
新業態 …新しい業態となる店舗（新ブランド、メーカー・企業直営店の小売店など）

東京初 …東京都内初出店店舗

初支店 …初の支店出店店舗

ＳＣ初 …商業施設（ＳＣ）初出店店舗

フロア 業態 店舗名 会社名 新業態 東京初 初支店 ＳＣ初 店舗概要

洋菓子（乳製品）
岩瀬牧場
(イワセボクジョウ)

有限会社岩瀬牧場 北海道
１００年続く牧場で、牛乳の恵みに感謝を込めた商品づくりがコンセプトです。毎日２００頭の牛から届く搾りたての牛乳の美味しさが、
岩瀬牧場の「美味しい」を支えています。牛乳の美味しさを堪能出来る乳製品スウィーツを様々ご用意いたします。

和惣菜
札幌銀鱗
(サッポロギンリン)

株式会社マルシンカワムラ 北海道 ○ ○ ○
太平洋、オホーツク海、日本海から獲れる四季折々の北海の恵み、雄大な十勝平野で育まれる大地の恵みを使い、
北海道で昔から親しまれている料理を手作りの味で提供する北海道のお惣菜、お弁当の専門店です。
北海道直送の食材ならではの美味しさをお楽しみ頂けます。

和食（鶏料理）
秋田比内地鶏生産責任者の店 本家あべや
（アキタヒナイジドリ セイサンセキニンシャノミセ ホンケ
アベヤ ）

株式会社本家あべや 秋田 ○ ○ ○
日本三大美味鶏の一角とされる秋田比内地鶏はブロイラーの約3倍となる150～180日の時間をかけて飼育。
阿部養鶏場から毎日直送されるその比内地鶏を一羽一羽店内で捌き使用。
そして「比内地鶏親子丼」「比内地鶏焼き鳥」「きりたんぽ鍋」をメインに比内地鶏の魅力を存分に味わって頂きたく各種お料理をご用意しております。

和食（牛たん）
伊達の牛たん本舗
（ダテノギュウタンホンポ）

株式会社伊達の牛たん本舗 宮城
伊達の牛たん本舗は、仙台を代表する牛たん専門店の一つ。東京都内では、宮城アンテナショップに次いで2店舗目の出店。
牛たんの本場ならではの、肉厚で食べ応えのある本格炭火焼き牛たんを提供、テイクアウト用の作りたて牛たん弁当も販売いたします。

洋菓子（プリン）
向山製作所
（ムカイヤマセイサクショ）

株式会社向山製作所 福島 ○ ○ ○
電子部品会社が手掛けた生キャラメルで知られる向山製作所。契約農園から届く新鮮な卵と良質の牛乳で丁寧に作られた
やさしい味わいが特徴のプリンに、自慢の別立生キャラメルソースを掛けてお召し上がりください。

洋菓子（ラスク）
ＮＡＳＵのラスク屋さん
（ナスノラスクヤサン）

有限会社シェレンバウム 栃木 ○
厳選した小麦と塩、那須のおいしい水で焼き上げたフランスパンをこだわりの厚さと形状にカットして丁寧に焼き上げました。
しっかりとした食感と味わいのラスクを様々なフレーバーでご用意いたしました。

和菓子
（かりんとう・煎餅）

築地ちとせ
（ツキジチトセ）

株式会社シュクレイ 東京
大正元年創業の『築地ちとせ』。昭和12年には宮内庁御用達の和菓子屋として名誉を賜った、歴史ある老舗御菓子司です。
かりんとうや煎餅などの和菓子を中心にした商品をご用意いたします。

寿司
新ばし鮨処順
（シンバシスシドコロジュン）

有限会社順寿司 東京 ○ ○ ○
新橋を中心に創業50年余営業しており、すべてにこだわり仕入れた食材を大切に使い、伝統の技と心意気で、
目と舌で楽しむ旬の香りいっぱいの鮨を提供しております。
鮨処順ならではの江戸前鮨の奥深い素晴らしさをたくさんの皆様にご賞味いただけますようテイクアウト専門ショップとして初登場です。

天ぷら
銀座ハゲ天
（ギンザハゲテン）

株式会社渡辺ハゲ天 東京
昭和３年創業、東京天ぷらとして胡麻油を使用し、高温にて薄衣で揚げるカラッとした胸やけしない軽い天ぷらです。
季節の種をリーズナブルな価格でご提供し、従来の天ぷら、天丼だけでなく、新しい発想の組合せとユニークな屋号で
東京より全国に発信してまいります。

中華惣菜
五十番 神楽坂本店
（ゴジュウバン カグラザカホンテン）

株式会社五十番 東京 ○ ○ ○
昭和３２年（１９５７年）創業、神楽坂で伝統の手作り中華饅頭と本格的な中華料理の店として人気の「五十番　神楽坂本店」。
自慢の国産の豚挽肉と野菜を詰め込んだ昔ながらの肉汁がたっぷりの「肉まん」と、神楽坂で大人気の本格的な「中華惣菜」が自慢。
是非、ご堪能下さい。

シウマイ
崎陽軒
（キヨウケン）

株式会社崎陽軒 神奈川

明治41年の創業以来、横浜名物の代名詞として皆様に愛され続けている崎陽軒。国産豚肉とオホーツク海産の干帆立貝柱の旨みをそのままに、
冷めてもおいしい「昔ながらのシウマイ」や独自の製法で炊き上げた白飯にバラエティー豊かなおかずが大好評の「シウマイ弁当」など
横浜のおいしさをお届けします。

