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＜添付資料1＞出店店舗一覧（今般発表分の180店舗） 

 

◆ファッション 54店舗 

 

 

＊上記リストは2019 年3月7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。

業種 店舗名 ヨミガナ

レディス Ｍ．ｄｅｕｘ エムドゥ

レディス ＰＬＳＴ プラステ

レディス Ｖｉｎ ヴァン

レディス ベルーナ ベルーナ

レディス、服飾雑貨 ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＨＯＬＩＣ アメリカンホリック

レディス、服飾雑貨 ＡＮＡＰ アナップ

レディス、服飾雑貨 Ｂｅｉｇｎｅｔｓ Ｆｏｕｒｒｅｓ ベニエフレェ

レディス、服飾雑貨 ＩＮＧＮＩ イング

レディス、服飾雑貨 ｍｅｉｒｉｒｅ メイリールー

レディス、服飾雑貨 ＳＭ２ ｋｅｉｔｔｉｏ サマンサモスモスケイッティオ

レディス、服飾雑貨 Ｔｅ ｃｈｉｃｈｉ／Ｌｕｇｎｏｎｃｕｒｅ テチチ／ルノンキュール

レディス、服飾雑貨 ＴＯＫＹＯ ＩＧＩＮ ＳＴＡＲＳＩＡ トウキョウイギンスターシャ

レディス、服飾雑貨 ロペピクニック ロペピクニック

レディス、雑貨 ａｎｙＳｉＳ エニィスィス

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

レディス、雑貨 ハミルトンエッセンス ハミルトンエッセンス

メンズ、服飾雑貨 ＨＩＤＥＡＷＡＹＳ ハイダウェイ

メンズ、キッズ、ゴルフウェア Ｇ－ＬＡＮＤ ＥＸＴＲＥＭＥ ジーランドエクストリーム

レディス、メンズ ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ アズールバイマウジー

レディス、メンズ ｃｏｅｎ コーエン

レディス、メンズ ＦＲＥＡＫ’Ｓ ＳＴＯＲＥ フリークス ストア

レディス、メンズ ｎａｎｏ・ｕｎｉｖｅｒｓｅ ナノ・ユニバース

レディス、メンズ ＯＲＩＨＩＣＡ オリヒカ

レディス、メンズ ＴＯＭＭＹ ＨＩＬＦＩＧＥＲ トミーヒルフィガー

レディス、メンズ アーバンリサーチドアーズ アーバンリサーチドアーズ

レディス、メンズ クロコダイル クロコダイル

レディス、メンズ センスオブプレイスバイアーバンリサーチ センスオブプレイスバイアーバンリサーチ

レディス、メンズ フラグメンツ ａｓｓｅｍｂｌｅ ｂｙ ＣＨＩＫＵＭＡ フラグメンツアセンブルバイチクマ

レディス、メンズ、関連雑貨 ＣＯＬＯＮＹ ２１３９ コロニートゥーワンスリーナイン

レディス、メンズ、関連雑貨 ＪＯＵＲＮＡＬ ＳＴＡＮＤＡＲＤ ｒｅｌｕｍｅ ジャーナルスタンダードレリューム

レディス、メンズ、関連雑貨 ＷＯＲＫＭＡＮ Ｐｌｕｓ ワークマンプラス

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＧＵＥＳＳ ゲス

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＬＡＣＯＳＴＥ ラコステ

レディス、メンズ、雑貨 Ｈｕｓｈ Ｐｕｐｐｉｅｓ ハッシュパピー

レディス、メンズ、雑貨 ｎｉｋｏ ａｎｄ．．． ニコアンド

レディス、メンズ、雑貨 ＷＥＧＯ ウィゴー

レディス、メンズ、雑貨 リーバイス（Ｒ）ストア リーバイスストア
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◆ファッション雑貨・雑貨・その他  64 店舗 

