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＜添付資料 1＞ 出店店舗一覧                                 

◆ファッション 100 店舗 

 

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

レディス アースミュージック＆エコロジー　リビングストア アースミュージック＆エコロジー　リビングストア ●

レディス アーモワール　カプリス アーモワール　カプリス

レディス アヴァンリリィ アヴァンリリィ

レディス ａｓ　ｋｎｏｗ　ａｓ　ｄｅ　ｂａｓｅ アズ　ノゥ　アズ　ドゥ　バズ

レディス ＹＥＣＣＡ　ＶＥＣＣＡ イェッカヴェッカ

レディス ＩＮＧＮＩ イング

レディス ｅｒｉｎ　ｒｏｂｅ エリンローブ

レディス ＯＺＯＣ オゾック

レディス ＣＡＢＡＮＡ　ｉｎ　Ｂｏｕ　Ｊｅｌｏｕｄ カバナ　イン　ブージュルード ●

レディス Ｃｏｕｔｕｒｅ　ｂｒｏｏｃｈ クチュールブローチ

レディス ＳＭ２　ｋｅｉｔｔｏ サマンサモスモスケイッティオ

レディス ＳＴＵＤＩＯ　ＣＬＩＰ スタディオクリップ

レディス ＣＥＣＩＬ　ＭｃＢＥＥ セシルマクビー

レディス ｃｅｐｏ．．ＳＴＡＴＩＣＥ セポスターチス

レディス ＮＡＴＵＲＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　ＢＡＳＩＣ ナチュラルビューティーベーシック

レディス パターンフィオナ パターンフィオナ

レディス Ｂ－Ｔｈｒｅｅ ビースリー

レディス ファッションヴィレッヂ ファッションヴィレッヂ ●

レディス Ｆｒａｍｅｓ　ＲＡＹ　ＣＡＳＳＩＮ フレームスレイカズン

レディス ＰＡＧＥＢＯＹ ページボーイ

レディス Ｍｅｗ’ｓ ミューズ ●

レディス Ｍｕｌｌｅｒ ミューラー

レディス ＬＩＭＥ．ＩＮＣ ライムインク ●

レディス ＲＥＴＲＯ　ＧＩＲＬ レトロガール

レディス ロペピクニック ロペピクニック

レディス・キッズ ａｘｅｓ　ｆｅｍｍｅ アクシーズファム

メンズ・レディス・キッズ Ｇａｐ／ＧａｐＫｉｄｓ ギャップ／ギャップキッズ

メンズ・レディス・キッズ ＫＯＥ コエ ●

メンズ・レディス・キッズ ｇｏａ　ＴＨＥ　ＳＴＯＲＥ ゴアザストア

メンズ・レディス・キッズ ＧＵ ジーユー

メンズ・レディス・キッズ ランドリー ランドリー

レディス・服飾雑貨 レプシィムローリーズファーム レプシィムローリズファーム

生活雑貨・レディス Ｌｂｃ　ｗｉｔｈ　Ｌｉｆｅ エルビーシーウィズライフ ● ●

メンズ・レディス アーバンリサーチドアーズ アーバンリサーチドアーズ

メンズ･レディス ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ アズール バイ マウジー

メンズ・レディス ａｄｏｎｉｓ　ｇｒｅｅｎ アドニスグリーン ●

メンズ・レディス Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅａｇｌｅ　Ｏｕｔｆｉｔｔｅｒｓ アメリカンイーグルアウトフィッターズ

メンズ・レディス アルマーニエクスチェンジ アルマーニエクスチェンジ ●

メンズ・レディス ＷＥＧＯ ウィゴー

メンズ・レディス ＯＬＤ　ＮＡＶＹ オールドネイビー

メンズ・レディス Ｃａｌｉｌｆｏｒｎｉａ　Ｄｅｐｔ． カリフォルニアデプト ●

メンズ・レディス クイックシルバーストア クイックシルバーストア

メンズ・レディス ＧＯＯＤ　ＤＥＡＬ グッドディール ●

メンズ・レディス ｃｏｅｎ コーエン

メンズ・レディス ＴＨＥ　ＳＵＩＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ ザ　スーツカンパニー