和洋菓子
新潟 大阪屋
（ニイガタ オオサカヤ）

株式会社大阪屋 新潟 ○
安政五年（1858年）創業、新潟に店舗を構える老舗菓子店「大阪屋」。全国に知られた看板商品「万代太鼓」をはじめ、
新潟を代表する銘菓を取り揃えました。東京限定で提供する万代太鼓の様々なバリエーションも特別にお楽しみいただけます。

和菓子（餅菓子）
にいがた本髙砂屋
（ニイガタホンタカサゴヤ）

株式会社本髙砂屋 新潟 ○ ○ ○
明治10年、神戸に創業した本髙砂屋は和・洋菓子を製造販売。和菓子は新潟県の工場で製造しており、新潟県のコシヒカリ粉、
従業員が手摘みする自家栽培のよもぎをはじめ、食の宝庫＜にいがた＞の素材を使用した菓子を作り安心、安全な商品をお客様にお届けします。

和菓子（落雁）
落雁諸江屋
（ラクガンモロエヤ）

株式会社落雁諸江屋 石川 ○
京都にて修行した初代（嘉平）が故郷金沢に戻り創業以来１６４年、落雁の専門店として金沢にこだわり、
金沢の風土に合った商品づくりを心掛けています。時代とお客様の好みに合わせ代々創意工夫を繰り返した銘菓をお召しあがり頂けます。

洋惣菜
St.cousair・Gourmet Baskets
（サンクゼール・グルメバスケット）

株式会社サンクゼール 長野 ○ ○ ○
信州北部、斑尾山の麓でワイン、ジャム、パスタソース等を製造するサンクゼールがレストラン、デリカテッセンの味をギュッとお弁当に詰めました。
信州の四季の味覚とともにお届けいたします。

和惣菜（みそかつ）
名古屋名物みそかつ 矢場とん
（ナゴヤメイブツミソカツ ヤバトン）

株式会社矢場とん 愛知 ○ ○ ○
南九州産を中心に厳選された豚肉はふんわり柔らかく、独自ブレンドのパン粉はカリッと揚がります。
そして、旨味の決め手・秘伝のみそだれは門外不出のレシピで、一年半熟成させた天然醸造の豆味噌を使用し、創業当時の味を守り続けています。

和惣菜（まぶし）
元祖牛まぶし みわ屋
（ガンソギュウマブシ　ミワヤ）

株式会社みわ屋 岐阜 ○ ○
「牛まぶし」の専門店です。岐阜の名物料理として親しまれている「牛まぶし」を、秘伝のタレで焼き上げ、
アツアツのお肉を炊きたてのご飯とともに最初はそのまま、次に薬味とともに、最後はお茶漬けと、
元祖ならではの本物の味を、いろいろな食べ方でお楽しみください。

スウィーツ・カフェ
仏蘭西菓子 御影髙杉
（フランスカシ ミカゲタカスギ）

株式会社本髙砂屋 兵庫 ○ ○
阪急御影駅前に本店のある仏蘭西菓子の店。多くのケーキコンクールで受賞歴のある、パテシエ髙杉良和が純フランス菓子の技法を忠実に再現し、
日本の四季を大切に旬の素材を用いたケーキを提供します。

和菓子
京菓子處　鼓月
（キョウガシドコロ　コゲツ）

株式会社鼓月 京都
職人の経験と感性から常に伝統を踏まえながら創造的なオリジナリティ高い商品を送り出している鼓月。
お店の顔ともいうべき人気商品「千寿せんべい」や、季節を彩る銘菓や生菓子など多種多様の京菓子を取り揃えています。

和惣菜（おばんざい）
京のおばんざい野村
（キョウノオバンザイノムラ）

株式会社野村佃煮 京都
京都の台所を守り続けて８０年、素材の持ち味を大切に京都の家庭の味「おばんざい」を食卓にお届けいたします。
湯葉や西京焼など京都らしい商品や京の素材を使用したお惣菜などを豊富にご用意いたします。

いなり寿司
豆狸
（マメダ）

株式会社阪急デリカ 大阪
大阪北が発祥の、甘からく炊き込んだ椎茸と干瓢の具材と香り高い金ごまの素朴な味わいがどこか懐かしいおいなりさんです。
定番の豆狸いなりの他に、女性の方に人気のわさびいなりや黒糖で味付けをした黒豆狸、そのほか月替わりの季節を感じられるおいなりさんなど、
具材を厳選しお子様からご年配の方まで喜ばれるおいなりさんを取りそろえております。

和食（串カツ）
ＯＫＩＮI
（オーキニ）

株式会社理想実業 大阪 ○ ○ ○
大阪名物である串カツを、串揚げマルシェというコンセプトで"野菜を食べる串揚げ"にアレンジ。
定番の串カツの他にも、食いだおれ文化の発信地である道頓堀に焦点をあて、どうとんぼり神座のスープを利用したスープご飯やスープ餃子を
提供します。

和惣菜（押寿し）
米屋 吾左衛門鮓本舗
（コメヤ　ゴザエモンズシホンポ）

株式会社米吾 鳥取 ○ ○
年間40万本販売数量実績を誇る、山陰の名物吾左衛門鮓を筆頭に、山陰の特産品をラインナップ。
日本海の蟹を始めとする海の幸、伯耆富士と称する大山の山の幸など、山陰の代表的な味覚を東京に居ながらお召し上がり頂けます。

フリーズドライ食品 アマノ フリーズドライステーション 天野実業株式会社 広島 ○ ○ ○
フリーズドライ食品のトップクラスメーカー天野実業が展開する初のアンテナショップ。同社が製造販売している多種多様なフリーズドライ商品に加え、
ここでしか購入できない限定商品を取り揃えております。

