
＜添付資料＞　出店店舗一覧

■ファッション、ファッション雑貨、雑貨

業種 店舗名 ヨミガナ 備考

メンズ、レディス、キッズ 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

メンズ、レディス JOURNAL STANDARD relume ジャーナル スタンダード レリューム

レディス、メンズ、キッズ gelato pique ジェラートピケ

レディス USAGI ONLINE STORE ウサギオンラインストア

レディス OSMOSIS オズモーシス

メンズ、レディス、キッズ CIAOPANIC TYPY チャオパニックティピー

レディス、メンズ、キッズ、ベビー ユニクロ ユニクロ

メンズ、レディス、キッズ coen コーエン

レディス AMERICAN　HOLIC アメリカンホリック

メンズ、レディス、キッズ RODEO CROWNS WIDE BOWL ロデオクラウンズワイドボウル

レディス、ランジェリー aimerfeel エメフィール

レディス、メンズ、キッズ、ベビー ジーユー ジーユー

レディス mulawear ミュラウェア 関東初

メンズ、レディス WEGO ウィゴー

古着 西海岸 ANCHOR ニシカイガンアンカー

レディス ハニーズ ハニーズ

メンズ、レディス、キッズ Right-on ライトオン

着物、和装雑貨 BANKAN バンカン

スーツ ONLY オンリー

スポーツ用品 スポーツデポ スポーツデポ

アウトドア用品、ファッション アルペンアウトドアーズ アルペンアウトドアーズ

ジュエリー、アクセサリー dee doo dah ディードゥーダー 新業態

ジュエリー、アクセサリー COTOMONOMARCHE コトモノマルシェ

ジュエリー、アクセサリー VÉRITÉ ベリテ

ファッション雑貨 &chouette アンドシュエット

鞄、革小物 SAC'SBAR サックスバー

生活雑貨 Bleu　Bleuet ブルーブルーエ

メガネ、サングラス JINS ジンズ

メガネ、サングラス 眼鏡市場 メガネイチバ

レディスシューズ WA ORiental TRaffic ダブルエー オリエンタルトラフィック

シューズ ABC-MART エービーシーマート

シューズ、鞄、革小物 Belle＆Sofa　やさしい靴工房 ベルアンドソファ　ヤサシイクツコウボウ

靴下、ファッション雑貨 un paseo アンパセオ

キッズ、ベビー petit main プティマイン

キッズ、ベビー、雑貨、ファミリー MARKEY'S マーキーズ

ベビーキッズ雑貨 DADWAY ダッドウェイ

バラエティ雑貨 OLYMPIA Chocolate Label オリンピアチョコレートレーベル

キャラクター雑貨 MiMi ミミ

カプセルトイ gashacoco ガシャココ

カードゲーム、クレーンゲーム キャラココ キャラココ SC初、新業態

ライフスタイル雑貨 85[ハチゴウ] ハチゴウ

インテリア雑貨 ニトリ デコホーム ニトリ デコホーム

寝具全般 西川寝具専門店　SLEEP　SQUARE ニシカワシングセンモンテン　スリープスクエア

生活雑貨 maree マレ 新業態

生活雑貨、インテリア Universal DRIVE ユニバーサルドライブ

＊上記リストは、2022年3月1日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。



■ファッション、ファッション雑貨、雑貨

業種 店舗名 ヨミガナ 備考

生活雑貨 salut! サリュ！

生活雑貨 AWESOME　STORE オーサムストア

ペット用品、雑貨 paw's living パウズリビング

キッチン、生活雑貨 212　KITCHEN　STORE トゥーワントゥーキッチンストア

１００円ショップ Seria セリア

花、グリーン les mille feuilles de liberté レ　ミルフォイユ　ドゥ　リベルテ

家電 コジマ×ビックカメラ コジマ×ビックカメラ

スマートフォンアクセサリー SmaPla スマプラ

キャラクター雑貨 Sanrio サンリオ

ステーショナリー、雑貨 Smith スミス

書籍、文具 TSUTAYA BOOKSTORE ツタヤブックストア

印鑑、和雑貨 さくら平安堂 サクラヘイアンドウ

自転車、その他関連商品 サイクルベースあさひ サイクルベースアサヒ

オーガニック&ナチュラルコスメ、フード、飲料、サプリメント Biople ビープル

ドラッグストア、調剤薬局 ココカラファイン ココカラファイン

コスメ MCS　マルノウチコスメティクスセレクション エムシーエス　マルノウチコスメティクスセレクション

韓国コスメ COSMURA コスムラ

コスメ AINZ＆TULPE アインズアンドトルペ

コンタクトレンズ ハートアップ ハートアップ

健康グッズ ファイテンショップ ファイテンショップ

■サービス

業種 店舗名 ヨミガナ 備考

クリーニング ポニークリーニング ポニークリーニング

不動産仲介 野村の仲介＋（PLUS) ノムラノチュウカイプラス

時計・宝石のリペア、リフォーム、リメイク、販売 かめいど時計宝石修理研究所 カメイドトケイホウセキシュウリケンキュウジョ

ネイルサロン ABCネイル エービーシーネイル

美容室 Opus Hair Salon オーパスヘアサロン

携帯電話 ソフトバンク ソフトバンク

携帯電話 au Style エーユースタイル

