
核店舗
業態 店名 運営 ﾌﾛｱ コンセプト

食料品
タカシマヤ フードメゾン
おおたかの森店

㈱髙島屋 1 新業態
「あなたの街にデパ地下を」をコンセプトに、髙島屋として出店する初めての
食品特化型ストア。ブランド・サービス・環境を含めデパ地下の楽しさはそのままに、
毎日来店し買い物をしていただく魅力に溢れた店作りを目指します。

スーパー
マーケット

食品館イトーヨーカドー
流山おおたかの森

㈱イトーヨーカ堂 1
「もっとおいしく」「もっと新鮮で」「もっと安全に」をコンセプトに、「買いやすさ」
「選びやすさ」を重視した食品スーパーマーケット。地元農家の獲れたて
新鮮青果や漁港直送鮮魚、作り立ての惣菜メニューなど豊富な品揃え。

書籍／
CD・DVD

紀伊國屋書店／
紀伊國屋書店Forest

㈱紀伊國屋書店 2
千葉県 大級のフロア面積を誇る総合書店。絵本・児童書コーナーや、
自然科学書などの専門書・芸術書も充実。150坪のＣＤ・ＤＶＤ売り場
「Forest」を併設。

生活雑貨 流山ロフト ㈱ロフト 2
県内3店舗目。柏・流山エリア初出店。日々の暮らしにこだわる女性のための
生活雑貨専門店。健康雑貨・文具・バラエティ雑貨・家庭用品の品揃えで、
いつでも”旬”の雑貨が見つかります。

シネコン
TOHOシネマズ
流山おおたかの森

TOHOシネマズ㈱ 3
ＴＸ沿線 多の11スクリーン、約1,900席の大型シネマコンプレックス。
「森」をイメージした店舗設計。「プレミアスクリーン」など、広々とした空間で
映画館にいながら森林浴をしている様なリラックス感を味わえます。

アミューズ
メント

ナムコランド DONDOKOフェスタ ㈱ナムコ 3
「祭り」をコンセプトに、「太鼓の達人」のキャラクターを随所に配置した
賑やかな店内。キッズ専用の立体遊具スペース、クレーンゲームや
アーケードゲームなど、ファミリー層を中心に3世代で楽しめる遊具が揃う。

フィットネス
クラブ

セントラルウェルネスクラブ
おおたかの森

セントラルスポーツ㈱ 3
「0歳から一生涯の健康づくりに貢献する」を企業理念に、地域の皆様の笑顔と
健康づくりをサポート。　【6月開講予定】

専門店

業態 店名 運営 コンセプト

婦人・紳士
・子供服

ZARA
（ザラ）

㈱ザラ・ジャパン 1
世界63カ国で展開するスペイン発のファッションブランド。普段使いに役立つ
ものやパーティで重宝するドレスなど、ベーシックからヨーロピアントレンドを
取り込んだアイテムまでを幅広く展開。

紳士・婦人
・子供服

コムサイズム ㈱ファイブフォックス 1
「家族の絆」をテーマに、レディス・メンズ・キッズのウェアと生活雑貨を幅広く
展開。家族のライフスタイルがふくらむショップです。

紳士・婦人
・子供服

LACOSTE
（ラコステ）

㈱ファブリカ 1
クリエイティブディレクターのクリストフ・ルメールが創り出す、スポーティーかつ
エレガントなフレンチファッションブランド。ポロシャツを中心とした定番アイテム
で、様々なシティライフシーンに対応できるプレッピースタイルを提案。

紳士・婦人
・子供服

G-LAND EXTREME
（ジーランド エクストリーム）

㈱ピート 2 千葉県初
USA人気サーフブランド「GOTCHA（ガッチャ）」のオフィシャルショップ
「G-LAND」。「G-LAND」が提案するカリフォルニアライフスタイルショップ
「G-LAND EXTREME」は、カップル、ファミリーで楽しめる商品展開です。

婦人・紳士服
A|X ARMANI EXCHANGE
（A|Ｘ　アルマーニ エクスチェンジ）

プレシディオ・ジャパン㈱ 1 日本初 日本初登場。Young・Urban・Sexyがコレクションのスピリット。

婦人・紳士服 アンダーカレント ㈱ポイント 1
間接照明を使用した落ち着いた雰囲気の店内で、心の豊かさを求める大人の
男女に向けた、リラックスシーンからフォーマルシーンまでのファッションを提案。

紳士・婦人服
Brooks Brothers
（ブルックス ブラザーズ）

㈱ブルックス ブラザーズ ジャパン 1
1818年の創業以来、時代や流行に流されずアメリカンクラシックのテイストを
守り続け、一貫して高品質なファッションアイテムを提供。メンズ・ウィメンズ・
ボーイズアイテムを展開します。

