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「グランベリーモール」の全テナントが決定
ショッピングの楽しさを演出する個性あふれる７９店

東京急行電鉄株式会社

東京急行電鉄（本社：東京都渋谷区、社長：清水 仁）では、田園都市線・南町田駅前

（東京都町田市）に、平成１２年４月２１日（金）の開業に向けて建設中のオープンモー

ル型ショッピングセンター「グランベリーモール（ＧＲＡＮＤＢＥＲＲＹ ＭＡＬＬ）」

に出店する全てのテナント（計７９店）を決定いたしました。

「グランベリーモール」は、南町田駅前から続く約３５０ｍのストリートモール（名称

：グランベリーウォーク）に沿って９棟の建物が建ち並び、全体をショッピングの楽しみ

方、目的に合わせ、「フレッシュベリーマーケット」、「ホームライフガーデン」、「ア

ウトレットショップス」の３つのショッピングゾーンに分けて構成しています。

駅前の「フレッシュベリーマーケット」は、新鮮な食材を豊富に取り揃える㈱東急スト

アの『プレッセ』を中心に、コーヒー豆や輸入食材をリーズナブルな価格で販売する『カ

ルディコーヒーファーム』や可愛らしいデザインが人気の輸入キッチン雑貨を販売する

『ザ・コンプリート・キッチン』など「食」で括られる専門店の他、フードコートやイタ

リアンレストランなどの飲食施設で構成されます。

「ホームライフガーデン」は、海外初出店となるアメリカの大手アウトドアショップ

『ＲＥＩ（アール・イー・アイ）』の他に、犬・猫などのペットや各種ペットグッズを販

売するペットショップの『ドッグ ＆ キャット ジョーカー』や、イギリス発祥の新鮮な

手作り化粧品ショップ『ＬＵＳＨ（ラッシュ）』など「家族と家庭」をキーワードに、

「家族と過ごす時間」「趣味の時間」「家の内外を彩る空間」といった、３０代を中心と

したヤングファミリー層の関心分野に特化した店舗構成になります。

また、一番南側に位置する「アウトレットショップス」は、都内初の本格的なアウトレ

ットモールとなり、国内外のファッションアパレル、靴、テーブルウェア、キッズウェア、

そしてカジュアルウェアなど幅広い分野のアウトレット品を割引価格により提供します。

２０代前半のＯＬをターゲットとする㈱エスシステムのレディスウェアブランド「ファイ

ナルステージ」のアウトレットショップ、㈱サンエー・インターナショナルのブランドを

複数扱うアウトレットショップ『ラストコール』の他、ジーンズのブランド「ラングラ

ー」のアウトレットショップ『ラングラー アウトレット』など４７店が顔を揃えます。

「グランベリーモール（ＧＲＡＮＤＢＥＲＲＹ ＭＡＬＬ）」および各テナントの概要

は次のとおりです。



ＧＲＡＮＤＢＥＲＲＹ ＭＡＬＬの概要

○名 称 グランベリーモール（ＧＲＡＮＤＢＥＲＲＹ ＭＡＬＬ)

