
【別紙２】出店テナントリスト（順不同）

タウンフロント

フロア 店名 店名（カナ） 会社名 業種
１Ｆ Spick and Span（仮） スピック&スパン（仮） 株式会社フレームワークス アパレル（レディス）　服飾雑貨 生活雑貨

PAPILLONNER パピヨネ 株式会社パル 服飾雑貨（レディス）
trippen ・ CI-VA トリッペン ・ チーバ 株式会社金万 服飾雑貨（シューズ・バッグ）
grappeBANNISTER グラップ バニスター 株式会社アバハウスインターナショナル 服飾雑貨（シューズ・バッグ）
エフィーケスクル エフィーケスクル 株式会社東京デリカ 服飾雑貨（バッグ）
JOURNAL STANDARD ジャーナル スタンダード 株式会社ＪＳ．ＷＯＲＫＳ アパレル（レディス・メンズ）　服飾雑貨 生活雑貨

※ 世田谷区用賀出張所二子玉川分室 セタガヤクヨウガシュッチョウジョフタコタマガワブンシツ 世田谷区玉川総合支所 行政サービス
EXCEL エクセル 株式会社エクセルビルコ サービス（美容室）
Côte de Rouge Table コート・ド・ルージュ ターブル マキシム・ド・パリ株式会社 飲食（ファインダイニング）
Shinancien シナンシェ 株式会社永楽屋 服飾雑貨　生活雑貨
PYLONES by petit coquin! ピローヌ by プチコキャン 株式会社プチコキャン 生活雑貨
L'OCCITANE ロクシタン ロクシタンジャポン株式会社 生活雑貨（ライフスタイルコスメ）
ANTICO CAFFE AL AVIS アンティコカフェ アルアビス 株式会社重光 飲食（イタリアンバール）
CO＊STARRING コ・スターリング 株式会社コ･スターリング 服飾雑貨（アクセサリー）
BALS TOKYO バルス トウキョウ 株式会社バルス 生活雑貨
Paolo bottoni bijoux パオロ・ボトーニ ビジュー 大阪産業株式会社 服飾雑貨（ビーズアクセサリー及び関連雑貨）
Pea Pod ピーポッド 三崎商事株式会社 服飾雑貨
Canal４℃ カナル４℃ 株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ 服飾雑貨（ジュエリー）
ANTEPRIMA/MISTO アンテプリマ/ミスト 株式会社アンテプリマジャパン 服飾雑貨（バッグ・アクセサリー類）
P2＆Plants.Plants ﾋﾟｰﾂｰｱﾝﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾂ・ﾌﾟﾗﾝﾂ ピーツーアンドアソシエイツ株式会社 生活雑貨（植物雑貨・ペット用品）　植物

２Ｆ navasana ナバアサナ アメリカンラグシージャパン株式会社 アパレル（レディス）
l'atelier du savon アトリエ ドゥ サボン 株式会社アンビデックス アパレル（レディス）
village de Biotop Adam et Rope' ヴィラージュ ドゥ ビオトープ アダムエロペ 株式会社ジュン アパレル（レディス・メンズ）

服飾雑貨　生活雑貨(ナチュラルコスメ) 植物
Charlot Dessert シャルロ デザート 株式会社サンエーインターナショナル アパレル（レディス）
aquagirl アクアガール 株式会社ワールド アパレル（レディス）
anatelier アナトリエ 株式会社ワールド アパレル（レディス）
Loungedress ＧＡＬＬＡＲＤＡＧＡＬＡＮＴＥ ラウンジドレス ガリャルダガランテ 株式会社パル アパレル（レディス）
note et silence ノート エ シロンス 株式会社アンビデックス アパレル（レディス）　服飾雑貨（シューズ・アクセサリー・バッ

ク）　生活雑貨(キャンドル・ハンドクリーム・リップ等)
HOUSE ｏｆ JILLSTUART ハウス・オブ・ジルスチュアート 株式会社サンエー・インターナショナル アパレル（レディス）　服飾雑貨　生活雑貨