リペア factory Qty ファクトリーキューティ SC初、新業態

洋服のリフォーム 銀の糸 ギンノイト

写真スタジオ LOVST PHOTO STUDIO ラブスト　フォトスタジオ

英語教室 ベネッセの英語教室 BE studio ベネッセノエイゴキョウシツ　ビースタジオ

幼児教室 小学館の幼児教室ドラキッズ ショウガクカンノヨウジキョウシツ　ドラキッズ

保険ショップ ほけんの窓口 ホケンノマドグチ

リラクゼーション ラフィネ　プリュス ラフィネ　プリュス

美容室 美容室イレブンカット ビヨウシツ　イレブンカット

歯科 亀戸歯科 カメイドシカ

脳神経外科 亀戸脳神経・脊髄クリニック カメイドノウシンケイ・セキズイクリニック

眼科 亀戸東口眼科 カメイドヒガシグチガンカ

小児科 あかちゃんとこどものクリニック アカチャントコドモノクリニック

内科、循環器内科、糖尿病内科、皮膚科、美容皮膚科、形成外科 亀戸シンシアクリニック カメイドシンシアクリニック

調剤薬局 あけぼの薬局 アケボノヤッキョク

＊上記リストは、2022年3月1日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。



■レストランカフェ

業種 店舗名 ヨミガナ 備考

スペシャリティコーヒー、ベーカリー 猿田彦珈琲とオキーニョ サルタヒココーヒートオキーニョ

スペシャリティコーヒー スターバックス スターバックス

ベーカリーカフェ サンマルクカフェ+R サンマルクカフェプラスアール

焼肉 肉の田じま ニクノタジマ SC初

寿司 南房総　やまと寿司 ミナミボウソウ　ヤマトスシ SC初

イタリアン、台湾スイーツ、フレンチフライ SANRISE KITCHEN サンライズキッチン SC初、新業態

カフェラウンジ SHARE LOUNGE シェアラウンジ

■カメクロ横丁（フードホール）

業種 店舗名 ヨミガナ 備考

ピザ、パスタ MISIA ミシア SC初、新業態

鮮魚、海鮮丼 にだいめ野口鮮魚店 ニダイメノグチセンギョテン

肉バル BUTCHER OHYAMA ブッチャーオオヤマ SC初、新業態

クラフトビール びあマ ビアマ SC初

焼鳥 焼鳥のんき ヤキトリノンキ SC初、新業態

ホルモン焼、焼肉 焼肉　ホルモン魂 ヤキニク　ホルモンダマシイ SC初、新業態

天ぷら 天ぷら　天寅 テンプラ　テントラ

■アソビバフードパーク（フードコート）

業種 店舗名 ヨミガナ 備考

うどん 香川一福 カガワイップク

ラーメン どうとんぼり神座 ドウトンボリカムクラ

エスニック、カレー Mother's Curry Plus マザーズカレープラス

ステーキ、ハンバーグ ペッパーランチ ペッパーランチ

中華料理 大阪王将 オオサカオウショウ

ハンバーガー マクドナルド マクドナルド

アイスクリーム 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

フライドチキン ケンタッキーフライドチキン ケンタッキーフライドチキン

鶏料理・卵料理 鳥と卵の専門店　鳥玉 トリトタマゴノセンモンテン　トリタマ

＊上記リストは、2022年3月1日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。



■カメクロマルシェ＆フード

業種 店舗名 ヨミガナ 備考

スーパーマーケット ライフ ライフ

グロッサリー パントリー パントリー

精肉専門店 お肉処　牛蔵 オニクドコロ　ウシクラ

鮮魚専門店 本庄鮮魚 ホンジョウセンギョ SC初、東京初

青果専門店 フレッシュダイトー フレッシュダイトー

コーヒー豆・輸入食品 カルディコーヒーファーム カルディコーヒーファーム

グロッサリー、北海道物産 北海道ライブマルシェ ホッカイドウライブマルシェ 東京初

ベーカリー グランディール グランディール 関東初

総合惣菜 健康咲かせる手づくり惣菜　咲菜 ケンコウサカセルテヅクリソウザイ　サカナ

総合惣菜 はなまるダイニングセレクト ハナマルダイニングセレクト

中華惣菜 中華惣菜 好味来 チュウカソウザイ コウミライ SC初、新業態

コロッケ、揚げ物 江戸　深川屋 エド　フカガワヤ SC初、新業態

焼鳥 鶏むら トリムラ

アジアン惣菜 ガパオキッチン ガパオキッチン

魚惣菜 魚惣菜　しばたけ サカナソウザイ　シバタケ

韓国惣菜 韓国スープ専門店KimSoups カンコクスープセンモンテン　キムスープ 東京初

焼肉弁当 仕出し屋AZABU シダシヤアザブ

洋菓子 トップス トップス

洋菓子 発酵バター専門店 HANERU＆POP UP ハッコウバターセンモンテン　ハネルアンドポップアップ

洋菓子 ガトー・ド・ボワイヤージュ ガトー・ド・ボワイヤージュ

洋菓子 pâtisserie J'ouvre パティスリージューブル 関東初

和菓子 深川　伊勢屋 フカガワ　イセヤ

タピオカ、クレープ、台湾スイーツ TAIWAN SWEETS Bull Pulu タイワンスイーツ　ブルプル

フルーツサンド、関連商品 ㊇先手家 マルハチポンテヤ

チョコレート Lindt Chocolat Boutique リンツ ショコラ ブティック

くず餅、和菓子 船橋屋 フナバシヤ

駄菓子 1丁目1番地 イッチョウメイチバンチ

＊上記リストは、2022年3月1日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。