紳士・婦人服
BEACHWORKS
（ビーチワークス）

ジーエスエムジャパン㈱ 2 日本初
自社ブランド「Billabong」と「element」をベースとし、新ブランド「Honolua」を展開。
ニューファミリー層に向け、サーフ＆リゾートのライフスタイルにリンクした
ファッションを提案する日本初の新業態ショップ。

紳士・婦人服
BUONA GIORNATA
（ボナジョルナータ）

㈱ファイブフォックス 2
スタイリッシュな現代人に向けた、イタリアと日本の共同デザインブランド。
ヤングキャリア・ビジネスマンをコアターゲットに、カップルで楽しめる
ハイセンスショップです。

紳士・婦人服 エムエフエディトリアル ㈱タカキュー 2
トレンドを意識し、上質感を求める大人の男女に向け、ジャケットやワンピース
などが都会的で洗練されたワードローブを提案します。

紳士・婦人服 セマンティックデザイン ㈱タカキュー 2
18～22歳の流行に敏感なヤング層をメインターゲットに、ベーシックな中にも
アバンギャルドな要素を取り入れたスタイルを提案。メインアイテムのパンツを
中央に配した店内では、トップスから雑貨までトータルに展開。

紳士・婦人服 フィールド／ドリーム ㈱オンワード樫山 2
肩の力を抜いたお洒落を楽しむ大人の男女に向けた、カジュアルスタイルを
提案します。

婦人・子供服 シューラルー ㈱ワールド 1
20～30代のファッションにこだわる女性とその子供を対象に、「旬」のスタイルを
取り入れたカジュアルウェアを提案。「アーリーアメリカン」をキーワードにした
店内で、カーディガンやスカートなどを展開。

婦人・子供服 ル・モンド アンラシーネ ㈱キャビン 1
「ママにやさしい」をコンセプトに、ナチュラルフレンチをベースにした子育てママ
を応援するデイリーカジュアルブランド。

婦人・子供服
Très coton par NÎME
（トレ コトン パー ニーム）

㈱ヰノセント 1 新業態
流行にとらわれず、自分のスタイルを大切にする女性のためのショップ。
親子でもファッションを楽しめるよう、お揃いの子供服も展開します。

婦人服・
生活雑貨

Le deux
（ル・ドゥー）

㈱デビイ 1 新業態
20～30代の女性とその母親をターゲットに、生活に自然と溶け込むナチュラルで
ベーシックなファッションアイテムを提供します。

【 業種別店舗一覧（全135店舗） 】

＜ファッション＞



業態 店名 運営 ﾌﾛｱ コンセプト

婦人服・
服飾雑貨

LA ROTONDA
（ラ ロトンダ）

㈱ワールド 2
15世紀後半に建てられたイタリアに現存する円錐の建築物をモチーフとした
空間で、ファッションにこだわる女性のわがままな期待を満たす「旬」の
ファッションを提案するブランド編集型ストア。

婦人服
PAR ICI
（パーリッシィ）

㈱アンビデックス 1
メンズライクな服を中心とし、着心地の良さを大切にシンプルでリラックスした
ウェアや小物が揃うショップ。

婦人服 メルローズ クレール ㈱メル・ローズ 1
「コンテンポラリー＆デイリー」をキーワードに、シンプルで洗練された女性に
向けたウェアやファッション雑貨が揃います。

婦人服
Ph Blue
（ペーハー・ブルー）

㈱ジェディックス 1 千葉県初
日々の生活をゆったりと大切に過ごしたい、マイセンスを大事にする女性の
ためのブランド。ナチュラルをベースに、フェミニン、クラシカル、ロマンティック
テイストをプラス。

婦人服 アデュー・トリステス ㈱ビギ 1 千葉県初
アンティーク什器を使用したクラシカルで落ち着いた店内で、洗練された大人の
女性に向けた商品をシーン別に提案します。

婦人服 パリス ブルー ㈱ブルーメイト 1 千葉県初
インポートを含むジーンズを中心に、こだわりのアイテムを展開。個性と感性を
大切にする女性に向けたデニムスタイルを提案します。

婦人服 ハートマーケット (有)ハートマーケット 2
国内外50を超えるブランドと自社オリジナルで構成したセレクトショップ。
豊富な品揃えで、ジャンルを問わず様々なファッションスタイルを提案します。

婦人服 レプシィムローリーズファーム ㈱ポイント 2 千葉県初
ローリーズファームのコアターゲットである10代後半～20代前半よりも上の
世代の女性に向け、自然体でリラックスできるカジュアルスタイルを提案します。

婦人服
PROLOGUE
（プロローグ）

㈱マツマル 2 千葉県初
女性と女の子の二つの感覚を持ち続け、常に輝いていたいと考えるキャリア女性
向けのファッションブランド。イタリアからのインポートアイテムや、アメリカセレブ
ブランド、オリジナルブランド“ストレガ”などを展開します。