メンズ・レディス ザラ ザラ

メンズ・レディス ＳＨＡＲＥ　ＰＡＲＫ シェアパーク

メンズ・レディス ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ｒｅｌｕｍｅ ジャーナルスタンダード　レリューム

メンズ・レディス ＳＴＵＳＳＹ ステューシー

メンズ・レディス センスオブプレイス センスオブプレイス

メンズ・レディス Ｃｉａｏｐａｎｉｃ チャオパニック

メンズ・レディス チャンピオン チャンピオン ●

メンズ・レディス Ｄｉｓｃｏａｔ　Ｐａｒｉｓｉｅｎ ディスコート　パリシアン ●

メンズ・レディス ナノ・ユニバース　フラメント　クオレ ナノ・ユニバース　フラメント　クオレ ● ●

メンズ・レディス ｎｉｋｏ　ａｎｄ ニコアンド

メンズ・レディス ＦＲＥＡＫ’Ｓ　ＳＴＯＲＥ フリークスストア

メンズ・レディス ＢＲＩＣＫ　ＨＯＵＳＥ　ｂｙ　ＴＯＫＹＯ　ＳＨＩＲＴＳ ブリックハウスバイトウキョウシャツ

メンズ・レディース マーノ・ガーメント　コンプレックス マーノ・ガーメント　コンプレックス

メンズ・レディス ユナイテッドアローズグリーンレーベル ユナイテッドアローズグリーンレーベル

メンズ・レディス ＬＥ　ＪＵＮ　 ル・ジュン

メンズ・レディス ＲＯＤＥＯ ＣＲＯＷＮS ＷＩＤＥ ＢOWL ロデオ クラウンズ ワイド ボウル

メンズ・レディス・生活雑貨 ｉｋｋａ　ＬＯＵＮＧＥ イッカラウンジ ●

メンズ ＥＤＩＴＩＯＮ　ＷＯＲＫＳ エディション　ワークス

※上記リストは 2015 年 6月 11 日時点の情報です。 
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◆ママ・子育て 12 店舗 

 

  

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

メンズ （仮称）ＯＳＡＤＡ　ＰＬＵＳ オサダプラス ●

メンズ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ　 コレクティブ

メンズ ジャックローズ ジャックローズ

メンズ トルネードマート トルネードマート

メンズ ＨＩＤＥＡＷＡＹＳ ハイダウェイ

メンズ マーノ・ガーメント　コンプレックス マーノ・ガーメント　コンプレックス

メガネ ＪＩＮＳ ジンズ

インナー ＡＭＯ’Ｓ　ＳＴＹＬＥ　ｂｙ　Ｔｒｉｕｍｐｈ アモスタイルバイトリンプ

インナー ＡＭＰＨＩ　ＦＵＬＦＲＵ アンフィフルフル

インナー ウンナナクール　ウーマン ウンナナクール　ウーマン ●

インナー＆レッグス チュチュアンナ チュチュアンナ

靴下 靴下屋 クツシタヤ

靴 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ エービーシー・マート

靴 ｅｎｃｈａｎｔｅｄ エンチャンテッド

靴 ゲンキ・キッズ ゲンキ・キッズ

靴 ビルケンシュトック ビルケンシュトック

靴 Ｙｏｕ－Ｈｏｌａ！ ユーホラ ●

靴 ＲＥＧＡＬ　ＳＨＯＥＳ リーガルシューズ

鞄・服飾雑貨 アート・バーグ アート・バーグ

鞄 ＡＣＥ エース

鞄 サックスバー サックスバー

鞄 サマンサ＆シュエット サマンサアンドシュエット

鞄 サマンサベガ サマンサベガ

服飾雑貨・カフェ他 ＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡ Ｓｔｙｌｅ　Ｍａｉｓｏｎ タカシマヤスタイルメゾン ● ● ●