洋菓子
（ロールケーキ）

ＰＵＲＥＬＹ ＳＷＥＥＴＳ ＲＯＬＬＣＡＦＥ
（ピュアリー スイーツ ロールカフェ）

ロハスタイル株式会社 徳島 ○
「おいしい健康」をコンセプトに素材や産地にこだわった材料で作る、風味豊かなロールケーキをお届けします。
自然豊かな阿波の国、徳島で採れた食材を使った商品を始め、色とりどりのロールケーキをお楽しみ下さい。

洋菓子 マンジェ・ササ 有限会社マンジェ・ササ 高知 ○ 野菜スウィーツのパイオニア。季節の味を大切にした高知産素材のスウィーツをお届けします。

ベーカリー・スウィーツ
Ｒｏｎｄ－Ｐｏｉｎｔ
（ロン・ポワン）

ロン・ポワン 福岡 ○ ○ ○
1966年に博多でオープンした石釜パンと欧風菓子をアレンジしたお店。パンは、ハード系からソフト系まで九州の素材を使用した物を多く取り揃え、
お菓子は、焼菓子を中心に季節のタルトやパイをご用意いたします。

洋菓子・ジュース
imprestion
（アンプレスィオン）

株式会社アンプレスィオン 福岡 ○ ○ ○
福岡糸島半島から佐賀唐津にかけての良質な素材とフランスやスペインの上質な素材の融合と調和から生まれる自然派フランス菓子。
創造性と自然素材の出会いから生まれる洋菓子より、様々な果実の表情をお楽しみ頂けます。

洋菓子（芋菓子）
ＰÂＴＩＳＳＥＲＩＥ ＹＡＮＡＧＩＭＵＲＡ
（パティスリー ヤナギムラ）

有限会社ヤナギムラ 鹿児島 ○
鹿児島で人気の洋菓子店。オーナー自ら吟味した地元のサツマイモを使用した「薩摩チョコチップス」、「クリーミースイートポテト」など、
手間ひまかけた美味しいお菓子を提供します。

和惣菜（さつま揚げ）
揚立屋
(アゲタテヤ)

株式会社立石食品 鹿児島 ○
本場鹿児島から創業43年のさつま揚げ専門店、揚立屋が関東初登場。揚立屋こだわりの無リンすり身を使用したさつま揚げや、
東京限定のさつま揚げお弁当なども展開します。特にさつま揚げをフライにしたさつま揚げフライ弁当は一押しです。

和食（沖縄料理）
沖縄家庭料理 琉球市場 やちむん
（オキナワカテイリョウリ リュウキュウイチバ ヤチムン）

有限会社宗建リノベーション 沖縄 ○ ○ ○
沖縄の食材を使った料理を地元の器（やちむん）に盛り付け｢のんびりくつろげるお店｣をコンセプトに東京で沖縄を体感できるショップです。
ランチには沖縄食文化代表のみそ汁定食や沖縄ちゃんぽん弁当、ディナータイムは、アグー豚しゃぶ、家庭料理をご用意しております。

和食（味噌汁）
味噌汁専門店 美噌元
（ミソシルセンモンテン　ミソゲン）

株式会社諸国美味 ○ ○ ○
日常のほっとするひと時を大切にして頂きたく始めた味噌汁専門店『美噌元』。
味噌汁専門店ならではの具をたくさん入れた味噌汁を主役に、ヘルシーなメニューをお店でお召し上がり頂けるほか、
人気のギフト「美噌汁最中」の販売も行います。

グロサリー
諸国フーズプラザ
（ショコクフーズプラザ）

株式会社オオモリ ○ ○ ○ 食品や飲料、チルド食品など日本全国からセレクトしたご当地グロサリーを展開。季節や時期に合わせて様々な商品を提供します。

菓子
諸国おかしプラザ
（ショコクオカシプラザ）

株式会社オオモリ ○ ○ ○
地方で親しまれているお菓子や地方でしか購入できないお菓子を中心に、キャンディやスナック菓子など
日本各地のご当地版を揃えたお菓子の全国セレクトショップです。

Tokyo City i CAFE
(トーキョー シティ アイ・カフェ)

株式会社JTB
コミュニケーションズ

東京シティアイ内にあるTokyo City i CAFE（トーキョー シティ アイ・カフェ）は、「旅」をコンセプトとした「旅行者のためのカフェ」です。
東京シティアイで開催される観光イベントに合わせた特別メニューの提供やガイドブック・旅行誌などを自由に閲覧できるトラベルライブラリーを
設置、さまざまな「旅」を感じていただけます。

ＪＰローソン
（ジェイピーローソン）

株式会社
郵便局物販サービス

「ＪＰローソン」では、ローソンで販売している、おにぎり・お弁当、デザートなどの食品、各種チケットの取り扱いに加え、
東京中央オリジナルポスト型はがき（ＪＰローソン）や東京中央オリジナル・ポストカード（全１１種）など、オリジナル商品も取扱っております。
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丸の内 CAFE 会
（マルノウチ カフェ カイ）

タリーズコーヒー
ジャパン
株式会社

○ ○ ○
コンセプトは、「和と洋の出会い、東京（丸の内）と世界の出会い」。
カジュアルに楽しめる本格的日本茶や、バリスタが淹れるコーヒーをご提供する、COZYな和モダン空間です。

日本橋 千疋屋総本店フルーツパーラー
（ニホンバシ センビキヤソウホンテンフルーツ
パーラー）

株式会社 千疋屋総本店
創業1834年、170年余りの歴史を誇る果物専門店が、世界の選りすぐりの果物をご提供。
フルーツパーラーでは四季のフルーツを素材としたデザートをご紹介します。

