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＜添付資料 1＞ 出店店舗一覧 

 

《物販》 ※関東…東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット

日本
初出店※

アウトレット
関東

初出店※
備考

ファッション TOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー

ファッション ｻﾞ･ﾀﾞﾌｧｰ･ｵﾌﾞ･ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞ ザ・ダファー・オブ・セントジョージ

ファッション NICE CLAUP OUTLET ナイスクラップアウトレット

ファッション 自由区 ジユウク ●

ファッション ﾊﾞﾅﾅ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾌｧｸﾄﾘｰｽﾄｱ バナナ・リパブリック ファクトリーストア

ファッション FREDY&GLOSTER OUTLET フレディアンドグロスターアウトレット ●

ファッション GAP OUTLET ギャップ アウトレット

ファッション UNTITLED/INDIVI アンタイトル／インディヴィ

ファッション ﾛｰｽﾞﾊﾞｯﾄﾞ ローズバッド

ファッション ADAM ET ROPÉ アダムエロペ

ファッション SHEL'TTER/MOUSSY シェルター マウジー

ファッション AVIREX DEPOT アヴィレックス デポ

ファッション Ciaopanic BY PALGROUPOUTLET チャオパニック バイ パルグループアウトレット

ファッション ABAHOUSE アバハウス

ファッション nano･universe ナノ・ユニバース

ファッション LOVELESS ラブレス ●

ファッション LACOSTE OUTLET ラコステアウトレット

ファッション
BLUE LABEL
 / BLACK LABEL　CRESTBRIDGE

ブルーレーベル ／ ブラックレーベル・クレストブリッジ

ファッション NATURAL BEAUTY BASIC ナチュラルビューティーベーシック

ファッション TAKEO　KIKUCHI タケオキクチ

ファッション ne Quittez pas ヌキテパ ● 期間限定店舗

ファッション ｱｽﾞﾉｩｱｽﾞ アズノゥアズ

ファッション NERGY ナージー ●

ファッション URBAN RESEARCH ware house アーバンリサーチウェアハウス

ファッション FREAK'S STORE OUTLET フリークス ストア アウトレット

ファッション SAINT JAMES セント ジェームス

ファッション J.PRESS ジェイプレス

ファッション UNITED ARROWS LTD. OUTLET ユナイテッドアローズ アウトレット

ファッション TOCCA トッカ

ファッション NOLLEY'S OUTLET ノーリーズアウトレット

ファッション SHIPS OUTLET シップスアウトレット

ファッション Diffusione Tessile ディフュジオーネ・テッシレ

ファッション Johnbull ジョンブル 期間限定店舗

ファッション TOMORROWLAND トゥモローランド

ファッション ブルックス ブラザーズ ブルックス ブラザーズ 期間限定店舗

ファッション ETRO エトロ 期間限定店舗

ファッション ARMANI OUTLET アルマーニ アウトレット 期間限定店舗

ファッション STRASBURGO ストラスブルゴ

ファッション Polo Ralph Lauren Factory Store ポロ ラルフ ローレン ファクトリー ストア

ファッション BEAMS OUTLET ビームス アウトレット

ファッション
BC STOCK
（JOURNAL STANDARD/EDIFICE IENA
/SPICK&SPAN）

ベーセーストック
（ジャーナルスタンダード／エディフィスイエナ／スピックアンドス
パン）

ファッション DENHAM デンハム 期間限定店舗

ファッション CALVIN KLEIN カルバンクライン 期間限定店舗

ファッション EPOCA THE SHOP エポカ ザ ショップ ●

ファッション STUSSY ステューシー 期間限定店舗

ファッション HUF ハフ 期間限定店舗

ファッション LEVI' S® FACTORY OUTLET リーバイス ファクトリーアウトレット

ファッション MITSUMINE ミツミネ

ファッション EDWIN/SOMETHING エドウイン/サムシング

ファッション ｸﾞﾗﾆﾌ グラニフ

ファッション Lee OUTLET リーアウトレット

ファッション TEIJIN MEN'S SHOP RACK テイジンメンズショップラック

ファッション/飲食 DIESEL/Glorious Chain Café ディーゼル／グロリアスチェーンカフェ ● カフェ業態併設として日本初

服飾雑貨 POLICE OUTLET by Lunetterie ポリスアウトレットバイルネッテリア ●

服飾雑貨
KATHARINE HAMNETT LONDON SHOES
COLLECTION/LANVIN COLLECTION

キャサリンハムネット　ロンドン　シューズ
コレクション／ランバンコレクション

服飾雑貨 ACE BAGS&LUGGAGE エース バッグスアンドラゲージ

服飾雑貨 russet ラシット

服飾雑貨 ORiental TRaffic OUTLET オリエンタルトラフィックアウトレット

服飾雑貨 ﾜｺｰﾙ ﾌｧｸﾄﾘｰｽﾄｱ ワコール ファクトリーストア

服飾雑貨 moda Clea OUTLET モーダクレア アウトレット

服飾雑貨 Triumph トリンプ
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《物販》 ※関東…東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット

日本
初出店※

アウトレット
関東

初出店※
備考

服飾雑貨 alfredoBANNISTER アルフレッド・バニスター

服飾雑貨 REGAL FACTORY STORE リーガルファクトリーストア

服飾雑貨 KID BLUE キッドブルー

服飾雑貨 Michael Kors マイケル・コース

服飾雑貨 Samsonite BLACK LABEL サムソナイト・ブラックレーベル

服飾雑貨 UGG アグ 期間限定店舗

服飾雑貨 ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ ハンティング・ワールド

服飾雑貨 Santoni サントーニ ●

服飾雑貨 Paul Smith BAG ポール・スミス バッグ ●

服飾雑貨 MOONBAT OUTLET ムーンバット アウトレット ● 期間限定店舗

服飾雑貨 コール ハーン コール ハーン

服飾雑貨 TUMI トゥミ

服飾雑貨 BALLY バリー

服飾雑貨 FURLA フルラ

服飾雑貨 Folli Follie Company Store フォリフォリ カンパニーストア

服飾雑貨 BIRKENSTOCK ビルケンシュトック

服飾雑貨 genten ゲンテン

服飾雑貨 SeeP EYEVAN シープ アイヴァン

服飾雑貨 BRIEFING ブリーフィング

服飾雑貨 COACH コーチ

服飾雑貨 kate spade new york ケイトスペードニューヨーク

服飾雑貨 Paul Smith UNDERWEAR ポール・スミス アンダーウエア

服飾雑貨 ﾊｯﾋﾟｰｿｯｸｽ ハッピーソックス 期間限定店舗

服飾雑貨 ｾｲｺｰ ｱｳﾄﾚｯﾄ セイコーアウトレット

服飾雑貨
WATCH STATION
INTERNATIONAL OUTLET

ウォッチステーション
インターナショナルアウトレット

服飾雑貨 carcru stock カルクルストック

服飾雑貨 ﾛｯｸﾎﾟｰﾄ ﾌｧｸﾄﾘｰｱｳﾄﾚｯﾄ ロックポート ファクトリーアウトレット

服飾雑貨 Ray-Ban レイバン

服飾雑貨 ｵﾛﾋﾞｱﾝｺ オロビアンコ

服飾雑貨 Fukuske Outlet フクスケアウトレット

服飾雑貨 CITIZEN シチズン

服飾雑貨 ｿﾞﾌ ｱｳﾄﾚｯﾄ ゾフアウトレット

服飾雑貨 HAWKINS ホーキンス

服飾雑貨 GREGORY グレゴリー

生活雑貨 JBL STORE ジェービーエル ストア ● 期間限定店舗

生活雑貨 KYOCERA KITCHEN OUTLET キョウセラ キッチン アウトレット ●

生活雑貨 T-fal OUTLET STORE ティファールアウトレットストア

生活雑貨 ﾃﾝﾋﾟｭｰﾙ テンピュール

生活雑貨 UCHINO Factory Outlet ウチノファクトリーアウトレット

生活雑貨 ZWILLING/STAUB ツヴィリング／ストウブ

生活雑貨 yutori no kukan market by 栗原 はるみ ユトリノクウカンマーケットバイクリハラハルミ

生活雑貨 ﾙ･ｸﾙｰｾﾞ ルクルーゼ

生活雑貨/ワイン RIEDEL THE CELLAR Ginza リーデルザセラーギンザ ●
ワインテイスティング業態併設として
日本初

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 ラルフ ローレン ホーム

生活雑貨 Francfranc BAZAR フランフラン バザー

生活雑貨 COOK＆DINE HAYAMA クックアンドダインハヤマ - -
商業施設初出店
アウトレット店舗ではございません。
(一部割引商品もございます)

生活雑貨/車 ﾒﾙｾﾃﾞｽ・ﾍﾞﾝﾂ メルセデス・ベンツ

生活雑貨 unico stock ウニコストック

生活雑貨/グリーン garage YOKOHAMA ガレージヨコハマ - -
関東商業施設初出店
アウトレット店舗ではございません。
(一部割引商品もございます)

スポーツ/アウトドア UNDER ARMOUR FACTORY HOUSE アンダーアーマーファクトリーハウス

スポーツ/アウトドア ニューバランスゴルフ ニューバランスゴルフ

スポーツ/アウトドア
QUIKSILVER OUTLET STORE
/ BILLABONG OUTLET STORE

クイックシルバーアウトレットストア
／ビラボンアウトレットストア

スポーツ/アウトドア LOCAL MOTION ローカルモーション

スポーツ/アウトドア mont-bell/mont-bell factory outlet モンベル／モンベルファクトリーアウトレット

スポーツ/アウトドア ﾅｲｷ ﾌｧｸﾄﾘｰｽﾄｱ ナイキファクトリーストア

スポーツ/アウトドア ｱｼｯｸｽ ﾌｧｸﾄﾘｰｱｳﾄﾚｯﾄ 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 ﾃｰﾗｰﾒｲﾄﾞ テーラーメイド