○所 在 東京都町田市鶴間三丁目４－１

（田園都市線・南町田駅前）

○敷 地 面 積 約８７，０００㎡

○施 設 鉄骨造平屋建て（一部２階建て） ９棟

○総延床面積 約２５，０００㎡

○コンセプト 郊外生活者の充実した日常生活を積極的に支援する売場空間の創出

○ゾ ー ン ・フレッシュベリーマーケット

新鮮な食材、焼きたてパン、総菜、オーガニック食品など、毎日

の食卓を彩る食の専門店や、ベーカリー＆カフェ、フードコート

などの飲食施設からなるゾーン

延床面積：約６，０００㎡

店 舗 数：１８店

・ホームライフガーデン

「家族と家庭」をキーワードに、日常生活を彩るアウトドアスポ

ーツ、インテリア雑貨、生活雑貨、ガーデニング、キッズウェア

などの商品を提供するゾーン

延床面積：約１０，０００㎡

店 舗 数：１４店

・アウトレットショップス

都内初の本格的な大型アウトレットモール。ファッションアパレ

ル、服飾雑貨、スポーツシューズなど幅広い分野の商品を割引価

格でご提供するゾーン

延床面積：約９，０００㎡

店 舗 数：４７店

○駐 車 場 約１，０００台（屋外平面駐車場）

○総 店 舗 数 ７９店

○開 業 日 平成１２年４月２１日（金）

○営 業 時 間 １０：００～２０：００

○年間休業日数 ２４日（予定）

○年間来場者数 約６００万人（推計）

○予想売上高 約１７０億円（初年度）

○設 計 ㈱東急設計コンサルタント

○施 工 東急建設㈱

○ホームページアドレス http://www.grandberrymall.com



グランベリーモール　主なテナント一覧

【Ｆｒｅｓｈｂｅｒｒｙ Ｍａｒｋｅｔ】
店舗名 企  業  名 取扱品目／業態 コメント

★ ＶＩＥ ＤＥ ＦＲＡＮＣＥ 山崎製パン㈱ ベーカリー＆カフェ

（ヴィ ド フランス）

Ｒｏｓｅｎｈｅｉｍ Ｋｉｔｃｈｅｎ ㈱セントラルフーズ デリカテッセン

（ローゼンハイム キッチン）

Ｌ’ＥＰＩＣＩＥＲ ㈱レピシエ 紅茶

（レピシエ）

ＭＯＴＨＥＲ’Ｓ 夢市場㈱ オーガニック食品

（マザーズ）

ＦＬＯＷＥＲ ＳＨＯＰ マリポサ 王子緑化㈱ フラワー

（フラワー ショップ マリポサ）

★ ＱＵＥＥＮ ＡＬＩＣＥ ＣＡＦＥ ㈱アイ・エヌ・ビーコーポレーション カフェレストラン 新業態

（クイーンアリスカフェ）

★ Ｐｒｅｃｃｅ ㈱東急ストア 食品、日用雑貨

（プレッセ）

魚力 ㈱魚力 鮮魚

（ウオリキ）

タカギフーズ ㈱タカギフーズ 精肉

ａｍ／ｐｍ 東急バス㈱ コンビニエンスストア

（エーエム・ピーエム）

★ Ｎｏｃｃｉｏｌａ ㈱スティルフーズ イタリアンレストラン

（ノチョーラ）

ＨＩＴ ＳＨＯＰ ㈱ブックスアンドー モバイルショップ

（ヒットショップ）

Ｓｈａｍｐｏｏ ㈱田谷 美容室

（シャンプー）

東京三菱クイックコーナー ㈱東京三菱銀行 ＡＴＭ