婦人服
Real Riche
（リアルリッシュ）

㈱キャビン 2 千葉県初
シャープ・クリーンをベースに、オフィススタイルからオフシーンのカジュアル
スタイルまで、「コンテンポラリーなＯＬスタイル」を提案。

婦人服
KNOW BEANS
（ノゥビーンズ）

サキヤクリエイト㈱ 2
働く女性に向け、ジャケット＆ボトムをベースにしたオンスタイルからオフスタイル
までを提案。「キレイ・シンプル・カッコイイ」をキーワードにした、トレンドを
押さえたスタイリングが魅力的です。

婦人服
LIZLISA Fusion
（リズリサ フュージョン）

㈱ヴェント・インターナショナル 2
ガーリーで可愛らしい４ブランド、LIZLISA、TRALALA、LIZLISA TWINKLE、
LIZLISA dollからなる複合ショップ。

婦人服 ピンキーガールズパーティー ㈱FREE'S INTERNATIONAL 2 新業態
年齢やライフスタイルに関係無く、可愛い・キラキラ・ピンクが好きな全ての女性に
パーティー気分を感じて頂けるショップ。カジュアル、エレガンスカジュアルテイスト
のウェアを展開します。

婦人服 アーモワール カプリス 田中興産㈱ 2
“きまぐれなクローゼット”を意味する「アーモワール カプリス」では、毎日の予定
とその日の気分に合わせて着こなせる、ヨーロッパを中心にセレクトした
フェミニンでモダンなコレクションを展開します。

婦人服
Reala
（レアラ）

㈱三鈴 2 千葉県初
洗練されたデザインで、トレンド感や着心地の良さにこだわった大人の
ファッションをトータルに提案します。

婦人服 アンド バイ ピンキーアンドダイアン ㈱FREE'S INTERNATIONAL 2
白を基調としたスタイリッシュな店内では、20～30代の女性をターゲットに、
エレガンスカジュアルの中にほどよくトレンド感やセクシーさをプラスしたウェア
や雑貨を展開します。

婦人服
Le coeur BELLE BOUDOIR
（ルクールベルブードワァ）

㈱鈴屋 2
団塊ジュニア世代のヤングミセスを対象に、素材やパターンにこだわった、
シンプルかつベーシックにほどよいトレンドを取り入れた婦人服を提供。

婦人服
SM2 keittio
（サマンサモスモス ケイッティオ）

㈱キャン 2
20代のヤング層をコアターゲットに、ワンピースやカットソーなどナチュラルで
ぬくもりの感じられる着心地の良いカジュアルウェアを展開。

婦人服
E Hyphen Green Parks topic
（イーハイフングリーンパークス
トピック）

㈱クロスカンパニー 2
earth music&ecologyや、E hyphen world galleryなど、トレンド性の高いレディス
カジュアルのブランドを集積したセレクトショップ。高感度なオリジナルウェアや
グッズが揃います。

婦人服 スペッチオ ㈱スペッチオ 2
感性豊かな新世代ミセスを対象に、ノンエイジ・ヨーロピアンキャリアテイストを
軸としたウェアを展開します。

婦人服 ヒロコビス ヒロココシノインターナショナル㈱ 2
ヒロココシノによるセカンドブランド。良質な素材に、トレンド感や新しさをプラス
した新鮮なスタイルを提案。ビス・ビストリコの2ブランド構成。

紳士服
HIDEAWAYS
（ハイダウェイ）

㈱ニコル 2
ジャケットやブルゾンなどのメンズアパレル・服飾雑貨をメインに、ミニカーや
ブリキの玩具など男性のココロを刺激するアイテムも並びます。

紳士服 ユニオンステーション ㈱メンズ・ビギ 2
20～40代をコアターゲットに、良質でリアリティーのあるワードローブを展開
するオリジナルアイテムに、洗練された国内外からのセレクトアイテムを加え、
トラッドをベースとした遊び心のある旬なスタイルを提案。

ベビー・
子供服・
生活雑貨

fas grace
（ファス グレース）

㈱キムラタン 1 新業態
オリジナルのベビー・トドラーのウェアを中心に、セレクト雑貨やママのウェアも
品揃え。赤ちゃんとママの、シンプルでナチュラルなライフスタイルを提案します。

シャツ専門店
JETSETTER
（ジェットセッター）

東京シャツ㈱ 2 千葉県初
「高品質・高感度・高機能」をコンセプトにしたシャツ専門店。25～45歳を中心
とした都市型ライフスタイルを送る男女をターゲットに、都会的に洗練された
シャツ＆タイのスタイルを展開します。