衣服・雑貨/生活雑貨/食品 無印良品 ムジルシリョウヒン

服飾雑貨 アルテミスｂｙダイアナ アルテミスバイダイアナ

服飾雑貨 アルメダールス アルメダールス ● ● ●

服飾雑貨 エスペランサ＋Ｋｉｄｓ エスペランサプラスキッズ ●

服飾雑貨 ｃｒｏｃｓ クロックス

服飾雑貨 コレクターズ コレクターズ

服飾雑貨 ＳＨＯＥ　ＢＡＲ シューバー

服飾雑貨 ＷＡ　ＯＲｉｅｎｔａｌ　ＴＲａｆｆｉｃ ダブルエーオリエンタルトラフィック

服飾雑貨 ピンクレモンツリー ピンクレモンツリー

服飾雑貨 フララニハワイ フララニハワイ

服飾雑貨 ＦＬＡＶＡ　ＤＥＳＩＧＮ フレイヴァデザイン ●

服飾雑貨 マーレマーレデイリーマーケット マーレマーレデイリーマーケット

服飾雑貨 マリ―クワント マリークワント

呉服 さが美 サガミ

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

キッズ ＡＬＧＹ アルジー

キッズ クレアーズ クレアーズ

キッズ ジェニイ ジェニイ

キッズ ｐｅｔｉｔ　ｍａｉｎ プティマイン

キッズ ＢＲＥＥＺＥ ブリーズ

キッズ マーキーズ マーキーズ

キッズ・メンズ・レディス グラニフキッズ グラニフキッズ

マタニティ・ベビー・キッズ アカチャンホンポ アカチャンホンポ

ベビー・キッズ・レディス ｆäｆä フェフェ

ベビー・キッズ雑貨 ＤＡＤＷＡＹ　ＬＩＦＥ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ ダッドウェイ　ライフ　ディスカバリー ●

幼児教室 めばえ教室 メバエキョウシツ

幼児教室/フィットネス ＭＹ　ＧＹＭ マイジム

※上記リストは 2015 年 6月 11 日時点の情報です。 
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◆雑貨・サービス他 88 店舗 

 

  

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

雑貨 Ｎａｔｔｙ’ｓ ナッティーズ ●

生活雑貨 Ａｆｔｅｒｎｏｏｎ　Ｔｅａ　ＨＯＭＥ　＆　ＬＩＶＩＮＧ アフタヌーンティー・ホーム＆リビング

生活雑貨 オーサムストア オーサムストア ●

生活雑貨 Ｃａｎ★Ｄｏ キャンドゥ

生活雑貨 ３ＣＯＩＮＳ スリーコインズ

生活雑貨 ２１２　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＳＴＯＲＥ トゥーワントゥー　キッチンストア

生活雑貨 季日和 トキビヨリ

生活雑貨 ハンプティーダンプティ― ハンプティーダンプティー

生活雑貨 ライフボックス ライフボックス ●

生活雑貨 ル・クルーゼ ル・クルーゼ

生活雑貨 ＬｏＦｔ ロフト

生活雑貨 ローラアシュレイホーム ローラアシュレイホーム

生活雑貨 ｏｎｅ’ｓ　ｔｅｒｒａｃｅ ワンズテラス

ライフスタイル雑貨 チチカカ チチカカ

自然派化粧品・生活雑貨 マークスアンドウェブ マークスアンドウェブ

バラエティ雑貨 ＯＬＹＭＰＩＡ　Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ　Ｌａｂｅｌ オリンピア　チョコレートレーベル

バラエティ雑貨 包むファクトリー ツツムファクトリー

家具・雑貨 ＣＲＡＳＨ　ＧＡＴＥ　ＰＬＵＳ クラッシュゲートプラス ●

家具・雑貨 ＫＥＹＵＣＡ ケユカ

ガーデニング・生活雑貨衣料 インナチュラル インナチュラル

キャラクター雑貨 サンリオギフトゲート サンリオギフトゲート

タオル タオル美術館 タオルビジュツカン

ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ・ｺｰﾋｰｶﾌﾟｾﾙ・ｺｰﾋｰ関連ｱｸｾｻﾘｰ ネスプレッソブティック ネスプレッソブティック ●