 
＊上記リストは 2019 年 3月 7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。 

業種 店舗名 ヨミガナ

レディス、メンズ、キッズ ｃｏｃａ コカ

レディス、メンズ、キッズ Ｈ＆Ｍ エイチ・アンド・エム

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

レディス、メンズ、キッズ グローバルワーク グローバルワーク

レディス、メンズ、キッズ ライトオン ライトオン

レディス、メンズ、キッズ、ベビー Ｇａｐ Ｆａｃｔｏｒｙ Ｓｔｏｒｅ ギャップファクトリーストア

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 ＣＯＭＭＥ ＣＡ ＳＴＹＬＥ コムサスタイル

ベビーキッズ マザウェイズ マザウェイズ

キッズ ＡＬＧＹ アルジー

キッズ ＥＲＡＢＵ ＳＴＯＲＥ エラブストア

キッズ、雑貨 ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ プティマイン

キッズ、雑貨 ブランシェス ブランシェス

ジュニア、雑貨 ＪＥＮＮＩ ジェ二ィ

ティーンズ ＰＩＮＫ－ｌａｔｔｅ ピンク ラテ

ティーンズ レピピアルマリオ レピピアルマリオ

シャツ、服飾雑貨 ＴＯＫＹＯ ＳＨＩＲＴＳ トウキョウシャツ

着物 きものやまと キモノヤマト

業種 店舗名 ヨミガナ

ベビー用品 アカチャンホンポ アカチャンホンポ

アウトドア用品 アルペンアウトドアーズ アルペンアウトドアーズ

アウトドア用品 コロンビア コロンビア

アウトドア用品、雑貨 ＬＯＧＯＳ ＳＨＯＰ ロゴスショップ

スポーツ用品 ＢＯＤＹＭＡＫＥＲ ボディメーカー

スポーツ用品 ＳＵＰＥＲ ＳＰＯＲＴＳ ＸＥＢＩＯ スーパースポーツゼビオ

スポーツ用品 ムラサキスポーツ ムラサキスポーツ

アクセサリー ＭＵＫ ＭＯＣＡＢＲＯＷＮ エムユーケーモカブラウン

アクセサリー、ビーズ パーツクラブ パーツクラブ

ジュエリー ｂｉｊｏｕ ＳＯＰＨＩＡ ビジュソフィア

ジュエリー ＶÉＲＩＴÉ ベリテ

ジュエリー 銀座ダイヤモンドシライシ ギンザダイヤモンドシライシ

ジュエリー エクセルコダイヤモンド エクセルコダイヤモンド

ジュエリー ミルフローラ ミルフローラ

シルバーアクセサリー、革製品、時計 ＳＡＡＤ サード

化粧品 ＡＬＢＩＯＮ ＤＲＥＳＳＥＲ アルビオンドレッサー

化粧品 ｃｏｓｍｅｔｅｒｉａ コスメテリア

化粧品 ＮＡＲＣＩＳ ナルシス

化粧品 ＰＯＬＡ ＴＨＥ ＢＥＡＵＴＹ ポーラザビューティー

化粧品 ＴＨＥ ＢＯＤＹ ＳＨＯＰ ザ・ボディショップ

化粧品 マークスアンドウェブ マークスアンドウェブ

鞄 サックスバー サックスバー
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＊上記リストは 2019 年 3月 7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。 

業種 店舗名 ヨミガナ

靴 ＮＥＸＴ ＦＯＣＵＳ ネクストフォーカス

靴、服飾雑貨 ファウンテンブルーモード・エ・ジャコモ ファウンテンブルーモード・エ・ジャコモ

靴、雑貨 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ エービーシーマート

靴、雑貨 Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ ｂｙ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ シャルロットバイエービーシーマート

靴下 靴下屋 クツシタヤ

ランジェリー ａｉｍｅｒｆｅｅｌ エメフィール

眼鏡、サングラス ＪＩＮＳ ジンズ

眼鏡、サングラス ゾフ ゾフ

眼鏡、補聴器 眼鏡市場ＴＥＲＲＡＣＥ メガネイチバテラス

生活雑貨 Ｆｌｙｉｎｇ Ｔｉｇｅｒ Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ フライングタイガーコペンハーゲン

