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＜添付資料 1＞出店店舗一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新店　27店舗＞
【ファッション】9店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

レディス・雑貨 Enchante Lou Lou アンシャンテルル 10/下旬

レディス・雑貨 GRAN BUFULL グランビュフル 9/19

レディス・雑貨 studio CLIP スタディオクリップ 10/24

メンズ・レディス TAKA Q タカキュー 9/5

レディス Desigual デシグアル 10/24

キッズ ブランシェス ブランシェス 9/19

メンズ・レディス Blue　Standard ブルースタンダード ● 10/24

メンズ・レディス・雑貨 RUE DE MIX ルーデミックス ● 10/下旬

着物・服飾雑貨 和ごころりんず ワゴコロリンズ 10/16

【服飾雑貨】10店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

インナー(レディス） AMPHI アンフィ 10/24

シューズ・服飾雑貨 ABC-MART RUN&WALK エービーシーマート　ラン＆ウォーク ● 10/24

スマホケース・雑貨 ABstore エービーストア ● 11/上旬

ブランド品・雑貨 GINZA　Happiness ギンザ　ハピネス 9/19

バッグ・服飾雑貨 ＳＡＣ’Ｓ　ＢＡＲ　Jean サックスバージーン 9/19

バッグ JS　TRUNK＆Co ジェイエストランクアンドコー ● 10/24

シューズ・服飾雑貨 SKECHERS スケッチャーズ ● 9/19

ジュエリー Douxmiere bijou SOPHIA ドゥミエールビジュソフィア 11/上旬

雑貨 Ｎａｔｔｙ’ｓ ナッティーズ 9/19

コスメ・服飾雑貨 MARY　QUANT マリークヮント 10/24

【その他雑貨】2店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

生活雑貨・服飾雑貨 3COINS スリーコインズ 9/19

寝具雑貨 B-design ビーデザイン 10/24

【食物販】2店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

洋菓子 アンドリューエッグタルト アンドリューエッグタルト ● 8/1

和菓子 柿安口福堂 カキヤスコウフクドウ 10/24

【飲食】1店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

和定食 さち福や サチフクヤ ● 11/7

【フードコート】2店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

アイスクリーム
コールド・ストーン・クリーマリー
/　クロワッサンたい焼き

コールド・ストーン・クリーマ
リー/クロワッサンタイヤキ

10/24

牛タン・グリル しおや シオヤ 10/24

【サービス】1店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

ヘアサロン クイックカットBB クイックカットBB 9/19

＜改装　22店舗＞
【ファッション】9店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

メンズ・レディス ikka LOUNGE イッカ　ラウンジ 9/19

レディス INGNI イング 9/18

メンズ・レディス VENCE share style ヴァンス　シェアスタイル ● 10/24

メンズ・レディス OSADA PLUS オサダ　プラス 9/19

レディス Garden by oneway ガーデン　バイ　ワンウェイ 9/上旬

メンズ・レディス COEN コーエン 9/16

レディス・服飾雑貨 D-HEARTS Four Seasons Store ディーハーツ　フォーシーズンズストア 9/19

メンズ・レディス・服飾雑貨 Billabong ビラボン 9/5

レディス PAGEBOY ページボーイ 10/3

【服飾雑貨】6店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

ファッション雑貨 MUK MOCA BROWN エムユーケー　モカ　ブラウン 9/19

シューズ crocs by fam クロックス　バイ　ファム 9/2

ジュエリー ジュエリーツツミ ジュエリーツツミ 10/24

自然派化粧品 LUSH ラッシュ 9/19

インテリア雑貨 LOVER'S　ROOM ラバーズ　ルーム 9/18

インナー(レディス） AMO'S STYLE by Triumph アモスタイル　バイトリンプ 10/24

【その他雑貨】2店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

シューズ エスペランサ+Kids エスペランサ　プラス　キッズ 9/1

コンタクト 中央ｺﾝﾀｸﾄ チュウオウコンタクト 10/24

【食物販】1店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

バウムクーヘン・ラスク 治一郎 ジイチロウ 9/19

【飲食】1店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

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 10/下旬

【サービス】3店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

眼科 高見丘眼科 タカミガオカガンカ 10/24

アミューズメント namco ナムコ 7/16

貴金属・ブランド品・リサイクル リサイクルキング リサイクルキング 9/18

※上記リストは2015年7月15日時点の情報です。