アクセサリー Ａ・Ｊ・Ｄ　ＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ アジェデアクセサリーズ

アクセサリー ミルフローラ・ドゥ ミルフローラ・ドゥ

アクセサリー＆ビーズ パーツクラブ パーツクラブ

天然石アクセサリー アナヒータストーンズ アナヒータストーンズ

シルバー ＢＬＥＳＳ ブレス ●

ジュエリー ＴＨＥ　ＫＩＳＳ ザ・キッス

ジュエリー Ｌｕｎａ ルナ ●

ジュエリー・服飾雑貨 ｃａｎａｌ４℃・Ｌｕｒｉａ４℃ カナルヨンドシー・ルリアヨンドシー

眼鏡 眼鏡市場 メガネイチバ

時計・眼鏡 ＴｉＣＴＡＣ チック・タック

時計・眼鏡 ＰＯＫＥＲ　ＦＡＣＥ ポーカーフェイス

アウトドア Ａ＆Ｆ　ＣＯＵＮＴＲＹ エイアンドエフ　カントリー

アウトドア コロンビアスポーツウェア コロンビアスポーツウェア

アウトドア モンベル モンベル

スポーツギア エルブレス エルブレス

スポーツギア ｓｎｏｗ　ｐｅａｋ スノーピーク

スポーツ＆アウトドア アディダス　オリジナルスショップ アディダス　オリジナルスショップ

スポーツ＆アウトドア ＴＨＥ　ＮＯＲＴＨ　ＦＡＣＥ＋ ザ・ノース・フェイス　プラス

コスメ ＫＩＥＨＬ’Ｓ　ＳＩＮＣＥ　１８５１ キールズ

コスメ フルーツギャザリング フルーツギャザリング ●

フレッシュハンドメイドコスメ ＬＵＳＨ ラッシュ

軽飲料／化粧雑貨 ＲＥＣＥＴＴＥ　　ＡＵＸ　ＰＡＲＡＤＩＳ ルセット　オゥパラディ ●

ハーブ・アロマ関連 生活の木 セイカツノキ

ドラッグストア トモズ トモズ

寝具 Ｂ－ＤＥＳＩＧＮ ビーデザイン ●

書店・雑貨 ＢＯＷＬ ボウル ●

書店 有隣堂 ユウリンドウ

ＣＤ・ＤＶＤ・チケット バンダレコード バンダレコード ●

楽器・音楽教室 島村楽器 シマムラガッキ

家電 ｎｏｊｉｍａ ノジマ

携帯キャリアショップ ａｕショップ エーユーショップ

携帯キャリアショップ ソフトバンク ソフトバンク

携帯キャリアショップ Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ ワイモバイル

ペット ＰＥＴ　ＰＡＲＡＤＡＩＳＥ　ＤＸ ペットパラダイスデラックス

宝くじ 大黒天宝くじ ダイコクテンタカラクジ

写真スタジオ ｈｏｌｌｙｈｏｃｋ ホリーホック

保険 ほけん百花 ホケンヒャッカ

保険 保険見直し本舗 ホケンミナオシホンポ

料理教室 ＡＢＣ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ ＡＢＣ　クッキングスタジオ

ホットヨガ ホットヨガスタジオＬＡＶＡ ホットヨガスタジオラバ

※上記リストは 2015 年 6月 11 日時点の情報です。 
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◆レストラン・カフェ 18 店舗 

 