ストレッチ
パンツ

B-Three
（ビースリー）

㈱バリュープランニング 2
フィット感・はき心地・シルエットの美しさを追求した、神戸・元町発の人気の
ストレッチパンツ専門店。



業態 店名 運営 ﾌﾛｱ コンセプト

ランジェリー トリンプ
トリンプ・インターナショナル・
ジャパン㈱

2
補正機能に優れた物から、ファッション性が高くハイセンスなインナーウェアまで、
トリンプ全ブランドの中から人気の商品をセレクトした幅広い品揃え。

靴下 靴下屋 タビオ㈱ 2
ベーシックなソックスから5本指靴下などの機能を追求したものまで、あらゆる
年代層・ニーズに対応した、デザイン性豊かな靴下が揃います。タイツや
レッグウォーマーなども豊富な品揃え。

業態 店名 運営 コンセプト

婦人・紳士
・子供靴

ABC-MART
（エービーシー・マート）

㈱エービーシー・マート 2
足元からライフスタイルを提案するシューズ専門店。定番アイテムの「Hawkins」、
「ＶＡＮＳ」を充実させるほか、シーズンにあった商品をいち早く展開します。

婦人・紳士
・子供靴

GEOX
（ジェオックス）

ジェオックスジャパン㈱ 2 千葉県初
国際特許の 新テクノロジーによる履き心地を追求し、かつ、イタリアの
デザインによるファッション性が特徴のインポートシューズ。レザーシューズ
からデイリーカジュアル、子供靴まで展開します。

婦人靴
NINE WEST
（ナインウエスト）

ジー・アール・アイ・ジャパン㈱ 1
NY発のトレンド感溢れるテイストで、働く女性の足元を飾ってきた米国発の
婦人靴ブランド。実用性とファッション性を兼ね備えたシューズやバッグを
展開します。

婦人靴 ダイアナ アンダーライン ダイアナ㈱ 1 新業態
“ダイアナ”から様々なライフスタイルの中で気軽にカジュアルライフを
アクティブに楽しめるシューズ＆バッグショップが新たに誕生しました。

婦人靴 フラッグ ㈱アカクラ 2
「自分らしさの表現」を求める、洗練されたファッションを好む女性のための
シューズショップ。オリジナルブランドのほか、インポートアイテムも充実して
います。

宝飾
Douxmiere bijou SOPHIA
（ドゥミエール ビジュソフィア）

㈱サダマツ 1 千葉県初
ドゥミエール ビジュソフィアはジュエリーを中心としたセレクトショップです。
リラックスした空間で、上質かつ洗練されたジュエリーを提供します。

宝飾 ベルビソワ ㈱慶泉 2 新業態
団塊ミセスと新世代ミセスをターゲットに、お客様を一番に考えたクチュール
感覚のおもてなしと、高品質なオリジナルヨーロピアンジュエリーを提供します。

ｸﾘｽﾀﾙ ｼﾞｭｴﾘｰ
/ﾎｰﾑ・ﾃﾞｺｰﾙ

SWAROVSKI
（スワロフスキー）

スワロフスキー・ジャパン㈱ 1
カット・クリスタルを使用した、ファッション性の高いジュエリーやホーム・デコール
を展開するラグジュアリーブランド。

アクセサリー
Donario
（ドナーリオ）

TOKYO KOKI INC. 1 千葉県初
イタリアのヴィチェンツァの工房など海外から直輸入される、国内未上陸・
日本デビューブランドのアクセサリーを提供。スタイルを選ばずにいつも
身に付けられる「シーンレス・ジュエリー」がコンセプト。

アクセサリー
STONE MARKET
（ストーンマーケット）

㈱ストーンマーケット 2 世界中から集めた天然原石と天然石を使ったシルバーアクセサリーの専門店です。

アクセサリー
A・J・D ACCESSORIES
（アジェデアクセサリーズ）

(有)ムラ・クリエイティブハウス 2
「今を生きる」をコンセプトに、オリジナルブランドGOGGIから発信する
コスチュームジュエリー。厳選された素材を使い熟練した職人の手作業に
より仕上げたコサージュやアクセサリーも提供します。

服飾雑貨 アヴォスエ ㈱アンビリオン 1 千葉県初
ショップ名の意味は、フランス語で「望みが叶いますように」。
シンプルでナチュラルな中に、トレンドと懐かしい可愛らしさをプラスした
ファッションスタイルを提案します。

服飾雑貨 マルシェ ドゥ エクラ ㈱ブルーミング 2 新業態
パリのマルシェ（市場）のような、色とりどりの商品が並ぶ様子を再現した
店内では、アクセサリーからブライダルジュエリーまでを展開します。

服飾雑貨
Cours de Couleur
（クールドゥクルール）

㈱ジェイ アイ エヌ 2 千葉県初
「色の流れ」を意味する同店では、毎日移り変わる女性の気持ちに敏感に
応えたアクセサリーやBAGなどのデイリーユースの服飾雑貨を提供します。