Mary's café
（メリーズ カフェ）

株式会社
メリーチョコレート
カムパニー

○ ○ ○
チョコレート専門店 メリーとフランス中央部のセント・ヴァレンタイン村にあるミシュランで１つ星のレストラン「オ・キャトーズ・フェブリエ」
(仏語で２月１４日)がコラボレーションしたカフェが世界初出店。オリジナルチョコレートが選べるブティックと、おいしいエスプレッソ、
チョコレートを味わうサロンの２つのエリアで、フランススタイルの素敵なひとときを丸の内でお楽しみ頂けます。

東京ロビー
（トウキョウロビー）

ユーシーシー
フードサービス
システムズ　株式会社

○ ○ ○
『クロス・カルチュラル』をコンセプトに、昼と夜のふたつの顔を持つ“コーヒー＆バール”。上質な雰囲気をデイリーユース出来る
安心プライスで、色々なシーンにお使い頂けるお店です。昼は日本が培ってきた世界に誇るコーヒーを
様々な抽出法(ハンドドリップ・フレンチプレス・水出し・エスプレッソ)でご提供し、夜は個性溢れるカクテルを新しいスタイルでご提供します。

ＢＥＥＲ＆ＳＰＩＣＥ　ＳＵＰＥＲ‟DRY”
（ビアアンドスパイス　スーパードライ）

アサヒビール 株式会社　 ○ ○ ○
歴史と文化が交錯する大人の街「丸の内」。ここでしか味わえない極上の“BEER&SPICE”体験をしてみませんか。
ハイクオリティな樽生ビールと五感を刺激するスパイス料理をお楽しみください。

BURDIGALA STAND
（ブルディガラ　スタンド）

株式会社 トリコロール ○ ○ ○
東京広尾や東京駅等で展開する『BURDIGALA』が丸の内オフィス特有なスピード感をバランスよく融合した新しいタイプの
ベーカリーカフェを出店。厳選された粉を使い分けた本格的欧州パンのサンドイッチやコーヒー等のメニューに加え、
「ＫＩＴＴＥ」でしか購入できない限定品も登場します！

宗家 源吉兆庵
（ソウケ ミナモトキッチョウアン）

株式会社 宗家源吉兆庵 自然が育てた果物の姿・形・味わいをそのままに、菓子の原点ともいえる果物を使用した季節の創作和菓子をご提供します。

桂新堂
（ケイシンドウ）

桂新堂 株式会社　
慶応2年に創業して以来、えびせんべいづくり一筋に伝統の味を極め続けてきた老舗　桂新堂が出店。
140余年の歴史を持つえび菓子舗がつくる「素材」と「つくり」にこだわったお菓子と「一期一会のおもてなし」が
ゆっくりと楽しめるお店になっています。

WORK NOT WORK URBAN RESEARCH
（ワーク　ノット　ワーク　アーバンリサーチ）

株式会社 アーバンリサーチ ○ ○ ○ ○
WORK NOT WORKはLowpro Designが手がけるファッションレーベル。ワーカー・ウェアでありながらフリーダム・カルチャーの
美しさをも取り入れ、イン・フォーマルでいて、スマートな装いの洋服がテーマ。服作りの根底には英国の伝統や、古来から続く職人の
物づくりへの情熱に対する尊敬があり、サイモン・テイラー、アダム・ハウがこのショップのためにセレクトしたアイテムも充実。

PHARMACY　e.m.
（ファーマシー　イー・エム）

イー･エム･ボックス
有限会社

○ ○ ○
様々な薬を調合し、処方箋をつくる「調剤薬局」の意味を持つ”PHARMACY”。 e.m.がプロデュースする新業態は、
アクセサリーにとどまらず、ジャンルを越えた様々なクリエイター、メーカー、ブランドとの新しい取り組みによる幅広いアイテムが、
調合された薬のように新たな感性と付加価値を生み出す、クリエイティビティあふれるコンセプトショップです。

BAO BAO ISSEY MIYAKE
（バオバオ　イッセイミヤケ）

株式会社 イッセイミヤケ
シンプルなピースが集まって、思いがけないものになる。偶然が生み出すかたちと機能が、毎日を楽しくする。折畳んだりマチをつけたり、
軽くて柔らかい自由自在なバッグやポーチ。あわただしい現代の生活にフィットする、フレキシブルな機能が特徴です。２０００年に生まれて以来、
様々な素材やシンプルなピースが生み出す不思議なかたちを追及することで、独自のプロダクトラインを確立してきました。

「+S」　Ｓｐｉｒａｌ　Ｍａｒｋｅｔ
（プラスエス スパイラル マーケット）

株式会社
ワコールアートセンター

「Eternal Design（エターナルデザイン）」を追求しながら、生活に溶け込み永く愛用できる生活雑貨を揃えるスパイラルマーケットが、
オリジナルブランド「+S（プラスエス）」を中心に『shosai』をテーマに展開するNEWショップです。
日本のものづくりを、クリエーター（作家）をフューチャーした小さな展覧会「クリエーターズテーブル」というかたちで
シリーズ化して紹介して行きます。

Floral Design Kate Rose
（フローラルデザイン ケイト ローズ）

株式会社
アクアプランネット

○
南青山発ニューヨークスタイルのフラワーショップです。ケイトローズはお花を心から愛するデザイナー集団。
ウエディング装花、店舗の活けこみやお祝いのお花、特別な空間のアレンジ装飾まで、素敵にお花を仕立てます。