飲食（カフェ）
Jouete ジュエッテ 株式会社ミルク 服飾雑貨（アクセサリー）
BLUE ブルー 株式会社シンコー 服飾雑貨（シューズ・バッグ）　アパレル（レディス）
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 服飾雑貨
LAGLAIA ラグライア 株式会社ベルラピカ アパレル（レディス）　服飾雑貨（アクセサリー・ストール等）

生活雑貨（傘・フォトスタンド等）
ANGLOBAL SHOP アングローバルショップ 株式会社アングローバル アパレル（レディス）　服飾雑貨 生活雑貨
ART/BERG アート・バーグ 株式会社アート・バーグ 服飾雑貨

３Ｆ BEAUTY GENE professional ビューティージーンプロフェッショナル 株式会社グラマラス サービス(美眉と美まつ毛の専門サロン )
NEWYORKER BY KEITA MARUYAMA ニューヨーカー バイ ケイタ マルヤマ 株式会社ニューヨーカー アパレル（レディス・メンズ）　服飾雑貨
BIRKENSTOCK ビルケンシュトック 株式会社ビルケンシュトックジャパン 服飾雑貨（フットウェア・バッグ）
UNITED ARROWS green label relaxing ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 株式会社ユナイテッドアローズ アパレル（レディス・メンズ・キッズ）
URBAN RESEARCH DOORS アーバンリサーチ ドアーズ 株式会社アーバンリサーチ アパレル（レディス・メンズ）　服飾雑貨 生活雑貨
MMIX VIA BUS STOP ﾐﾐｯｸｽ ｳﾞｨｱ ﾊﾞｽ ｽﾄｯﾌﾟ バスストップ株式会社 アパレル（レディス・メンズ（ユニセックス））　服飾雑貨
Pal'las Palace　vm パラス パレス　ヴーム 株式会社カイタックインターナショナル アパレル（レディス）
金子眼鏡店 カネコガンキョウテン 金子眼鏡株式会社 生活雑貨（メガネ・サングラス）
Wash wash＆ Peanuts Label ｳｫｯｼｭ ｳｫｯｼｭ ｱﾝﾄﾞ ﾋﾟｰﾅｯﾂ ﾚｰﾍﾞﾙ 和吾毛織株式会社 アパレル（レディス）
FUR ファー 株式会社バスク アパレル（レディス）　服飾雑貨 生活雑貨
carlife カーライフ 株式会社ピー・エックス アパレル（レディス）　服飾雑貨
Ｃ×Ｆ ＣＨＡＹＡ ＦＡＮＣＬ シーバイエフ チャヤ ファンケル 株式会社ファンケル 生活雑貨（コスメ・サプリ・生活雑貨）

飲食（マクロビオティック カフェ＆レストラン）
SHICATA シカタ 株式会社シカタ 服飾雑貨
das Neue ノイエ 株式会社レトリック 生活雑貨（ステーショナリー雑貨）
MARGARET HOWELL マーガレット・ハウエル 株式会社アングローバル アパレル（レディス・メンズ・キッズ）　服飾雑貨 生活雑貨
PIENIKOTI ピエニコティ 株式会社脇木工 生活雑貨（家具＆ファブリック）
ILLUMS FUTAKOTAMAGAWA イルムス フタコタマガワ 株式会社イルムスジャパン 生活雑貨（家具・ファブリックス・キッズ等）
Plus Style プラススタイル エース株式会社 生活雑貨（バッグ・革小物）
Crabtree&Evelyn クラブツリー＆イヴリン 株式会社ハウスオブローゼ 生活雑貨（フレグランス他）
override オーバーライド 株式会社栗原 服飾雑貨（帽子専門店）