バッグ
SAC'S BAR
（サックスバー）

㈱東京デリカ 2
黒を基調としたクールモダンなイメージの店内で、吉田カバンの「ポーター」など、
国内 高峰の鞄ブランドを取扱います。

メガネ パリミキ ㈱三城 2
新流行のオシャレなフレームから定番のフレームまで、一人ひとりのお顔や

ライフスタイルにあったメガネを提案。国内外の一流ブランドはもちろん、
高機能自社開発製品も展開。

メガネ
JIN'S GLOBAL STANDARD
（ジンズグローバルスタンダード）

㈱ジェイ アイ エヌ 2
「着替えることのできるアイウェア」をコンセプトに、高品質・リーズナブルプライス
のオリジナルメガネを中心に展開します。

業態 店名 運営 コンセプト

自然志向
化粧品

ハウス オブ ローゼ ㈱ハウスオブローゼ 1
自然の恵みで素肌本来の美しさを引き出すナチュラルスキンケアをはじめ、
ボディケアやバスグッズなど豊富なラインナップ。

自然派化粧品
・生活雑貨

MARKS&WEB
（マークスアンドウェブ）

㈱マークスアンドウェブ 1
毎日の生活を豊かにするアイテムを提案。ハーブやオイルなどの厳選原料を
使用したボタニカルやライフスタイル雑貨も充実。

自然派化粧品
LUSH
（ラッシュ）

㈱ラッシュジャパン 2
英国生まれのフレッシュハンドメイドコスメ。食品と同じ発想で作られた
コスメ製品には、新鮮な野菜や果物をたっぷり使用しています。

化粧品・
婦人服

マリークヮント
㈱マリークヮントコスメチックス
ジャパン

2
「自由に、自分らしく」をコンセプトに、既成概念に縛られることのない自由な
発想の製品作りとショップ展開。コスメは5つのスキンケアシリーズを中心に
展開します。

＜身の回り品＞

＜雑貨＞



業態 店名 運営 ﾌﾛｱ コンセプト

生活雑貨
・インテリア

KEYUCA
（ケユカ）

河淳㈱ 1
デザイン性・機能性にこだわったオリジナルのキッチン雑貨・家具と、
ヨーロッパ各国からの直輸入を中心とした約400種類のカーテンを展開。

生活雑貨
TGM
（ティージーエム）

㈱三峰 2
シンプル、ナチュラルをベースに、機能性とデザインをプラスした、
日々の生活を彩り豊かに演出するキッチンやバス用品、インテリア、
ステーショナリーなどを展開。

生活雑貨
L.B.C style
（エル・ビー・シー スタイル）

㈱ブルーグラス 2 新業態
店舗を1軒の家と考え、キッチン・リビング・バスルームなどに見立てた
売り場構成で、実際に家に居るような感覚で買い物を楽しめる生活雑貨
専門店。ナチュラルでおしゃれなライフスタイルを提案します。

インテリア
雑貨

Karako & LIVEONCE
（カラコ＆リヴァンス）

㈱さが美 2
「EAST MEETS WEST」をコンセプトに、アジアの伝統と素材にモダンなテイストを
プラスした生活雑貨のカラコと、「心地よい出会い」を商品コンセプトに、日本と
異文化をミックスしたライフスタイルショップのリヴァンスの、2ブランドの複合店。

インテリア
雑貨

George's
（ジョージズ）

㈱ジョージズファニチュア 2 千葉県初
日々の日常を上質にする、地域密着型インテリアショップ。オリジナル商品を
中心に、部屋のイメージや生活シーンにあった高感度なアイテムを提案します。

和雑貨 生活実感工房 ㈱リラコーポレーション 2
自然素材・手作り・本物・エコロジーをコンセプトに、インテリアや創作陶器などの
生活雑貨・服飾雑貨が揃います。

キャラクター
雑貨

Cuddlesome
（カドルサム）

プラザスタイル㈱ 1 新業態
欧米の30を超える良質な絵本とそのキャラクター商品を中心とした品揃えの、
新しいコンセプト“大人のためのキャラクター専門店”。
「ソニープラザ」を運営するプラザスタイルによる新業態。

玩具
GROBKIDS
（グローブキッズ）

NECモバイリング㈱ 1 千葉県初
木製玩具や知育玩具を中心に、キッチン用品やステーショナリーまで、
輸入商品を中心に展開。親子で一緒に楽しめる温かな雰囲気のショップです。

玩具
petite porte
（プチポルテ）

㈱オムニバス 1 千葉県初
木製や布製のおもちゃを中心に、個性豊かで、無限の創造力を引き出す
楽しい玩具が揃います。

ぬいぐるみ ビルド・ア・ベア ワークショップ メイク・ア・フレンド㈱ 2
好みの毛皮（ぬいぐるみ）に、専用マシーンで綿を詰め、ハートを入れて
洋服や小物もセレクトできるオリジナル・ベア作りのショップです。
毎月新しいぬいぐるみや季節ごとに衣装小物を投入します。