フロア 店舗名 会社名 新業態 東京初 初支店 ＳＣ初 店舗概要

ｓｕａｈｈａｕｓ
（サーハウス）

株式会社 ビギ ○
「suahhaus」には、家の部屋より生み出される幾つもの広がりを持ったスタイルの中から歳を重ねるごとに魅力を増す、
大人の女性に向けて、素敵なワードローブをつくるお手伝いをしたいという願いが込められています。

Salon de Balcony
(サロン　ド　バルコニー)

株式会社 フレーバ ○ ○ ○
代官山に本店を構えるBalconyの新しい形としてオープンするSalon de Balconyは、アンティークでリラックスした雰囲気を
踏まえながらもモダンで大胆なイメージを展開します。メインとなるオリジナルブランド"Balcony and Bed" は、モードを意識しながら、
着心地の良さと質感にこだわった物作りを追求し、大人の女性のナチュラルでモダンなライフスタイルに響くアイテムを提案しています。

Sov. DOUBLE STANDARD CLOTHING
（ソブ　ダブルスタンダードクロージング）

株式会社 フィルム
常に新しい提案をしていくと、その時を楽しむ為の基準（Standard )は一つではないことが分かります。モダンとクラシック、
カジュアルとフェミニンなど、対になる要素をリミックスする事によってスタイリングは進化する。
そんなオリジナルミックスが、DOUBLE　STANDARD　CLOTHINGの基準（Standard )です。

CASA VIA BUS STOP
（カーサ　ヴィア　バス　ストップ）

バス ストップ株式会社　
遊び心あるライフスタイルを提案するCASA VIA BUS STOP。
ユーモアとスパイス感溢れるエッセンスで世界中から様々なアイテムをセレクトしており、常に新しい楽しさを発信します。

gelato pique
（ジェラート ピケ）

株式会社
マッシュスタイルラボ

着心地へのこだわり、着る人それぞれのライフスタイルに喜ばれるアイテムを”デザート価格”で実現します。
女性特有の別腹を心地よく刺激する”ファッションのスイーツ”を表現し、全てのお部屋に”お部屋のファッション”を贈ります。

allureville
（アルアバイル）

株式会社
ファーイースト
カンパニー

allurevilleとLoulou　Willoughbyからなるオリジナル2ブランドに国内外から買い付けたアイテムをテイストシーン毎にMIXしてスタイリング。
どんなテイストであっても上品さを常に兼ね備える女性のための商品を提案します。

bulle de savon
（ビュル　デ　サボン）

株式会社 アンビデックス
大人の女性が少女のような気持ちに戻れる服をコンセプトに、素材にこだわり、心地よく、自然体で着られる服を提案。
個性が光るアイテムから、カラーバリエーションが豊富なベーシックアイテムまで揃い、自分らしいスタイリングを作り出せます。

ＭＡＲcourt
（マーコート）

有限会社 Mother's Industry
MARcourtはシンプル・ナチュラルなオリジナルブランドを中心に国内外のブランドをミックスしたセレクトショップです。
オリジナルブランドは日本製を中心に、日本人の持つ感性を大切に世界に向けて発信します。

GOUT COMMUN
（グー コミューン）

株式会社
グランカスケードインク

大人の女性に向けてエレガンスマインドで着こなすスタイルを提案。
素材、縫製にこだわり、ポイントにエッジがきいたデザインを打ち出したものづくりが特徴です。

Ｃａｌ
（カル）

株式会社 クー
25～30代の自立した女性をターゲットとし、いつでも新しい発見を追い求めるポジティブな女性の為のライフスタイルに欠かせないBAGを
提案します。モノ作りへの情熱、愛情を伝えたいという気持ちを込め、素材やデザインに徹底的にこだわっています。

FRAY I.D
（フレイ　アイディ）

株式会社
マッシュスタイルラボ

「new mode street」上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、
これからの時代をリードして行く大人のスタイリングデザインを提案します。

フロア 店舗名 会社名 新業態 東京初 初支店 ＳＣ初 店舗概要

nest Robe / nest Robe CONFECT
（ネストローブ　ネストローブコンフェクト）

株式会社 ネキスト ○
毎日着るものだからこそ、素材からこだわりました。着ることで、表情豊かに育つリネンの奥深さ、そして、自然体で日々を過ごせる、
天然素材の持つ魅力をメイドインジャパンのクオリティでみなさまに提案します。

ＭＡＮＯ garment complex
（マーノ ガーメント コンプレックス）

株式会社 レナウン
MANO garment complexはメンズ・レディスアパレル、雑貨を展開し、大人の「本物は着たいが、流行を追いすぎることはしたくない」という
ニーズに答えたアイテムを揃えました。クラシックではなく、ややエッジの効いたイタリアンモダンなラインナップ。
こだわりのある人へ、何年でも使ってもらえるリアルクローズを提供します。

stutostein
（シュテットシュタイン）

株式会社 ノーリーズ ○ 洗練されたスタイリッシュなアーバンスタイルを提案。オリジナルウェア、小物を独自の世界観でセレクトしたアイテムを展開します。

uka
（ウカ）

株式会社 向原
うれしいことが世界でいちばん多いお店をコンセプトに、インタラクションビューティー（相互作用）による提案で、
いつもとちょっと違う自分に気づくきっかけを作り、日本の女性・男性にキレイを広めます。

Floyd
（フロイド）

株式会社
パブリックデザイン

○
静岡発のプロダクトレーベル「フロイド」初の東京直営ショップ。「感動や驚き、そして微笑みを届ける」ことを使命に、
大切な人へ贈る、心のこもったギフトを提案します。