ｔｈｅ ｃｏｍｐｌｅａｔ ｋｉｔｃｈｅｎ ㈱ザ・コンプリート・キッチン キッチン雑貨 日本２号店目

（ザ・コンプリート・キッチン）

ＫＡＬＤＩ ＣＯＦＦＥＥ ＦＡＲＭ ㈱キャメル珈琲 コーヒー豆、輸入食材

（カルディ コーヒー ファーム）

★ ＳＫＹＬＡＲＫ ＩＳＬＡＮＤ ㈱すかいらーく フードコート 新業態

（スカイラーク アイランド）

★ 既に発表済みのテナント

【Ｈｏｍｅｌｉｆｅ Ｇａｒｄｅｎ】
店舗名 企  業  名 取扱品目／業態 コメント

★ ＲＥＩ アール・イー・アイ・ジャパン㈱ アウトドア用品・ウェア 日本初出店

（アール・イー・アイ）

★ ＳＴＡＲＢＵＣＫＳ ＣＯＦＦＥＥ スターバックス コーヒー ジャパン㈱ コーヒーショップ

（スターバックス コーヒー）

★ マリポサ 王子緑化㈱ ガーデニング

ＤＯＧ ＆ ＣＡＴ ＪＯＫＥＲ ㈱ジョーカー ペット

（ドッグ ＆ キャット ジョーカー）

★ 既に発表済みのテナント



グランベリーモール　主なテナント一覧

【Ｈｏｍｅｌｉｆｅ Ｇａｒｄｅｎの続き】
区画 店舗名 企  業  名 取扱品目／業態 コメント

★ ＣＯＭＭＥ ＣＡ ＩＳＭ ㈱ファイブフォックス レディス・メンズ・キッズウェア、 関東最大級

（コムサ・イズム） 生活雑貨

★ ｃａｆｅ ｃｏｍｍｅ ｃａ ㈱コムサ カフェ

（カフェ コムサ）

★ Ｆｒａｎｃ ｆｒａｎｃ ㈱バルス インテリア雑貨 最大店

（フラン フラン）

★ Ｉ．Ｎ．ＣＡＦＥ ㈱バルス カフェ

（アイ・エヌ・カフェ）

★ ＭｃＤｏｎａｌｄ’ｓ 日本マクドナルド㈱ ファーストフード

（マクドナルド）

ＬＵＳＨ ㈱ラッシュジャパン フレッシュハンドメイドコスメティクス

（ラッシュ）

ＤＯＧ・ＤＥＰＴ ㈱ドッグデプトジャパン カジュアルウェア、服飾雑貨

（ドッグ デプト）

Ｔｈｅ Ｃｅｎｏｚｏｉｃ ㈱キャビン レディスウェア、生活雑貨

（ザ セノゾイック）

Ｒｏｍａｎｔｉｃ Ｇａｒｄｅｎ ㈱クリエイティブヨーコ バラエティ雑貨

（ロマンチック ガーデン）

ＬＩＢＲＯ ㈱リブロ 書籍

（リブロ）

★ 既に発表済みのテナント

【Ｏｕｔｌｅｔ Ｓｈｏｐｓ】
店舗名 企  業  名 取扱品目／業態 コメント

ＰＡＬ★ＡＬＬ★ＳＴＡＲＳ ㈱パル レディスウェア、服飾雑貨

（パル・オール・スターズ）

ＦＩＮＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ㈱エス システム レディスウェア アウトレットモール

（ファイナル リポート） 初出店

★ ＡＮＴＥＮＮＡ ＯＵＴＬＥＴ ㈱鈴屋 レディスウェア、服飾雑貨 関東初出店

（アンテナ アウトレット）

Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ ＯＵＴＬＥＴ ㈱ワシントン靴店 靴

（ワシントン アウトレット)