ハワイ
雑貨

フラハワイ ㈱セキノレーシングスポーツ 2
20～50代までをメインターゲットに、明るい店内に並ぶ商品は全て
ハワイアン。フラダンス用品をはじめ、オリジナルカジュアルウェアや
ハワイ直輸入雑貨、ファブリックなどが揃います。

デザイン雑貨
・印章

アトリアン ㈱グレエイト 3 新業態
好みのデザイナーを選び、ギフトやウェルカムボード、名刺、印鑑など、
世界で１つだけのオリジナルデザインをオーダーできる、アトリエをイメージした
デザインショップ。デザイナー雑貨も販売。

花・カフェ
Flower Deco
（フラワーデコ）

㈱白楽花園 2 新業態
花と緑あるライフスタイルを提案するフラワーショップとカフェの複合型ショップ。
豊富な種類の生花・鉢物・インテリアグリーンなどが揃い、カフェコーナーでは
オーガニックにこだわったメニューを提供します。

ペット用品
Harness Dog
（ハーネスドッグ）

㈱クリエイティブヨーコ 2 関東初
「愛犬と飼い主を繋ぐ」をコンセプトに、愛犬との楽しく素敵な生活を提案する
ドッグファッションのセレクトショップ。アパレルやアクセサリーなど、
コーディネートを楽しむアイテムから遊び心のあるものまで豊富な品揃え。

ペット
ペット用品

Pet-it Fairies
（プチ フェアリーズ）

㈱ペットサロンミッキー 2 千葉県初
上質をキーワードにした犬猫専門店。生体の取り扱いのほか、ワンランク上の
おしゃれを楽しめるハイセンスなファッショングッズ、犬・猫用品が充実。
ワンちゃん・ネコちゃんのトリミングや一時預かりも受け付けます。

ドラッグストア ドラッグセガミ セガミメディクス㈱ 1
生活用品やビューティー関連商品が豊富に揃い、地域のお客様にヘルス＆
ビューティーに関する情報を発信します。

業態 店名 運営 コンセプト

うどん うどんのう ㈱家族亭 3 関東初
「うどん」と「うどんだしの味」にこだわったメニューを展開。うどんは素材に
こだわり、丹念に手ごね、熟成させたものを使用。

中華麺・飯 ぷんぷくまる 際コーポレーション㈱ 3
らーめん、餃子・チャーハンなど、中国家庭料理の味を気軽に味わえます。
辛いものやさっぱりしたものなど、お客様のニーズにあったメニューを選べます。

蕎麦 笹陣 ㈱クレア 3 千葉県初
“ふのり”を練りこんだ自家製そば「へぎそば」と、バラエティ豊かな丼を提供。
店内は落ち着きとぬくもりのある「木目」を基調とした和モダン空間です。

ハンバーグ・
グリル料理

ベリーグッドマン ㈱クレア 3 千葉県初
安心・安全をテーマに、オープンキッチンで焼き上げる熱々ジューシーな
ステーキ＆ハンバーグを提供。洗練された店内を飾る、野生の木を使った
ダイナミックなオブジェが印象的。

寿司 回転・流れ鮨 沼津魚がし 沓間水産㈱ 3 新業態
沼津港直送の新鮮なネタを使った、「回転寿司」と「流れ寿司」の複合型店舗。
回転寿司の活きの良さ、タッチパネルで注文した寿司を板前が握る流れ寿司の
選ぶ楽しさ、両方が楽しめる新業態です。

自然食
ブッフェ

旬菜厨房 奈のは 早野商事㈱ 3 SC初
有機野菜や県内漁港から直送した海鮮など、地元の食材を使った料理を
ブッフェ形式で提供します。

中国料理 中国名菜 吉鳳園 タカオ(有) 3 SC初
北京の古い街並み、胡同をイメージした外壁に、モダンチャイナの店内。
日本で唯一の西安宮廷餃子と共に、本物の中国料理を提供します。

魚と
たきたてご飯

四六時中 ㈱イオンイーハート 3
昼は気軽に膳メニュー、夜はお洒落な和風カジュアルレストランと、
昼と夜で2つの顔を持つ「海を食べる」がコンセプトのレストランです。

