
フロア ジャンル 店舗名

1F 洋菓子 銀座コージーコーナー

1F ジュース・スイーツ MANGO STAR　東急プラザ蒲田店

1F アイスクリーム サーティワンアイスクリーム

1F ドラッグ ココカラファイン薬局

2F ドラッグ コクミンドラツグ

2F スイーツ マイスイーツ

2F ファッション雑貨 コンジェペイエボリエール

2F フラワー フルールユニヴェセール プティ

2F アクセサリー雑貨 ブランブルー プールトゥジュール

2F ベーカリーカフェ 神戸屋キッチンエクスプレス

2F ファッション雑貨 エブリィベリーナイスクラップ

2F アクセサリー eecc

2F ジェラート 円山ジェラート

2F ファッション雑貨 ear PAPILLONNER

2F ファッション雑貨 ブルー ブルーエ

2F ファッション雑貨 ディスコートプティ

2F ファッション雑貨 アーバンリサーチメイクストア

2F レディスファッション crie conforto

3F ファッション雑貨 靴下屋

3F サービス ネイルクイック オー・プティボヌール

3F ファッション雑貨 ニコアンド

3F レディース・メンズファッション SENSE OF PLACE

3F 雑貨 AROMICstyle

3F デイリー雑貨 フランフラン

3F カフェ タリ－ズコ－ヒ－

3F レディスファッション clear

3F デイリー雑貨 スリーコインズ

3F レディスファッション サマンサモスモス

3F レディスファッション ジーナシス

3F ランジェリー リサマリ

3F シューズ・バッグ レイジースワン

3F レディスファッション ONIGIRI

3F レディース・メンズファッション AMERICAN HOLIC

3F レディスファッション GORGE BE

3F レディスファッション ストラ

4F レディスファッション ビ－スリ－

4F レディスファッション ハムステッド

4F レディスファッション アミエアミ
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フロア ジャンル 店舗名

4F レディスファッション ポ－トランド

4F コスメ ザ コスメティック テラス タシロ

4F メガネ イワキメガネ

4F レディスファッション エムビールーカス カシェット

4F シューズ・バッグ ダイアナ

4F シューズ enchanted

4F レディスファッション BELLUNA

4F サービス ジュネス 美容室

4F レディスファッション ルーニィ

4F サービス マジツクミシン

4F ジュエリー ベリテ

4F サービス ミスターミニット

4F カバン 東洋堂カバン

4F レディスファッション フロム

4F カフェ シビタス

4F レディスファッション グレープ元町

4F 毛皮・レザー・レディスファッション ディヴォーション

4F レディスファッション ロイスクレヨン

4F レディスファッション シ－プラス

4F 婦人服・レディス雑貨 CANNARY

6F レディスファッション ハニ－ズ

6F 書籍 アカデミア くまざわ書店

6F アクセサリー TAKARA　STONE

6F デイリー雑貨 ココ

6F デイリー雑貨 ピロ－スタンド

6F メガネ ゾフ

6F メンズファッション タカキュー

6F デイリー雑貨 キ－トス

6F メンズファッション スト－リアカワシマ

7F サービス au ショップ

7F サービス 美容室 イレブンカット

7F サービス アイシティ

7F サービス ル・タン

7F サービス ビューティーアイラッシュ

7F サービス Re.Ra.Ku

7F サービス ドコモショップ
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