金子眼鏡店
（カネコガンキョウテン）

金子眼鏡 株式会社　
金子眼鏡は、昭和33年(1958)に眼鏡産地・福井県鯖江市に創業。泰八郎謹製や小竹長兵衛作といった
「日本の眼鏡職人シリーズ」をはじめ、上質な日本製アイウェアを取り揃えます。

Tabio
（タビオ）

タビオ株式会社　
『「Ｍａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎ」の品質を「ＴＯＫＹＯ ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ」から。』をコンセプトに、「手作り感覚」にこだわり「五感で感じるものづくり」を
基本に、糸の素材・品質を知り尽くした職人の手によって生みだされる唯一の履き心地をお届けしていきます。

Ｇ-ＳＨＯＣＫ ＳＴＯＲＥ
（ジーショック ストア）

カシオ
マーケティングアドバンス
株式会社

Ｇ-ＳＨＯＣＫ・Baby-Gの最新モデルや人気モデルを常時250種類以上を展示・販売。
Ｇ-ＳＨＯＣＫ・Baby-GのみならずSHEEN・OCEANUS・EDIFICE・PROTREKというカシオの6大ブランドを一堂に集め
アンテナショップとして情報を発信。

Onitsuka Tiger
（オニツカタイガー）

株式会社アシックス
アシックスの前身であるオニツカタイガーは、1949年に誕生しました。以来、アスレチックブランドの代名詞として世界で認められ、
現在は日本の伝統と近代的感覚を融合したライフスタイルブランドとして生まれ変わりました。
シューズ、アパレル、アクセサリーを通して日本の心を伝えています。

override
(オーバーライド)

株式会社栗原
「sence of Japan」をテーマに、国内外からセレクトされた帽子のほか、ヘッドドレスやケアグッズまで種類豊富に取り揃え、
全ての人に帽子の楽しさを提供しています。

H　TOKYO
(エイチ トーキョー)

オールドファッション
株式会社

○ ○
メンズを中心に200種類のハンカチが並ぶハンカチ専門店。縫製は職人による手巻きや、ミシンなど全て日本製。
素材はリネンやコットンの天然繊維。シャツ生地の産地である兵庫県西脇他、イタリア、アメリカなど世界中の良質な生地で
ハンカチに仕立てています。数量は数十枚程度と限定で、常に入れ替わり、いつ訪れても新しい柄に出会えます。

MUJI to GO
(ムジ トゥ ゴー)

株式会社 良品計画 ○
『トラベル＆モバイル』をコンセプトに無印良品全商品から選りすぐり、旅・移動・ビジネス・学習・遊びに役立つアイテムを
ぎゅっと凝縮した厳選ショップです。普段の暮らしをそのまま持ち運べるもの、旅をより楽しく快適にする収納用品や携帯小物、
さらには旅行中にあると嬉しいお菓子や飲み物を集めました。

メンズ・レディスファッション

帽子専門店

ハンカチ専門店

3階

メンズ・レディスファッション

メンズ・レディスファッション・雑貨

メンズ・レディスファッション

トータルビューティーサロン

生活雑貨・デザイン雑貨

生活雑貨

メガネ・サングラス

靴下

時計

レディスファッション

ファッション＆雑貨

レディスファッション

業態

業態

2階

レディスファッション

レディスファッション

レディスファッション

レディスファッション
ファッション雑貨

生活雑貨

レディスルームウェア

レディスファッション

レディスファッション

レディスセレクトショップ

業態

バッグ・ファッション雑貨

生活雑貨

アクセサリー・雑貨

メンズファッション

1階

喫茶

フルーツパーラー

カフェ・チョコレートショップ

COFFEE・BAR

ビアパブ

ベーカリーカフェ

和菓子　

和菓子（えびせんべい）

フラワーショップ



新業態 …新しい業態となる店舗（新ブランド、メーカー・企業直営店の小売店など）

東京初 …東京都内初出店店舗

初支店 …初の支店出店店舗

ＳＣ初 …商業施設（ＳＣ）初出店店舗

フロア 店舗名 新業態 東京初 初支店 ＳＣ初 店舗概要

中川政七商店
(ナカガワマサシチショウテン)

○
300年の歴史を持つ老舗ならではの温故知新の想いを根底に、品質やこだわりを大切にし、
機能的で美しい「暮らしの道具」の数々を取り揃えています。
日本の道具ならではの、使いこなすことで自分だけのものに育つ楽しみや、日本の丁寧な暮らしを提案します。

スノーピーク丸の内
（スノーピークマルノウチ）

いつもの生活の中に自然を感じるモノを取り入れたり、自然へ出かけ、外遊びを快適に過ごすなど、
日本の伝統や技術に裏打ちされた高品質、ロングライフな商品を取り入れ、日本特有の四季や自然を通じた
自然指向のライフスタイルを提案します。

マルノウチリーディングスタイル ○ ○ ○
楽しい読書スタイルとは何かを考え、暮らしをほんの少しだけ豊かにする、本・文具・雑貨に、カフェを加えた提案をおこないます。
こんな本を読む人は、こんな文具や雑貨を買って、こんなカフェでくつろぎたいのでは、という思いを素材にした空間づくりで、
ご来店されるお客様がそれぞれに感じ、考え、想像していただくことを目的としています。

CLASKA Gallery & Shop “DO”
(クラスカ ギャラリー＆ショップ ドー)