４Ｆ Combimini コンビミニ コンビネクスト株式会社 アパレル（キッズ）
CIAOPANIC TYPY チャオパニック ティピー 株式会社パル アパレル（レディス・メンズ・キッズ）　服飾雑貨
THE NORTH FACE ＋ ザ・ノース・フェイス プラス 株式会社ゴールドウイン アウトドア用品
FREDY & GLOSTER フレディ＆グロスター 株式会社ノーリーズ アパレル（レディス・メンズ）　服飾雑貨 生活雑貨
JINS ジンズ 株式会社ジェイアイエヌ 生活雑貨（メガネ）
N.Natural Beauty Basic* エヌ ナチュラルビューティーベーシック 株式会社サンエーインターナショナル アパレル（レディス）
ロペ ピクニック ロペ ピクニック 株式会社ジュン アパレル（レディス）
エーグル エーグル ヤマト インターナショナル株式会社 アパレル（レディス・メンズ・キッズ）

服飾雑貨（バッグ・シューズ）　生活雑貨（アウトドア雑貨）
COMECHATTO＆CLOSET カムチャット＆クローゼット 株式会社フィス アパレル（キッズ）
ＳＥＮＳＥ ＯＦ ＷＯＮDER センスオブワンダー 株式会社ミリカンパニーリミテッド アパレル（キッズ）
LuncH ランチ 株式会社ウンナナクール アパレル（レディス）
X-girl Stages エックスガール ステージス 株式会社ビーズリテイリング アパレル（ベビー・キッズ・マタニティー）
Libre リーブル 株式会社バーズアソシエーション アパレル（レディス）　服飾雑貨 植物
CHAMPION チャンピオン 株式会社ゴールドウイン アパレル（レディス・メンズ）
nenil ネニル 株式会社ティアラ 生活雑貨
WASH ウォッシュ 株式会社ワシントン靴店 服飾雑貨（シューズ）
graniph グラニフ 株式会社グラフィス アパレル（レディス・メンズ・キッズ）
VIS ビス 株式会社ジュン アパレル（レディス）　服飾雑貨
AMPHI アンフィ 株式会社ワコール 生活雑貨（インナーウェア）
candle house キャンドル ハウス カメヤマ株式会社 生活雑貨

５Ｆ ＤＡＮＳＫＩＮ ＧｒｅｅｎＨｅａｒｔ ダンスキン グリーンハート 株式会社ゴールドウイン アパレル（レディス）　服飾雑貨(  ｽﾎﾟｰﾂｱｸｾｻﾘ・ﾖｶﾞﾏｯﾄ等 )
tulpe トルペ 株式会社アインファーマシーズ 生活雑貨（コスメ・化粧品）
McGREGOR CLASSIC マックレガークラシック 双日インフィニティ株式会社 アパレル（レディス・メンズ・キッズ）　服飾雑貨 生活雑貨
Luminous ルミナス イトキン株式会社 アパレル（レディス）
Francfranc フランフラン 株式会社バルス 生活雑貨
niko and... ニコ アンド 株式会社トリニティアーツ アパレル（レディス）　服飾雑貨 生活雑貨
tutuanna チュチュアンナ 株式会社チュチュアンナ アパレル（レディス）　服飾雑貨
ETOWA エトワ 株式会社レプハウス 生活雑貨（和雑貨）
GreenParks topic グリーンパークス トピック 株式会社クロスカンパニー アパレル（レディス）
GLOBAL WORK グローバルワーク 株式会社ポイント アパレル（レディス・メンズ・キッズ）　服飾雑貨
SM2 keittio サマンサモスモス ケイッティオ 株式会社キャン アパレル（レディス・キッズ）　服飾雑貨
little drawers(仮） リトル ドロワーズ(仮） 株式会社チャンス・ツー 服飾雑貨（アクセサリー）
B-COMPANY Transit ビーカンパニー トランジット 株式会社ぶんご 生活雑貨（家具・インテリア雑貨）
212 KITCHEN STORE ２１２ キッチンストア 株式会社アスプルンド 生活雑貨（キッチン専門店）
antina gift studio アンティナ ギフトスタジオ 株式会社大和 生活雑貨（ギフト雑貨）
カリス成城 カリスセイジョウ 株式会社カリス成城 生活雑貨（ハーブ＆アロマ）
SHINA シナ 株式会社真美堂 生活雑貨（和雑貨）