＜レストラン・カフェ＞



業態 店名 運営 ﾌﾛｱ コンセプト

カレー
CURRY & CAFE
カレーの市民　アルバ

KGF㈱ 3 千葉県初 北陸で人気のあるカレー専門店が千葉県に初登場。

たまご料理 ポムの樹たまご物語 ㈱ポムフード 3
「ポムの樹」が提案する、前菜からデザートまで新鮮たまごを使ったこだわりの
たまご料理レストラン。

とんかつ かつ工房和幸 ㈱東邦事業 3 千葉県初
良質の豚肉、自家製のパン粉、オリジナル純正植物油、厳選した食材で
作り上げたとんかつを提供。

イタリアン サレルノ ㈱ビィバリュー 3 千葉県初
湘南で人気のイタリアンが千葉県初出店。「七里ヶ浜の海と丘。そして、
森の木立。」をイメージした店内では、三崎港直接買い付けの自慢の魚料理や、
10種類のパスタ、モチモチしたナポリピザなどを提供します。

ベーグル
カフェ

ベーグル＆ベーグル ㈱ドリームコーポレーション 1
店内に厨房を併設し、焼き立ての“しっとり＆もちもち”のベーグルをカフェコーナー
とテイクアウトで提供。ベーグルサンド、スウィーツなども展開します。

カフェ
J CAFE
（ジェイ カフェ）

(有)ばくだん屋 3
関東初
SC初

スタイリッシュで斬新をテーマに、どなたでも気軽にくつろげる店作り。
メニューも豊富で、しっかりと食事もとれるニュースタイルカフェ。

ｸﾞﾙﾒﾊﾞｰｶﾞｰ パクッチ ㈱ココロプロジェクト 3
千葉県初

SC初

昨年渋谷に初登場した、素材にこだわるグルメバーガーの専門店。
レストランで提供されるクオリティをそのままクイックで提供。
グルメバーガー、ミールスープ、サラダがメイン。

コーヒー＆
ベーカリー

ZOKA
（ゾッカ）

㈱エムフーズ 3 千葉県初
全米紙にて「コーヒーに酔いしれる全米トップ10カフェ」に選ばれたシアトル
ZOKA本店の雰囲気を継承し、思い思いの時間が過ごせる空間を提供。
高品質のコーヒーとおいしさにこだわった焼きたてベーカリーが楽しめます。

アイスクリーム コールド・ストーン・クリーマリー
コールド・ストーン・クリーマリー・
ジャパン㈱

1
ｰ9度の冷たい石（コールドストーン）の上で、アイスクリームとフルーツやナッツ、
ケーキなどをミックスする、アメリカ生まれのエンターテイメントアイスクリーム
ショップです。

ジュース
スタンド

旬熟屋
（しゅんじゅくや）

㈱タカギフーズ 1 千葉県初
旬の野菜とフルーツを使用したフレッシュジュースを、作り置き一切無しの新鮮な
状態で提供。野菜ソムリエによる、おいしく、カラダに優しいジュースです。

デザートカフェ カフェ モッカ ㈱ドトールコーヒー 2 関東初
“ナチュラル＆ヘルシー”をコンセプトにした、女性のためのスイーツカフェ。
個性豊かなデザインカプチーノ、焼きたてワッフルやパスタメニューまで、
おいしさと安らぎを提供します。

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㈱ 3
本場アメリカ生まれのアイスクリーム専門店。毎月登場する新作など、
季節に合わせた32種類のアイスクリームを随時提供します。

親子カフェ キッチン キッズダム ㈱マツヤ 3 新業態
親子が安心して食事を楽しむことができる親子カフェ＆レストラン。店内には
0～6歳までの未就学のお子様が遊べるキッズエリアを設け、保育士などの
資格を持つスタッフがお子様の遊びをサポートします。

業態 店名 運営 コンセプト

美容室
TAYA
（タヤ）

㈱田谷 1
全ての方にオールマイティな技術とサービスを提供する、お客様第一主義の
フルサービスサロンです。

美容室
FRIENDS AOYAMA
（フレンズ アオヤマ）

㈱フレンズ企画 3
「悠」然とした時間が過ごせ、「粋」が感じられる空間を提供し、「知」的好奇心を
くすぐる技術を提供。自社開発による「サイエンスパーマ」「サイエンスストレート」
をご提供します。

化粧品
・エステ

ポーラザビューティ ポーラ販売（株） 3
お客様の肌データに基づいて成分設計するアペックスアイを中心に、効果実感と
快適感触を追求するエステを実施します。

酸素バー・
ﾘﾌﾚｸｿﾛｼﾞｰ

オーツー ビーナス フュースト㈱ 3
高濃度アロマ酸素とフットセラピー、ボディケアの組み合わせにより、しっかりと
疲れをとり、癒しを体感できるリラクセーションサロン。

みみかき みみくりん アスカ（株） 3
日本では未だ珍しい専門技術を持ったスタッフによる、快適な「耳かき・耳ツボ」
などの耳サービスを提供する専門店です。

整体・
ﾌｯﾄｾﾗﾋﾟｰ

整体フットセラピー ベアハグ ㈱ベアハグ 3 千葉県初
“「手の温もり」を通して愛情と健康を伝える”をモットーに、本格的な整体から
ボディセラピーなど多彩なメニューで対応します。