★ Ｗｅ－ｎｇｅ ・ ＺＡＺＩＥ ＯＵＴＬＥＴ ㈱キャビン レディスウェア アウトレットショップ

（ウィーンジ ・ ザジ アウトレット） 初出店

ＲＥＧＡＬ ＳＨＯＥ ＢＡＲ ㈱リーガルコーポレーション 靴 アウトレットモール

（リーガル シュー バー) 初出店

★ ＦＩＮＥ７ イトキン㈱ レディス・メンズウェア 関東初出店

（ファインセブン）

★ Ｃａｐｅ ｃｏｄ ｂｙ Ｎｏｌｌｅｙ’ｓ ㈱ノーリーズ レディスウェア、服飾雑貨 アウトレットショップ

（ケープコッド バイ ノーリーズ） 初出店

★ 既に発表済みのテナント



グランベリーモール　主なテナント一覧

【Ｏｕｔｌｅｔ Ｓｈｏｐｓの続き】
店舗名 企  業  名 取扱品目／業態 コメント

ＴＯＩＭＥＭＥ ＯＵＴＬＥＴ ㈱トワメーム レディスウェア、服飾雑貨 アウトレットショップ

（トワメーム アウトレット) 初出店

Ｍ・ｓｅｃｏｎｄ ㈱マツヤマ レディスウェア アウトレットショップ

（エム・セカンド） 初出店

★ ＰＯＲＴＬＡＮＤ ＳＴＯＣＫ ㈱スミノ レディス・メンズ・キッズウェア アウトレットショップ

（ポートランド ストック） 初出店

★ Ｈａｍｐｓｔｅａｄ Ｓｔｏｃｋ ㈱スミノ レディス・メンズウェア アウトレットショップ

（ハムステッド ストック） 初出店

ＰＲＩＣＥ ＭＡＧＩＣ ㈱三峰 レディス・メンズウェア

（プライスマジック）

★ ＱＵＥＥＮ ＡＬＩＣＥ ＧＡＬＥＴＴＥ ㈱アイ・エヌ・ビーコーポレーション カフェレストラン 新業態

（クイーンアリスガレット）

Ｖｉｌｌｅｒｏｙ ＆ Ｂｏｃｈ ビレロイ アンド ボッホ テーブルウェア テーブルウェア アウトレットショップ

（ビレロイ ＆ ボッホ） ジャパン㈱ 初出店

★ Ｃｈｒｉｓｔｉｎａ Ｐｅｒｆｕｍｅｒｙ ＯＵＴＬＥＴ ㈱ユナイテッド フレグランス オブ 香水 アウトレットショップ

（クリスティーナ パフューマリー アウトレット） インターナショナル 初出店

Ｃ－ｍｏｏｎ ムーンバット㈱ 服飾雑貨

（シー ムーン）

★ ＷＥＡＲ ＨＯＵＳＥ ㈱ジョイックスコーポレーション メンズウェア 関東初出店

（ウェアハウス）

ＺＡＮＯＬＩＮＩ ㈱フェラーラコーポレーション メンズウェア、服飾雑貨 アウトレットショップ

（ザノリーニ） 初出店

ＯＵＴＬＥＴ ＳＨＩＲＴＳ ＦＡＣＴＯＲＹ 東京シャツ㈱ メンズ・レディスウェア

（アウトレット シャツ ファクトリー）

Ｌｏｏｋ！ｓ　ＯＵＴＬＥＴ （有）インターコマース レディスウェア、服飾雑貨

（ルックス アウトレット）

★ Ｑ’ｓ ＢＡＳＫＥＴ ㈱東急百貨店 レディスウェア、服飾雑貨 アウトレットショップ

（キューズ バスケット） 初出店

ＬＡＳＴ ＣＡＬＬ ㈱ラストコール レディス・メンズウェア、 関東最大店

（ラストコール） 服飾雑貨

★ ＮＥＸＴ ＯＵＴＬＥＴ ゼビオ㈱ レディス・メンズ・キッズウェア アウトレットショップ

（ネクスト アウトレット） 初出店

★ Ｐ／Ｆ ＯＵＴＬＥＴ ㈱アクロス 眼鏡、時計 アウトレットショップ

（ピーエフ アウトレット） 初出店

★ ＨＵＳＨ ＰＵＰＰＩＥＳ ＯＵＴＬＥＴ ㈱シュー・パブ 靴 アウトレットショップ

（ハッシュパピー アウトレット） 初出店

ＳＯＢＩ ＯＵＴＬＥＴ 清水㈱ レディスウェア

（ソビー アウトレット）

ＪＯＮＮＹ ＧＡＲＡＧＥ 清水㈱ レディス・メンズウェア、

（ジョニー ガレージ） 服飾雑貨

★ ＯＵＴＢＡＣＫ ＳＴＥＡＫＨＯＵＳＥ （有）オー・エス・カントー カジュアルダイニング 日本初出店

（アウトバック ステーキハウス） レストラン

ＮＩＮＥ ＢＬＯＣＫＳ ㈱ポイント カジュアルウェア

（ナインブロックス）

★ 既に発表済みのテナント



グランベリーモール　主なテナント一覧

【Ｏｕｔｌｅｔ Ｓｈｏｐｓの続き】
店舗名 企  業  名 取扱品目／業態 コメント

Ｗｒａｎｇｌｅｒ Ｏｕｔｌｅｔ ヴイエフ　ジャパン㈱ ジーンズカジュアルウェア

（ラングラー アウトレット）

★ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＳＨＯＥＳ ＦＡＣＴＯＲＹ ㈱エービーシー・マート 靴 アウトレットショップ

（エービーシーマート シューズ ファクトリー） 初出店

★ ＯＳＨ ＫＯＳＨ Ｂ’ＧＯＳＨ ㈱ボブソン キッズウェア

（オシュコシュビゴッシュ）

★ ＭＡＲＩＯ ＧＥＬＡＴＥＲＩＡ ㈱スティルフーズ ジェラート＆フレッシュ

（マリオジェラテリア） ジュースバー

Ｋｅｎｔ ＆ ＫＩＫＩ　ＯＵＴＬＥＴ ㈱ショップエンドショップス メンズ・キッズウェア

（ケント ＆ キキ アウトレット）

ＧＲＡＮＤＭＡＧＩＣ 丸石商事㈱ 服飾リフォーム

（グランマジック）

ａｓｉｃｓ ｓｐｏｒｔｓ ｂｅｉｎｇ ㈱アシックススポーツビーイング スポーツウェア・シューズ

（アシックス スポーツ ビーイング）

ＯＵＴＬＥＴ－Ｊ ㈱マックハウス ジーンズカジュアルウェア

（アウトレット ジェイ）

★ ＭＩＸＡＧＥ ㈱キムラタン ベビー・キッズウェア 関東初出店

（ミクサージュ）

★ 既に発表済みのテナント