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

フィットネス ボディーズ ボディーズ

旅行代理店 エイチ・アイ・エス エイチアイエス

旅行代理店 ＪＴＢ ジェイティービー

美容室 ＡＶＥＤＡ　ｇｒｉｔ アヴェダ　グリット ●

美容室 ＱＢハウス キュービーハウス

美容室 美容室イレブンカット ビヨウシツイレブンカット

美容 ビューティーテラス ビューティーテラス

美容 ネイルズユニーク ネイルズユニーク

エステ ルナカーザプラス海老名 ルナカーザプラスエビナ ●

リラクゼーションサロン ラフィネプリュス／ナチュラルボディ ラフィネプリュス／ナチュラルボディ

整骨院 げんき堂整骨院・げんき堂鍼灸院 ゲンキドウセイコツイン・ゲンキドウシンキュウイン

外国語教室 ＥＣＣ外語学院 イーシーシーガイゴガクイン

パソコン教室 ハロー！パソコン教室 ハローパソコンキョウシツ

クリーニング ポニークリーニング ポニークリーニング

サービス ＬＯＯＫＳＭＡＲＴ ルックスマート

コンタクトレンズ エースコンタクト エースコンタクト

眼科 （仮称）なえ眼科クリニック ナエガンカクリニック

アミューズメントパーク （仮称）ＡｓｏＭＩＸ アソミックス ●

銀行 静岡中央銀行 シズオカチュウオウギンコウ

ＡＴＭ スルガ銀行ＡＴＭ スルガギンコウエーティーエム

ＡＴＭ みずほ銀行ＡＴＭ ミズホ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

ＡＴＭ ゆうちょ銀行ＡＴＭ ユウチョギンコウエーティーエム

ＡＴＭ 横浜銀行ＡＴＭ ヨコハマギンコウエーティーエム

ＡＴＭ りそな銀行ＡＴＭ リソナギンコウエーティーエム

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

カフェ・フレンチトースト Ｉｖｏｒｉｓｈ アイボリッシュ ● ●

親子カフェ ＡＲＯＵＮＤ　ＴＡＢＬＥ アラウンドテーブル ●

ハワイアン Ｋａｉｌｕａ　Ｗｅｅｋｅｎｄ カイルア　ウィークエンド ●

和カフェ カフェ会 カフェカイ ●

串揚ビュッフェ 串屋物語 クシヤモノガタリ

総合ビュッフェ ＴＨＥ　ＢＵＦＦＥＴ　ＤＩＮＥＲ ザ　ビュッフェ　ダイナー ● ● ●

サンドウィッチ サブウェイ サブウェイ

飲食 Ｊ．Ｓ．ＢＵＲＧＥＲＳ　ＣＡＦＥ ＪＳバーガーズカフェ

とんかつ 熟成豚かつ　だいち ジュクセイトンカツ　ダイチ ● ●

スペシャルティ　コーヒーストア スターバックス　コーヒー スターバックス　コーヒー

回転寿司 大起水産回転寿司 ダイキスイサンカイテンズシ

中華 大連餃子基地　ＤＡＬＩＡＮ ダイレンギョウザキチ　ダリアン

居酒屋・焼肉 月あかり、輪火 ツキアカリ、リンカ ●

鉄板ダイニング 鉄板焼　寿々の助 テッパンヤキ　ジュジュノスケ ●

カフェ デリス　タルトアンドカフェ デリス　タルト　アンド　カフェ

イタリアン ＢＡＬ　ＰＩＮＯＬＯ バルピノーロ ●

グリル・ハンバーグ ハングリータイガー ハングリータイガー

スパニッシュ ＬＯＢＲＯＳ　×　ＹＯＣＣＯ’Ｓ　ＲＩＣＯ　ＴＡＢＬＥ ロブロス　バイ　ヨッコーズ　リコ　テーブル ● ● ●

※上記リストは 2015 年 6月 11 日時点の情報です。 
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◆フードコート 11 店舗 

 

 

 ◆スーパーマーケット・食物販 33 店舗 

  

