
ミーツ国分寺 ショップリスト 

フロア ショップ名 会社名 業種 新業態 
中央線 
沿線初 

（新宿除く） 

国分寺 
エリア初 

1F クイーンズ伊勢丹 株式会社 三越伊勢丹フードサービス スーパーマーケット ● 

1F コクミンドラッグ 株式会社 コクミン ドラッグストア ● 

1F 花火寿司 東京レストランツファクトリー 株式会社 寿司 ● ● ● 

1F レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ 株式会社 リベルテ 生花 ● 

1F 箱根ベーカリー 株式会社 箱根湯本ホテル ベーカリーカフェ ● ● 

1F うどんとぼんた 株式会社 ティーエッセンス うどん・おにぎり ● ● ● 

1F サボン 株式会社 SABON Japan コスメ ● 

2F 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 ファッション 

2F フィルデフェール 株式会社 ローラデックス ファッション ● ● 

2F イセタン ミラー メイク&コスメティクス 株式会社 三越伊勢丹 コスメ ● 

2F ネイルクイック 株式会社 ノンストレス ネイルサロン ● 

2F ムーヴ シチズンリテイルプラニング 株式会社 腕時計・修理 ● 

2F ミューカ 株式会社 レイ・カズン ファッション ● 

2F クヌッフェル アスプリ 株式会社 ファッション ● ● 

2F ビューティーフェイス／ビューティーアイラッシュ 株式会社 リビアス シェービング・まつ毛エクステ ● 

2F アピッシュ 株式会社 アピッシュ 美容室 ● ● 

2F スターバックス コーヒー スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 カフェ 

2F ナナズグリーンティー 株式会社 サンケン カフェ ● 

2F ルアンルアン 株式会社 ナインルーツ リラクゼーションサロン ● ● 

3F アスビー 株式会社 ジーフット シューズ ● 

3F hmv BOOK store 株式会社 ローソンHMVエンタテイメント 書籍・CD・DVD ● ● ● 

3F 椿屋カフェ 東和フードサービス 株式会社 カフェ ● 

3F ホワイトクロゼット 株式会社 AJIOKA. 服飾雑貨 ● ● 

3F コンビミニ コンビネクスト 株式会社 キッズ・ベビー ● ● 

3F ドッツ コネクティングドッツ 株式会社 生活雑貨 ● 

3F タオル美術館 株式会社 タオル美術館 タオル ● 

3F シンクシング 有限会社 横浜浜川商事 寝具 ● 

3F ザワリィー 株式会社 アズ 生活雑貨 ● ● 

3F プラスエフ 株式会社 フォルム 生活雑貨 ● ● ● 

3F 神保町いちのいち 株式会社 三省堂書店 生活雑貨 ● ● 

3F カルディ コーヒーファーム 株式会社 キャメル珈琲 輸入食品・グローサリー 

3F トランスコンチネンツ はるやま商事 株式会社 ファッション ● 

3F ママのリフォーム 株式会社 ツヅキ 洋服のお直し ● 

3F マーレマーレ デイリーマーケット 株式会社 マーレマーレ・ジャパン シューズ ● 

3F マザウェイズ マザウェイズ・ジャパン 株式会社 キッズ・ベビー ● 

3F ステラチャーム 大阪産業 株式会社 アクセサリー・服飾雑貨 ● ● ● 

3F スマイル&ファイン 株式会社 ミノリ ファッション ● ● ● 

3F ドゥクラッセ 株式会社 DoCLASSE the Store ファッション ● 

4F 東急ハンズ 株式会社 東急ハンズ 総合生活雑貨 ● ● 

4F ケユカ 河淳 株式会社 総合生活雑貨 

4F 和ごはんとカフェ チャワン 株式会社 すかいらーく レストラン ● 

4F JTB 株式会社 JTB首都圏 旅行代理店 

4F フォンテーヌ 株式会社 アデランス ウィッグ ● 

4F カラダファクトリー 株式会社 ファクトリージャパングループ リラクゼーション ● 

4F ほけんショップ ライフサロン 株式会社 ライフサロン 保険相談 ● 

4F グラニフ 株式会社 グラニフ ファッション ● 

4F ディファレンス 株式会社 コナカ ファッション ● 

4F パリミキ 株式会社 三城 眼鏡・補聴器 ● 

4F オリヒカ 株式会社 AOKI ファッション ● 