歯科 柴歯科クリニック 医療法人社団　博裕会 3
心理的負担を軽減する「無痛治療」「鎮静治療法」を取り入れたデンタルクリニック。
「心あたたかい医療」がモットーです。

幼児教室 小学館の幼児教室　ドラキッズ ㈱小学館プロダクション 3
「ドラえもん」をキャラクターにした、「あたま」「こころ」「からだ」を育てる幼児教室。
1～6歳児を対象に、「総合教育コース」と「幼児英語コース」を展開します。

子供英会話
スクール

MEGA BLUE BIRD
（メガ ブルーバード)

メガ・セイハ・インターナショナル㈱ 3
0歳から学べる英会話教室。ファミリーで遊べる工夫もしています。小学生・
中学生・高校生のクラスも設置し、本格的な英会話も受講できます。

料理教室
ABCクッキングスタジオ
／abc kids

㈱ABC Cooking Studio 3
料理からパンケーキまで、少人数制レッスンが人気のスタイリッシュでカジュアルな
女性専用の料理教室。4～12歳までの子供のための食のスクール「abc kids」も
併設します。

旅行代理店 JTBトラベランド ㈱JTBトラベランド 2
国内・海外共に、豊富な旅行商品を取り揃え、お客様の快適な旅をサポート。
ギフトに 適な旅行券やデパート共通商品券も取り扱います。

＜サービス＞



業態 店名 運営 ﾌﾛｱ コンセプト

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
ｷｬﾘｱｼｮｯﾌﾟ

Soft Bank
（ソフトバンク）

㈱アドバンス 3
Soft Bankの携帯電話専門店。ゆったりとした広めのスペースに、家族カウンターや
質問・相談カウンターを設置し、ケータイ初心者・ご家族連れにも安心の店作り。

携帯電話 テレマックス ㈱テレマックス 3
NTTドコモ、au、ソフトバンク全ての 新の携帯電話端末を揃える専門店。
白と木目の落ち着いた色合いの店内。

宝くじ ロッタリーショップ LUFLOS㈱ 1
縁起の良い大黒様ブランドの宝くじ売場。清潔感のある店内では、スクラッチくじや
ナンバーズ、ロト6も販売します。

リペア ミスターミニット ミニット・アジア・パシフィック㈱ 1
かかと交換をはじめ多様な靴修理への対応と、電子キーも含めた合鍵複製の
専門店。日常の生活をサポートします。

洋服
リフォーム

マジックミシン リフォームスタジオ㈱ 3
プロの技術を提供する洋服お直し専門店。スピードリフォームや流行の
ジーニングダメージ加工、ファッションリメイクにも対応します。

クリーニング 白洋舎 ㈱白洋舎 1
衣類にこだわりを持つお客様をサポートする高品質なクリーニングサービスを
提供します。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・DPE
SNAPS!
（スナップス）

スナップス販売㈱ 1
短10分仕上げのデジタルプリントサービスほか、様々なプリントサービスを提供。

4台のデジタルプリント受付機を設置し、お客様をお待たせしません。

写真スタジオ
スタジオSNAPS!
（スタジオスナップス）

スナップス販売㈱ 3
「うれしい時が記念日」をコンセプトにした写真館。誕生のお祝いや七五三、入学、
成人記念だけでなく、お子様の成長から長寿のお祝いまでお気軽にご利用
いただける写真館です。

ATM 千葉銀行 ATMコーナー 1

ATM 京葉銀行 ATMコーナー 1

ATM みずほ銀行 ATMコーナー 1

清掃用品レンタル
・ハウス

クリーニング
ダスキン サービスショップ ㈱ダスキン誠実 3 SC初

ダスキンが取り扱う全事業（レンタル清掃用品、清掃・家事代行、庭園管理）の
紹介や、受付（コールセンター）機能を果たすショップ。

市役所
出張所

流山市おおたかの森出張所 流山市 3
住民票・印鑑登録の届出・異動・証明書交付、戸籍の届出・証明書交付、
市税の収納・証明書交付など。平日は朝8：30～夜7：00、土曜日は夜5：00まで
対応。日曜日・祝日には地域情報を発信するミニイベントなどを展開。

住宅販売 第一住創 ㈱第一住創 3 SC初
シンプルで上質なライフスタイルを楽しめる良質な戸建て、マンションをTX沿線に
企画・開発・販売する住宅メーカーのショールーム。

保険・
ﾎｰﾑｾｷｭﾘﾃｨ

アーバンプロテクト アーバンプロテクト(有) 3
“生きる為に活きる保険”を提供するアフラックと、「暮らしの安心」を提供する
セコムホームセキュリティを取り扱う複合ショップ。