６Ｆ KIDDYLAND キデイランド 株式会社キデイランド キャラクター雑貨
文教堂 ブンキョウドウ 株式会社文教堂 生活雑貨（書籍）
コクテル堂コーヒー コクテルドウコーヒー 株式会社コクテール堂 飲食（カフェ･ケーキショップ）
ベアハグ ベアハグ 株式会社ベアハグ サービス（リラクゼーション）
吉祥寺 菊屋 キチジョウジ キクヤ 株式会社菊屋 生活雑貨
マーノ クレアール マーノ クレアール 株式会社オカダヤ 生活雑貨（手芸材料）
DAD-WAY ダッドウェイ 株式会社ダッドウェイ 生活雑貨（ベビーグッズ・ペットグッズ）
THE STUDY ROOM ザ・スタディールーム 株式会社ルミネアソシエーツ アパレル（キッズ）　生活雑貨 その他（サイエンス雑貨）

７Ｆ おぼんdeごはん オボンデゴハン 株式会社ビー・ワイ・オー 飲食（定食＆カフェ）
海鮮処寿し常 彩 カイセンドコロスシツネ サイ 株式会社豊田 飲食（寿し及び和食全般）
Ｐｉｚｚｅｒｉａ Ｄ’ｏｒｏ ＲＯＭＡ ピッツェリア ドォーロ ローマ 株式会社メティウスフーズ 飲食（イタリアンレストラン）
旬菜食健 ひな野 シュンサイショクケン ヒナノ 株式会社ひな野 飲食（自然食ビュッフェレストラン）
倉敷ハンバーグ クラシキハンバーグ 株式会社サンマルクホールディングス 飲食（ハンバーグ専門店）
梅蘭 バイラン 有限会社源玉商事 飲食（中華料理）
Shrimp&OysterBar シュリンプ＆オイスターバー 株式会社ヒューマンウェブ 飲食（オイスターバー＆シーフードレストラン）
韓美膳 ハンビジェ 東亜トレーディング株式会社 飲食（韓国家庭料理）
とんかつ新宿さぼてん トンカツシンジュクサボテン 株式会社グリーンハウスフーズ 飲食（とんかつ専門店）
小松庵総本家 コマツアンソウホンケ 株式会社小松庵総本家 飲食（江戸前　手打ち蕎麦）
N_7110 （仮） エヌ ナナイチイチゼロ（仮） 株式会社ナチュラルドア 飲食（オーガニック　レストラン）

８Ｆ 東急セミナーＢＥ二子玉川 トウキュウセミナービーフタコタマガワ 東京急行電鉄株式会社 カルチャースクール
モッズ・ヘア モッズ・ヘア 株式会社アトリエ・エム・エイチ サービス（美容室）
SPANAIL スパネイル 株式会社ノンストレス サービス（ネイルサロン）
STUDIO CARATT スタジオキャラット 株式会社キャラット サービス（写真スタジオ）

※世田谷区用賀出張所二子玉川分室のオープンは2011年5月を予定しております。
リバーフロント

フロア 店名 店名（カナ） 会社名 業種
１Ｆ 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 Ｂ－Ｒサーティワン アイスクリーム株式会社 飲食（アイスクリーム・クレープ）
１-２Ｆ McDonald's マクドナルド 日本マクドナルド株式会社 飲食（ハンバーガーレストラン）
１-２Ｆ 横浜銀行 ヨコハマギンコウ 株式会社横浜銀行 サービス（銀行）
３Ｆ OSHMAN'S オッシュマンズ 株式会社オッシュマンズ・ジャパン スポーツ専門店
４Ｆ 島村楽器 シマムラガッキ 島村楽器株式会社 楽器　音楽教室　練習スタジオ

