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【新規店舗】

◆物販・サービス30店舗

業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 所在建物 OPEN(予定)

メンズ・レディス OUTSIDE THE BOX　 アウトサイドザボックス ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

レディス・メンズ AZUL  BY  MOUSSY アズールバイマウジー ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

メンズ・レディス AIGLE エーグル ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

子供靴 ゲンキ・キッズ ゲンキキッズ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

レディス・靴・コスメ NERGY ナージー ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

子供服・ベビー服 petit main プティマイン ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

レディス・メンズ・服飾雑貨 ラコステ ラコステ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

メンズ・レディス DESCENTE STATION デサントステーション ららぽーと豊洲１ 4/10(金)

パティスリー＆カフェ パティスリー　デリーモ パティスリー　デリーモ ららぽーと豊洲１ 4月中旬

マタニティ・ベビー・キッズ用品 アカチャンホンポ アカチャンホンポ　 ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

サングラス・靴・服飾雑貨 オークリーストア オークリーストア ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

玩具 トイザらス トイザラス ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

生活雑貨 ドゥ・セー ドゥ・セー ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

花屋 FLEURISTE BON MARCHE フルーリストボンマルシェ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

バッグ・雑貨 プレイヤーズ自由が丘　 プレイヤーズジユウガオカ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

メンズ・レディス ポロ ラルフ ローレン ポロラルフローレン ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

医薬品・化粧品・生活雑貨 ウエルシア ウエルシア ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

託児所 キッズスクウェア　豊洲ベイサイドクロス キッズスクウェア　トヨスベイサイドクロス ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ブックラウンジ SPBS TOYOSU エスピービーエス トヨス ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

スーパーマーケット 成城石井 セイジョウイシイ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

整体 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 ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

クリニック

（仮称）豊洲メディカルタウン

【内科・整形外科・リハビリテーション科・小児科】

【耳鼻咽喉科】

トヨスメディカルタウン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

家庭用品 ノジマ ノジマ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

コンビニエンスストア ファミマ！！ ファミマ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

こどもカルチャースクール 森のキッズeクラブ モリノキッズ イークラブ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

文化用品･雑貨 有隣堂 ユウリンドウ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオ　LAVA ホットヨガスタジオラバ ららぽーと豊洲３ 5/13(水)

◆フードコート　6店舗

業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 所在建物 OPEN(予定)

ラーメン、つけめん 玉 ギョク ららぽーと豊洲１ 3/12(木)

寿司 つきじ鈴富　すし富 ツキジスズトミ　スシトミ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

フルーツパーラー フタバフルーツパーラー フタバフルーツパーラー ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

肉料理 柿安 Meat Express カキヤス　ミート　エクスプレス ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

台湾ティーカフェ ゴンチャ ゴンチャ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

天丼 日本橋 天丼 金子半之助 ニホンバシ　テンドン　カネコハンノスケ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

※リストは 2020 年 １月 21 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、あらかじめご了承ください。 

※5 店舗改装店舗予定（時期未定） 
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【新規店舗】

◆カフェ・レストラン　26店舗

業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 所在建物 OPEN(予定)

喫茶店 コメダ珈琲店 コメダコーヒーテン ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

中華料理 京鼎樓 ジンディンロウ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

和カフェ 茶匠 清水一芳園 チャショウ シミズイッポウエン ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

イタリアン PASTA & TAPAS PIETRO パスタアンドタパスピエトロ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

惣菜 RF1 アールエフワン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ハワイアンレストラン ALOHA TABLE アロハテーブル ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

オーガニックレストラン WE ARE THE FARM ウィーアーザファーム ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

パティスリー エクラデジュール エクラデジュール ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

定食＆CAFE おぼんdeごはん オボンデゴハン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

フォー コムフォー コムフォー ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

割烹/酒場 酒場シナトラ サカバシナトラ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ベーカリー サンルヴァン サンルヴァン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ドイツビアレストラン SCHMATZ Beer Dining シュマッツ・ビア・ダイニング ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

スープ専門店 Soup Stock Tokyo スープストックトーキョー ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

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 ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

焼肉 代官山炭火焼肉　猿楽 ダイカンヤマスミビヤキニク　サルガク ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

お茶漬け だし茶漬け　えん ダシチャヅケ　エン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

中国火鍋 中国火鍋専門店 小肥羊 チュウゴクヒナベセンモンテン シャオフェイヤン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

海鮮食堂 豊洲場外食堂　魚金 トヨスジョウガイショクドウ　ウオキン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

カジュアルイタリアン&トラットリア Trattoria CarneSio トラットリアカルネジーオ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

鶏料理 鳥開総本家 トリカイソウホンケ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ワインバル 発酵食とワイン　ふさみ食堂 ハッコウショクトワイン フサミショクドウ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ファミリーレストラン 100本のスプーン ヒャッポンノスプーン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ラーメン 麺や一途 導(shirube) メンヤイチズシルベ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

アップルパイ RINGO リンゴ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

カフェ＆タバーン レストラン Royal Garden Cafe ロイヤルガーデンカフェ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

※リストは 2020 年 １月 21 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、あらかじめご了承ください。 

※5 店舗改装店舗予定（時期未定） 

 