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

うどん うまげな ウマゲナ ●

カフェ＆バー È　ＰＲＯＮＴＯ エプロント ●

粉物 大阪グルメ　てっぱん屋台 オオサカグルメテッパンヤタイ ●

海鮮 小田原港　わらべ オダワラコウ　ワラベ ● ●

つけ麺・ラーメン 久臨 キュウリン ●

中華 京鼎樓小館 ジンディンロウショウカン

牛たん 仙臺たんや　利久 センダイタンヤ　リキュウ ●

親子丼 鶏　三和 トリサンワ

和定食 博多めんたい　やまや食堂 ハカタメンタイ　ヤマヤショクドウ

パスタ＆ピッツァ ＰＡＳＴＡ　＆　ＰＩＺＺＡ　Ｓａｌｖａｔｏｒｅ　Ｃｕｏｍｏ パスタ　アンド　ピッツァ　サルヴァトーレ　クオモ ●

カレー 野菜を食べるカレーｃａｍｐ　ｅｘｐｒｅｓｓ ヤサイヲタベルカレー　キャンプエクスプレス

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

スーパーマーケット ロピア ロピア

和菓子 浅草　梅園 アサクサウメゾノ

アジア惣菜 ＡＳＩＡＮ　ＣＵＩＳＩＮＥ　ＣＨＯＰＳＰＯＯＮ　ＤＥＬＩ＆ＫＩＴＣＨＥＮ アジアン　キュイジーヌ　チョップスプーン　デリ　アンド　キッチン ● ●

おにぎり おにぎり　結び菜 オニギリ　ムスビサイ ● ●

コーヒー・輸入食品 カルディコーヒーファーム カルディコーヒーファーム

グロッサリー 北野エース キタノエース

中華惣菜 桂林常菜房 ケイリンジョウサイボウ

和菓子 口福堂 コウフクドウ

チョコーレート ゴディバ ゴディバ

アイスクリーム サーティワンアイスクリーム サーティワンアイスクリーム

ベーカリー 湘南Ｂｉｇｇｙ ショウナンビギー

寿司、水産加工品 鈴木水産・三崎豊魚 スズキスイサン・ミサキホウギョ ●

和惣菜 惣菜暖簾山正 ソウザイノレンヤマショウ ● ● ●

洋惣菜 ターブルオギノ ターブルオギノ ●

中華惣菜 ＤＡＬＩＡＮ　點心舗 ダリアンテンシンホ ●

たこ焼き 築地銀だこ ツキジギンダコ

デニッシュ ｄａｎｉｓｈ　Ｂａｒ デニッシュバー

グロッサリー 富澤商店 トミザワショウテン

とんかつ とんかつ新宿さぼてん トンカツシンジュクサボテン

ベーカリー ドンク ドンク

鶏惣菜 日本一 ニホンイチ

駄菓子 ふうりん堂 フウリンドウ

グロッサリー ＦＥＴＥ　ｌｅ　Ｍａｒｃｈｅ フェテルマルシェ

ジュースバー Ｆｒｕｔｉｓ　Ｂａｒ　ＡＯＫＩ フルーツバーアオキ

洋惣菜 ＦＬＯ　ＰＲＥＳＴＩＧＥ　ＰＡＲＩＳ フロ　プロステージュ　パリ

洋菓子 ＢＡＫＥ　ＣＨＥＥＳＥ　ＴＡＲＴ ベイク　チーズ　タルト

ソフトクリーム・洋菓子 ベビーモンシェールカフェ ベビーモンシェールカフェ ●

ファストフード ミスタードーナツ ミスタードーナツ

洋菓子 モロゾフグランＴＯＫＹＯ モロゾフグラントーキョー

洋惣菜 山のホテル　Ａｕ　ｂｏｎ　Ｒｏｓａｇｅ ヤマノホテル　オーボンロサージュ

鯛焼き 横浜くりこ庵 ヨコハマクリコアン

洋菓子 鹿鳴館 ロクメイカン

ワッフル・ケーキ ワッフル・ケーキの店　Ｒ．Ｌ ワッフル・ケーキノミセ　エール・エル

※上記リストは 2015 年 6月 11 日時点の情報です。 