スポーツ/アウトドア Foxfire FACTORY OUTLET フォックスファイヤーファクトリーアウトレット

スポーツ/アウトドア AIGLE OUTLET エーグル アウトレット

スポーツ/アウトドア Columbia/prAna コロンビア プラナ

スポーツ/アウトドア Timberland ティンバーランド

スポーツ/アウトドア New Balance Factory Store ニューバランスファクトリーストア
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《物販》 ※関東…東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット

日本

初出店※

アウトレット

関東

初出店※
備考

スポーツ/アウトドア ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ/ﾘｰﾎﾞｯｸ ﾌｧｸﾄﾘｰｱｳﾄﾚｯﾄ アディダスリーボックファクトリーアウトレット

スポーツ/アウトドア PUMA OUTLET プーマアウトレット

スポーツ/アウトドア Eddie Bauer OUTLET エディー・バウアー・アウトレット

スポーツ/アウトドア マーモット マーモット

スポーツ&アウトドア On オン 期間限定店舗

スポーツ/アウトドア HURLEY OUTLET STORE ハーレーアウトレットストア 期間限定店舗

スポーツ/アウトドア ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｺﾞﾙﾌ ﾌｧｸﾄﾘｰ ｱｳﾄﾚｯﾄ アディダスゴルフ ファクトリー アウトレット

スポーツ/アウトドア DESCENTE デサント

スポーツ／アウトドア LOGOS SHOP & CAFE ロゴスショップアンドカフェ

コスメ Celule セルレ

コスメ Cosmetics & Designer Fragrances コスメティックス アンド デザイナーフレグランス

コスメ SABON サボン 期間限定店舗

キッズ レゴ®ストア レゴⓇストア

キッズ familiar ファミリア

キッズ
シルバニアファミリー森のお家
/ジグソーパズルのお店マスターピース

シルバニアファミリーモリノオウチ
／ジグソーパズルノオミセマスターピース

キッズ kate spade new york kids ケイト・スペード ニューヨーク キッズ ●

《食物販》

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット

日本

初出店※

アウトレット

関東

初出店※

備考

食物販 リンツ　ショコラ　カフェ リンツ ショコラ カフェ

食物販 成城石井 セイジョウイシイ ● -
アウトレット商品を取り扱う店舗として

初出店

《レストラン・カフェ・フードコート》

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット

日本

初出店※

アウトレット

関東

初出店※

備考

飲食 ROCCA&FRIENDS CREPERIE to TEA ロッカアンドフレンズ クレープリートティー - - 関東商業施設初出店

飲食 VANILLABEANS BAYSIDE バニラビーンズ ベイサイド - -

飲食 スターバックス コーヒー スターバックス コーヒー - -

飲食 回転寿司 函館まるかつ水産 カイテンズシ ハコダテマルカツスイサン - -

飲食 もみじ茶屋 モミジチャヤ - - 商業施設初出店

飲食 春水堂 チュンスイタン - -

飲食 ミゲル フアニ ミゲル フアニ - -

飲食 BAYSIDE FOOD HALL ベイサイドフードホール - -

飲食 LONCAFE ロンカフェ - -

飲食 UMAMI BURGER ウマミバーガー - -

飲食 CURRY＆NAN DIYA EXPRESS カレー＆ナン ディヤ エックスプレス - -

飲食 梅蘭 バイラン - -

飲食 江之島亭 エノシマテイ - - 商業施設初出店

飲食 全国ご当地 てっぱん屋台 ゼンコクゴトウチ テッパンヤタイ - -

飲食 白楽栗山製麺 ハクラククリヤマセイメン - - 商業施設初出店

飲食 塩ら～麺 本丸亭 シオラーメン ホンマルテイ - - 商業施設初出店

飲食 難波千日前 釜たけうどん 明石焼 ナンバセンニチマエ カマタケウドン アカシヤキ - -

飲食 Merengue メレンゲ - -

《サービス》
業種 店舗名表記 ヨミ

アウトレット

日本

初出店※

アウトレット

関東

初出店※

備考

サービス ﾏﾏのﾘﾌｫｰﾑ ママのリフォーム

サービス ｾﾌﾞﾝ銀行ATM セブンギンコウエーティーエム

サービス 銀行ATM ギンコウエーティーエム

サービス SAISON ATM セゾンエーティーエム

※常設店舗のアウトレット初出店および期間限定店舗の初出店を含みます。飲食店舗は除きます。
上記リストは2020年4月7日時点の情報です。