生活雑貨 ＬｏＦｔ ロフト

生活雑貨 ｏｎｅ’ｓｔｅｒｒａｃｅ ワンズテラス

生活雑貨 ダイソー ダイソー

生活雑貨、服飾雑貨 ３ＣＯＩＮＳ スリーコインズ

生活雑貨、アクセサリー ｉｌｌｕｓｉｅ３００ イルーシーサンマルマル

服飾雑貨 Ｐｉｏｎ Ｇｉｆｔ ＆ ｍｉｎｅ ピオン ギフトアンドマイン

服飾雑貨 サンキューマート サンキューマート

服飾雑貨、生活雑貨 ブルーブルーエ ブルーブルーエ

雑貨 ＡＷＥＳＯＭＥ ＳＴＯＲＥ オーサムストア

和雑貨 ＳＨＩＮＡ シナ

アクセサリー、雑貨 Ｉｆｔｏ イフト

バラエティ雑貨 オリンピア オリンピア

バラエティ雑貨 ピーチクラブ ピーチクラブ

バラエティ雑貨、書籍、ＣＤ ヴィレッジヴァンガード ヴィレッジヴァンガード

文房具、生活雑貨、食品 Ｔｈｅ Ｌｉｂｒｅｔｔｏ ＭＡＲＫＥＴ ザ・リブレットマーケット

書籍 Ｂｏｏｋｓ Ｔｈｅ Ｌｉｂｒｅｔｔｏ ブックス・ザ・リブレット

キッチン雑貨、食品 ２１２ ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＯＲＥ トゥーワントゥーキッチンストア

エスニック雑貨 チャイハネ チャイハネ

ハワイアン雑貨 フララニハワイ フララニハワイ

バッグ、革小物、服飾雑貨 ｃａｒｃｒｕ カルクル

家具、雑貨 ＦＡＣＴＯＲＹ＆ＳＴＯＲＥ ＭＡＮＵＡＬｇｒａｐｈ ファクトリーアンドストア マニュアルグラフ

腕時計 ＴｉＣＴＡＣ チックタック

生花、フラワー雑貨、観葉植物 ｋａｒｅｎｄｏ カレンド

Ａｐｐｌｅ製品、Ａｐｐｌｅ製品修理 Ｃ ｓｍａｒｔ シースマート

携帯アクセサリー ＡＢｓｔｏｒｅ エービーストア

ドラッグストア、医薬品 ウエルシア ウエルシア

ペット、ペットグッズ、理容、預かり ペットショップ ワンラブ ペットショップ ワンラブ

自転車 Ｃｙｃｌｅ Ｓｐｏｔ サイクルスポット

手芸 ユザワヤ ユザワヤ

寝具 Ｂ－ＤＥＳＩＧＮ ビーデザイン

印章、表札 はん・印刷 大谷 ハン・インサツ オオタニ

スポーツ・健康グッズ、サロン ファイテンショップ ファイテンショップ
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◆サービス 20 店舗 

 
 

 

◆スーパー・食物販 10店舗 

 
 

 

◆マルシェ 1 店舗 

 
 