「今の暮らしにフィットする日本」をテーマに、伝統工芸品からコンテンポラリーなデザインアイテムまで幅広いアイテムを扱う、
新しいかたちのライフスタイルショップです。今の暮らしに合うメイドインニッポンの商品を数多く紹介するだけでなく、
日本各地の産地やメーカー、職人さんと一緒につくったオリジナルアイテムも充実しています。

THE　SHOP
(ザ ショップ)

○ ○ ○
「これこそは」と呼べる世の中の定番を新たに生み出し、これからの「THE」をつくっていくこと。
世の中の定番と呼ばれるモノの基準値を引き上げていくこと。本当に「THE」と呼べるモノを、生み出していくこと。
わたしたちは、そんなモノづくりを目指していきます。

MOORIT
(ムーリット)

○ ○
ものを作る人たちに高い品質の材料を提案し、その人たちと共にコミュニティーを作る店。
毛糸、編み物、織物など糸関係を軸に展開していきます。

FreePark
(フリーパーク)

「ちょっと贅沢～いいモノでつながる空間と生活～」をコンセプトにデザインやアートの優れている商品、伝統を継承している商品を販売。
デザイナーや製作過程を紹介しながら、実際の使い方まで提案していきます。
日本はもちろん、世界中のデザイナーやアーティストの作品・商品をみなさんにお伝えしていきます。

北麓草水
(ホクロクソウスイ)

○
日本で生まれ、日本古来の素材や製法を生かした、自然派化粧品と食品、生活雑貨のブランド。
北麓草水は、肌が本来持っている力を引き出し、すこやかな肌に導くための洗顔、保湿、そして、習慣を提案します。
植物の力を生かした化粧品と、体の内側から作用し、肌の状態を整える食品や、生活雑貨を揃えています。

アンジェ ビュロー
京都の雑貨店アンジェの「書斎」をテーマにしたステイショナリーショップ。
日常の様々なシーンを、かっこよく、小粋にしてくれる文房具や雑貨、書籍をアンジェの審美眼でセレクトし、提案しています。
オリジナルアイテムやヴィンテージの筆記具などもあり、ふだん使いはもちろん、ギフトアイテムをお探しの際もご利用頂けます。

Hacoa DIRECT STORE
(ハコアダイレクトストア)

「Hacoa」は２００１年に誕生した山口工芸のオリジナル木工ブランドです。
１５００年もの歴史を誇る越前漆器の産地にて培ってきた技術力と伝統をベースに、領域にとらわれない空間全体へのアプローチを、
デザインから製作まで一貫して行っています。

nugoo 拭う鎌倉
(ヌグウ カマクラ)

○ ○
昔からの日本独特の染め技法、「注染」で作られた手拭いを中心に、古典文様をかつてない鮮やかな色合いで染めた風呂敷や、
柔かい巾着に包まれた日本茶や和三盆など、「職人の手による日本のよいもの」を集めました。
拭う鎌倉は、伝統をつなぎながら日本のおもてなしを提案してまいります。

フロア 店舗名 会社名 地域 新業態 東京初 初支店 ＳＣ初 店舗概要

ピッツェリア エ トラットリア ダ・ボッチャーノ
マルデナポリジャパン
株式会社

愛媛 ○ ○ ○ 2012年ピッツァワールドカップで見事優勝した有光浩全シェフの石窯で焼くナポリピッツァと瀬戸内の食材をふんだんに使ったイタリア料理

回転寿司　根室花まる
（カイテンズシ　ネムロハナマル）

株式会社 はなまる 北海道 ○
道外初出店、丸の内初のグルメ型回転寿司がいよいよオープン。北海道最東端に位置する漁師町『根室』が地元です。
地の利を知ったうえでの素材の目利きとこだわりは漁師さんが一目置く程。徹底的に鮮度にこだわったお寿司をぜひ召し上がってください。

宮崎料理　万作
（ミヤザキリョウリ　マンサク）

株式会社 丸の内万作 宮崎 ○
宮崎にて創業80年の伝統を守り、名物地頭鶏もも焼きが地元から愛され続ける「万作」が東京に初進出します。
豪快に炭で焼き上げた名物地頭鶏もも焼きや、宮崎を中心とした産地直送のこだわり希少食材を使い、
職人の技で素材の良さを最大限引き出したメニューをお召し上がりいただきます。

信州松本ヒカリヤ
（シンシュウマツモトヒカリヤ）

Six Sense株式会社 長野 ○
信州松本、築120年の名門商家の歴史的建築物のなかで日本料理とナチュレフレンチを提供してきた「ヒカリヤ」が、
このたび初めて東京にオープン。自社農園のお米や、旬の野菜などを、その素材がいちばん美味しく味わえる料理法で提供。
信州の風土が育んだ、自然の美味しさをお届けします。

神戸・六甲道　ぎゅんた
（コウベ・ロッコウミチ　ギュンタ）

ソルト・コンソーシアム
株式会社

兵庫
本店尼崎で四十数年守りぬかれた独創的な鉄板焼とお好み焼きのお店。
広島風でもない関西風でもない素材の味を生かした焼き方でさまざまなメニューを展開します。
韓国風鉄板焼をプラスしたオリジナリティあふれた品々をご堪能下さい。

ばいこうけん 東京
（バイコウケン トウキョウ）

有限会社 梅光軒 北海道 ○ ○
北海道旭川に本店を構える老舗ラーメン店 梅光軒の新業態。ラーメンの美味しさはそのままに、北海道の食材をふんだんに使用した
旬の一品料理、他では味わえないドリンク類が充実したラインナップをお楽しみいただけます。