Hunter ハンター ナチュラルサプリメント株式会社 生活雑貨（ペットグッズ）
VILLAGE ＶＡＮＧＵＡＲＤ ヴィレッジヴァンガード 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 生活雑貨（バラエティー雑貨）
ABC-MART エービーシーマート 株式会社エービーシー・マート シューズ（レディス・メンズ･キッズ）
ORIHICA オリヒカ 株式会社AOKI ORIHICAカンパニー アパレル（レディス・メンズ）
COMME CA STYLE コムサスタイル 株式会社ファイブフォックス アパレル（レディス・メンズ）服飾雑貨

５Ｆ たかの友梨ビューティクリニック タカノユリビューティクリニック 株式会社 不二ビューティ サービス（エステティックサービス）
リプラ リプラ 株式会社LIPLA サービス（保険･住宅ローン）
カラダバランス調整サロン Prana Garden カラダバランスチョウセイサロン プラナ･ガーデン 株式会社つなぐコーポレーション サービス（加圧トレーニング・ボディケア等）
ドコモショップ ドコモショップ NECﾓﾊﾞｲﾘﾝｸﾞ株式会社 サービス（携帯電話）
東急リバブル トウキュウリバブル 東急リバブル株式会社 サービス（不動産）
ＥＣＣ外語学院 イーシーシーガイゴガクイン 株式会社ＥＣＣ サービス（語学スクール）
GRANDMAGIC グランマジック 丸石商事株式会社 サービス( 洋服のリフォーム )
白洋舎 ハクヨウシャ 株式会社 白洋舎 サービス（クリーニング）

ステーションマーケット
フロア 店名 店名（カナ） 会社名 業種

１Ｆ 45Ｒ フォーティファイブ・アール フォーティファイブアールピーエムスタジオ株式会社 アパレル（レディス・メンズ・キッズ）服飾雑貨
WTW ダブルティー 株式会社バルス 生活雑貨
住友信託銀行（仮） スミトモシンタクギンコウ（仮） 住友信託銀行株式会社 その他（信託銀行）
ｉＴＳＣＯＭスポット＆スタジオ イッツコムスポット＆スタジオ イッツ・コミュニケーションズ株式会社 サービス（情報･通信業）
東急電鉄 住まいと暮らしのコンシェルジュ トウキュウデンテツ スマイトクラシノコンシェルジュ 東京急行電鉄株式会社 サービス（住居関連）
コンタクトのアイシティ(仮) コンタクトノアイシティ（仮） HOYA株式会社 サービス（コンタクト専門店）
passage mignon パサージュミニョン 株式会社ワールド 服飾雑貨
Bleu Bleuet ブルー ブルーエ ブルーブルーエジャパン株式会社 服飾雑貨
Ane Mone アネモネ 株式会社サンポークリエイト 服飾雑貨（アクセサリー･雑貨）
青山フラワーマーケット アオヤマフラワーマーケット 株式会社パーク・コーポレーション 生花　植物
CONCIERGE コンシェルジュ 株式会社スーパープランニング 服飾雑貨　生活雑貨
Ｐｌａｍｅ Ｃｏｌｌｏｍｅ プレミィ・コロミィ 株式会社ＪＲ東日本リテールネット 服飾雑貨　生活雑貨
RIGGOLETTO spice market リゴレット スパイス マーケット 株式会社HUGE 飲食（スパニッシュ＆イタリアン）
PALETTE PLAZA パレット プラザ 株式会社プラザクリエイト サービス（DPE)
ザ・ダイソー ザ・ダイソー 株式会社大創産業 生活雑貨
LAWSON+toks ローソンプラストークス 株式会社東急ステーションリテールサービス コンビニエンスストア
Auntie Anne's アンティ・アンズ プレッツェルジャパン株式会社 飲食（プレッツェル＆カフェ）

その他ATM２店の出店を予定しています。

食料品
Ｂ１Ｆ 東急フードショー トウキュウフードショー 株式会社東急百貨店 食料品

東急ストア トウキュウストア 株式会社東急ストア 食料品
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