＊上記リストは 2019 年 3月 7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。 

業種 店舗名 ヨミガナ

アミューズメント、ボウリング、キッズ （仮称）コロナワールド コロナワールド

シネマコンプレックス シネマサンシャイン シネマサンシャイン

携帯電話 ａｕショップ エーユーショップ

携帯電話 ＵＱスポット ユーキュースポット

携帯電話 ソフトバンク ソフトバンク

携帯電話 楽天モバイル ラクテンモバイル

保険代理店 保険クリニック ホケンクリニック

保険代理店 ほけんの窓口 ホケンノマドグチ

旅行代理店 Ｈ．Ｉ．Ｓ． エイチ・アイ・エス

クリーニング ピュアクリーニング ピュアクリーニング

ヘアカット 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

美容室、ネイル、まつ毛エクステ Ｓｏｉｌ ＡＶＥＤＡ ソイルアヴェダ

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

整体、骨盤調整 整体×骨盤 カラダファクトリー セイタイ×コツバン カラダファクトリー

靴・鞄の修理、合鍵 リアット！ リアット

洋服のお直し 洋服直し専門店 アプローズ ヨウフクナオシセンモンテン アプローズ

写真スタジオ スタジオアリス スタジオアリス

住宅関連の講座、相談サービス スーモカウンター スーモカウンター

英会話・そろばん 森のキッズｅクラブ モリノキッズイークラブ

業種 店舗名 ヨミガナ

スーパーマーケット ＳＡＮＷＡ サンワ

和グロサリー 久世福商店 クゼフクショウテン

ベーカリー ドンク／ミニワン ドンク／ミニワン

珈琲、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

食品 北海道うまいもの館 ホッカイドウウマイモノカン

和菓子 柿安口福堂 カキヤスコウフクドウ

洋菓子 モロゾフ モロゾフ

洋菓子、洋惣菜 フロ プレステージュ フロ プレステージュ

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

フルーツジュース Ｆｒｕｉｔｓ Ｂａｒ ＡＯＫＩ フルーツバーアオキ

業種 店舗名 ヨミガナ

マルシェ、レストラン （仮称）佐政マルシェ サマサマルシェ

マルシェ内店舗 （仮称）荒井園 アライエン

マルシェ内店舗 （仮称）フードカルチャー・ルネサンス フードカルチャー・ルネサンス

マルシェ内店舗 （仮称）肉のくわばら ニクノクワバラ
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◆レストラン・カフェ他 19 店舗 

 
 

 

◆フードコート 12 店舗 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記リストは 2019 年 3月 7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。 

業種 店舗名 ヨミガナ

カフェ 珈琲所 コメダ珈琲店 コーヒードコロコメダコーヒーテン

スペシャリティコーヒー スターバックスコーヒー スターバックスコーヒー

カフェダイニング （仮称）伊豆高原ケニーズハウスカフェ イズコウゲンケニーズハウスカフェ

焼肉 焼肉飯店 京昌園 ヤキニクハンテンケイショウエン

蕎麦、うなぎ、定食 吉祥庵 キッショウアン

ハンバーグ いしがまやハンバーグ イシガマヤハンバーグ

オムライス ３ Ｌｉｔｔｌｅ Ｅｇｇｓ スリーリトルエッグス

ドーナッツ ＪＡＣＫ ＩＮ ＴＨＥ ＤＯＮＵＴＳ ジャックインザドーナッツ

しゃぶしゃぶ、寿司他　食べ放題 しゃぶ菜 シャブサイ

ハンバーガー マクドナルド マクドナルド

総合ビュッフェ ファミリービュッフェ 太陽のごちそう ファミリービュッフェ タイヨウノゴチソウ

串揚げビュッフェ 串家物語 クシヤモノガタリ

パスタ、洋食 鎌倉パスタ カマクラパスタ

中華料理 香港厨房 ホンコンチュウボウ

とんかつ、惣菜 とんかつ新宿さぼてん トンカツシンジュクサボテン

和定食 奥出雲玄米食堂井上 オクイズモゲンマイショクドウイノウエ

スペシャリティコーヒー タリーズコーヒー タリーズコーヒー

チョコレート、ドリンク ゴディバ ゴディバ

ベーカリーカフェ サンマルクカフェ サンマルクカフェ

業種 店舗名 ヨミガナ

ステーキ いきなりステーキ イキナリステーキ

ちゃんぽん リンガーハット リンガーハット

肉丼、肉料理 伝説のすた丼屋 デンセツノスタドンヤ

たこ焼き 築地銀だこ ツキジギンダコ

うどん、天ぷら、おむすび 丸亀製麺 マルガメセイメン

スパゲティ パスタ屋一丁目 パスタヤイッチョウメ

かつめし、かつ丼 かつゑもん カツエモン

海鮮丼、かきあげ丼 魚河岸丸天 ウオガシマルテン

餃子 石松餃子 イシマツギョウザ

パンケーキ、ハワイアンフード ホノルル食堂 Ｄａ Ｃａｆｅ ホノルルショクドウ ダカフェ

ラーメン 麺や庄の メンヤショウノ

ラーメン ＲＡＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ 博多一風堂 ラーメンエクスプレスハカタイップウドウ


