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＜添付資料 1＞新規出店・改装店舗一覧 

【新規出店店舗】 

■物販・サービス（32 店舗） 
業種詳細 新店舗名 ヨミ オープン日（予定） 関東初 神奈川初 新業態 SC初

婦人服その他 Aga アーガ 3月1日

洋菓子 ガトー・ド・ボワイヤージュ ガトー・ド・ボワイヤージュ 3月8日

衣料品、装飾品 トルネードマートワールド トルネードマートワールド 3月15日

衣料品、服飾雑貨 r・p・s アール・ピー・エス 3月19日 〇 〇

ﾚﾃﾞｨｽｱﾊﾟﾚﾙ axes femme アクシーズファム 3月19日

メンズ、レディース アズール バイ マウジー/RODEO CROWNS WIDE BOWL アズールバイマウジー/ロデオクラウン ワイドボウル 3月19日

バッグ、その他 aniary アニアリ 3月19日 〇

CD、DVD、その他関連商品 HMV エイチエムブイ 3月19日

菓子他 おかしのまちおか オカシノマチオカ 3月19日

メガネ KANEKO OPTICAL カネコオプチカル 3月19日

コーヒー酒類他 カルディーコーヒーファーム カルディーコーヒーファーム 3月19日

北海道物産 ぐるめどさんこ市場 グルメドサンコイチバ 3月19日

アウトドア用品 コロンビアスポーツウェア/プラナ コロンビアスポーツウェア/プラナ 3月19日 〇 〇 〇 〇
子供服、雑貨 THE NORTH FACE / HELLY HANSEN KIDS ザノースフェイス ヘリーハンセン　キッズ 3月19日 〇 〇 〇 〇
グロッサリー 成城石井 セイジョウイシイ 3月19日

キッチン用品等・家電用品等 ティファールストア ティファールストア 3月19日
ジュエリー、その他関連雑貨 TODAY's DIAMONDS TSUTSUMI トゥデイズダイヤモンズツツミ 3月19日 〇 〇 〇

ジュエリー、服飾雑貨 bijou SOPHIA ビジュソフィア 3月19日
ネイルケア、ネイル関連商品 ファストネイル ファストネイル 3月19日

衣料品 PLST プラステ 3月19日
メンズ、レディース、キッズ衣料品・雑貨 HELLYHANSEN ヘリーハンセン 3月19日

イヤホン、スピーカー等 ボーズ・ダイレクトストア ボーズダイレクトストア 3月19日
衣料品、服飾雑貨等 PORT OF CALL ポートオブコール 3月19日

子供服 マザウェイズ マザウェイズ 3月19日
遊技場 リトルプラネット リトルプラネット 3月19日 ○

バッグ、服飾雑貨 レスポートサック レスポートサック 3月19日
ﾚﾃﾞｨｽ、雑貨 LOWRYS FARM ローリーズファーム 3月19日
産直野菜 わくわく広場 ワクワクヒロバ 3月19日

衣料品・雑貨 ハイダウェイ ハイダウェイ 4月10日
ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ、雑貨 BAYFLOW ベイフロー 4月10日

靴、衣料品、服飾雑貨 atmos アトモス 4月上旬
メンズ・レディス衣料品、雑貨 FREAK'S STORE フリークスストア　　 4月上旬  

■レストラン・カフェ（5 店舗） 
業種詳細 新店舗名 ヨミ オープン日（予定） 関東初 神奈川初 新業態 SC初

台湾スイーツ 台湾甜商店 タイワンテンショウテン 3月19日 〇
中華ブッフェ 包包點心 ポウポウテンシン 3月19日 〇 〇 〇
らーめん他 名島亭 ナジマテイ 4月19日 〇 〇

ベーカリーレストラン BAKERY RESTAURANT TERME2 ベーカリーレストラン テルメ2 4月19日 〇 〇 〇
喫茶 星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン 4月19日  

 

■特選ダイニングフォーシュン（フードコート）（3 店舗） 
業種詳細 新店舗名 ヨミ オープン日（予定） 関東初 神奈川初 新業態 SC初

うどん 香川一福 カガワイップク 3月19日 〇
寿司・海鮮丼 築地青空三代目 ツキジアオゾラサンダイメ 3月19日 〇

親子丼他 鶏三和 トリサンワ 3月19日  
 

【改装店舗】 

■物販・サービス（10 店舗） 
業種詳細 店舗名 ヨミ オープン日(予定）

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 2月7日
呉服 鈴乃屋 スズノヤ 3月1日

婦人服、服飾雑貨等 NATURAL BEAUTY BASIC ナチュラルビューテーベーシック 3月1日

キッズアミューズメント アドベンチャーアイランド アドベンチャーアイランド 3月2日

英語学院、託児 メガブルーバード メガブルーバード 3月8日
服飾雑貨 MUK MOCABROWN エムユーケーモカブラウン 3月19日

衣料品その他 THE NORTH FACE + ザ・ノースフェイスプラス 3月19日
楽器・音楽教室 島村楽器 シマムラガッキ 3月19日
ハワイアン雑貨 フララニハワイ フララニハワイ 3月19日

子供服 BREEZE ブリーズ 3月19日 
 

■レストラン・カフェ（3 店舗） 
業種詳細 店舗名 ヨミ オープン日（予定）

ラーメン、他 横濱一品香 ヨコハマイッピンコウ 3月17日

とんかつ他 とんかつ新宿さぼてん トンカツシンジュクサボテン 3月19日

バームクーヘン・ラスク他 治一郎 ジイチロウ 3月19日  
 

 

※上記リストは 2019 年 2 月 12 日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


