファッション雑貨 ANYA HINDMARCH アニヤ・ハインドマーチ
ファッション雑貨 BRIEFING ブリーフィング ● ●
ファッション雑貨 CHARLES & KEITH チャールズ アンド キース ● ●
ファッション雑貨 genten ゲンテン ●
ファッション雑貨 Jimmy Choo ジミー チュウ ●
ファッション雑貨 MINNETONKA ミネトンカ ● ●
ファッション雑貨 MULBERRY マルベリー ● ●
ファッション雑貨 RADLEY ラドリー ● ●
ファッション雑貨 Ray-Ban レイバン
ファッション雑貨 S.T. Dupont エス・テー・デュポン ●
ファッション雑貨 TUMI トゥミ
ファッション雑貨 UGG Australia アグ オーストラリア
ファッション雑貨 ブルーノマリ ブルーノマリ
ファッション雑貨 モーダ・クレア アウトレット モーダ・クレア アウトレット ● ●
生活雑貨 Afternoon Tea LIVING アフタヌーンティー・リビング
生活雑貨 Franc franc BAZAR フラン フラン バザー
生活雑貨 HMVアウトレット エイチエムヴィアウトレット ● ●
生活雑貨 WEDGWOOD GROUP FACTORY SHOP ウェッジウッド グループ ファクトリー ショップ
生活雑貨 漆器 山田平安堂 ヤマダヘイアンドウ ● ●
生活雑貨 テネリータ バザー テネリータ バザー ● ●
生活雑貨 ドクターシーラボ ドクターシーラボ
生活雑貨 ビレロイ＆ボッホ ビレロイアンドボッホ
生活雑貨 ラルフ ローレン ホーム ファクトリーストア ラルフ ローレン ホーム ファクトリーストア
バラエティ雑貨 DISNEY STORE ディズニーストア
食品 KuKuRuZa Popcorn ククルザ ポップコーン
食品 久世福商店 KUZEFUKU OUTLET クゼフクショウテン クゼフク アウトレット ● ●
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
スポーツ＆アウトドア Columbia Sportswear コロンビア スポーツウェア
スポーツ＆アウトドア Megabass メガバス ● ●
スポーツ＆アウトドア ＯＡＫＬＥＹ ＶＡＵＬＴ オークリー ボルト
スポーツ＆アウトドア TCG × patagonia  ティーシージーパタゴニア
スポーツ＆アウトドア ZOY　FACTORY　STORE ゾーイファクトリーストア ● ●
スポーツ＆アウトドア アークテリクス アークテリクス ● ●
スポーツ＆アウトドア タイトリスト／フットジョイ タイトリスト／フットジョイ ● ●

【フードコート】5店舗

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
関東

初出店
備考

和食 仙臺たんや利久 センダイタンヤリキュウ
和食 日本橋天丼 金子半之助 ニホンバシテンドン カネコハンノスケ
ラーメン RAMEN EXPRESS Produced by博多一風堂 ラーメン エクスプレス プロデュースド バイハカタイップウドウ

イタリアン PIZZA SALVATORE CUOMO ピッツァサルヴァトーレクオモ
ジュース 果汁工房 果琳 カジュウコウボウ カリン

【サービス】2店舗

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
関東

初出店
備考

ＡＴＭ 京葉銀行ＡＴＭ ケイヨウギンコウ エーティーエム
ＡＴＭ 三井住友銀行ＡＴＭ ミツイスミトモギンコウ エーティーエム

※上記リストは2014年4月23日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。