名産伊勢肉　豚捨
（メイサンイセニク　ブタステ）

有限会社 豚捨 三重 ○
創業明治４２年の国産黒毛和牛の老舗専門店。本店　若柳（わかやぎ）では、炭火で食べるあみ焼が好評。
松阪牛にも優るとも劣らない極上の伊勢牛を、当店自慢の牛丼・すきやき・しゃぶしゃぶでご堪能下さい。

博多もつ鍋 幸 とりもつえん
（ハカタモツナベ サチ トリモツエン）

有限会社 アートケイズ 福岡 ○ ○ ○
博多薬院で30年、秘伝醤油ダレもつ鍋の老舗「もつ幸」と、貴重な地鶏天草大王を使用して、長時間かけて丹念にスープを取った、
名物水炊き「はながき」のコラボ店。博多のもつ鍋、水炊きと郷土料理に、焼酎や日本酒を各種取り揃え「博多の粋」を提供します。

洋食ビストロ　ドンピエールハート
（ヨウショクビストロ　ドンピエールハート）

株式会社 ピーアンドピー 東京 ○
1984年創業の新老舗「ドンピエール」が母体である「ドンピエール＆ペリニィヨン」グループの力を総結集して作り上げる「おいしいハート」が
テーマの新業態。ランチは洋食、アフタヌーンはスィーツが楽しめるカフェテリア、ディナーはワインを中心としたビストロの雰囲気。
ベーシックなものに加えて、新鮮な魚介と野菜を素材とした「新鮮洋食」で日本を感じて頂けます。

おばんざい・炙り焼き・酒　菜な
（オバンザイ・アブリヤキ・サケ　ナナ）

株式会社 ビー・ワイ・オー 京都
京都の伝統的な「おばんざい」や旬の素材を活かした炙り焼きなど、月毎に替わる旬のおすすめ料理など全80種類と日本ワインを中心に
充実したお酒のラインナップを展開。エレガントなバーカウンター、宴会個室など様々なシーンに対応し、東京駅を一望できる空間を
気軽にお楽しみ頂けます。

フロア 店舗名 会社名 地域 新業態 東京初 初支店 ＳＣ初 店舗概要

アルカナ東京KARATO
（アルカナトウキョウカラト）

アサダ株式会社 大阪 ○ ○
『野菜の美食（ご馳走）』をメインテーマに、美食と健康、美味しさとヘルシー、驚きと優しさ、相反する概念の共存を目指します。
【楽しくてモダンな“うまいもの屋”】のコンセプトで、“シェフ唐渡”のガストロノミー最新料理を、
まるで居酒屋やイタリアンのように自由なオーダースタイルでお楽しみいただけます。

炭焼・寿し処 くし路
（スミヤキ・スシドコロ　クシロ）

株式会社 マルシンカワムラ 北海道 ○
北海道札幌が育んだ四季折々の豊穣な美味を取りそろえ、寿司、刺身、炭火焼きなど、熟達の職人による北海道の板前料理を提供します。
木の温もりと石肌の柔かさ、炉ばたからのぞく赤い炎、上質な食空間でごゆっくりと北の恵みをお楽しみ頂けます。

金華豚料理　平田牧場 極
（キンカトンリョウリ　ヒラタボクジョウ キワミ）

株式会社 平田牧場 山形 ○ ○
「金華豚」にこだわった専門店。おすすめは格段の素材の違いを実感できる「しゃぶしゃぶ」「とんかつ」。
お米は、日本一と評される山形の「つや姫」。季節の食材をつかった郷土料理もおすすめです。こだわりのワイン、日本酒、焼酎も豊富。
“世界に冠たる奇跡の豚肉”で感動のおいしさをお楽しみください。

魚匠　銀平 丸の内
（ウオショウ ギンペイ マルノウチ）

株式会社 湯川 和歌山 ○ 和歌山の漁港で仕入れた、その日獲れたての魚を使い、素材の旨みを活かした料理を提供します。

MAINLAND CHINA 丸の内テラス　過門香

（メインランド チャイナ　マルノウチテラス　カモンカ）
株式会社 ラムラ 東京 ○

旧東京中央郵便局の素晴らしい歴史的景観の継承と新時代のシンボル的建造物の融合を、「温故知新」をテーマに中国大陸料理で表現。
故（ふる）き良き中国大陸の伝統料理と、新しきモダンな斬新メニューの饗宴。晴れの日のお席、接待、各種会合に最高のおもてなしを
提供いたします。

※テナント名称及び取扱いブランド名は変更になる場合がございます。

業態

業態

もつ鍋・水炊き・牛・豚・鶏・馬肉料理

洋食・スウィーツ・ワイン

和食（京料理）

ラーメンダイニング

すき焼き・しゃぶしゃぶ・牛丼
ステーキ・和食

回転寿司

5階

イタリアン

有限会社 Excellent Goods

株式会社 カフーツ

焼き鳥・鶏料理

信州自然料理

お好み焼き・鉄板焼き

木製デザイン雑貨

ファッション・雑貨 有限会社グラフィカ

6階

レストラン＆バー

和食

豚肉料理・しゃぶしゃぶ・とんかつ

魚料理

中国料理

4階

生活雑貨

ナチュラルライフスタイルストア

書籍・文具・雑貨・カフェ

生活雑貨・ギフト・ファッション

生活雑貨・ファッション

趣味・雑貨

インテリア雑貨・シューズ

自然派化粧品
食品・生活雑貨

ステーショナリー・雑貨

有限会社 山口工芸

株式会社 ふたば書房

株式会社 北麓草水社

業態

THE株式会社

株式会社 コンシーズ

株式会社 中川政七商店

株式会社 スノーピーク

リーディングスタイル株式会社

会社名


