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ブランド名 会社名
ア　ピース　オブ　ライブラリー 株式会社ライフウェアーズ　アンド　カンパニー
ア・リリアーレ 株式会社アクア・グラツィエ（ベストブライダルグループ）  
アースミュージック＆エコロジー 株式会社クロスカンパニー
アーニーアーノルドパーマー 株式会社レナウン
アーノルドパーマータイムレス 株式会社レナウン
アームエスト NBカンパニー
アイアイエムケー 株式会社イトキン　大阪本社
アイシービー 株式会社オンワード樫山　　　
アイロニー 有限会社アイロニー
アイロニー 有限会社アイロニー
アクアスキュータム 株式会社レナウン
アシーズブリッジ 株式会社アシーズ
アダム　エ　ロペ 株式会社ジュン
アップル　オブ　マイ　アイ 有限会社ファニー・フェイス 
アドーア 株式会社サンエー・インターナショナル
アドニスグリーン 株式会社ピー･エックス
アメリカンアパレル 有限会社アメリカンアパレルジャパン
アメリカンイーグル アウトフィッターズ 株式会社イーグルリテイリング
アリスバーリー 株式会社東京スタイル
アルカリ 株式会社メルローズ
アルゴンキン 株式会社アーミッシュ
アルファエー 株式会社サンエー・インターナショナル
アングローバルショップ 株式会社アングローバル
アンタイトル 株式会社ワールド　本社
アンティローザ 株式会社アンティローザ
アンドバイビーアンドディー 株式会社サンエー・インターナショナル
アントマリーズ 株式会社アンティローザ
イーエクスクラブ 株式会社レナウン
イーハイフン 株式会社クロスカンパニー
インゲボルグ 株式会社メルローズ
インタープラネット 株式会社オリゾンティ
インタープラネットウィング 株式会社オリゾンティ
インターメッツォ 株式会社レナウン
インデックス 株式会社ワールド　青山オフィス
ヴァンドゥー・オクトーブル 株式会社東京スタイル
ヴィヴィアン　タム 株式会社サンエー・インターナショナル
ヴィヴィアンウエストウッド 株式会社インコントロ
ヴェールダンス 株式会社サンエー・インターナショナル
エイチ．ナオト 株式会社シンク
H&M ヘネス・アンド・マウリッツ株式会社
エイディーアデンダ 株式会社レナウン
エゴイスト 株式会社エゴイスト
エスカーダ 株式会社エスカーダ・ジャパン
エスケーヤード SK-yard
エチュードバイアンティローザ 株式会社アンティローザ
エディー・バウアー エディー・バウアー・ジャパン株式会社
エドウィン 株式会社エドウィン
エヌナチュラルビューティーベーシック 株式会社サンエー・インターナショナル
エポカ 株式会社三陽商会
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エミリーテンプルキュート 株式会社シャーリーテンプル
エルパリス 株式会社イトキン　大阪本社
エレメントオブシンプルライフ 株式会社レナウン
エンジェルブルー 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
エンスィート 株式会社レナウン
オーガニカリー 株式会社Organically
オーガニックガーデン 協同組合エヌエス
オズモーシス ジンカンパニー株式会社
オズモーシス ジンカンパニー株式会社
オゾック 株式会社ワールド　青山オフィス
オプティチュード 株式会社ジュン
オリーブ・デ・オリーブ 株式会社オリーブ・デ・オリーブ
カーハート 株式会社Work in Progress
カーライフ 株式会社ピー･エックス
カソレア 株式会社クジライ
カルマ 株式会社KICKY
キーン 伊藤忠ホームファッション株式会社　キーン・ジャパン
キーン 伊藤忠ホームファッション株式会社　キーン・ジャパン
Qui-mono+plus+ ―
キャサリンハムネット 株式会社カフェグルーヴ
キャサリンハムネット 大賀株式会社
キャス・キッドソン 株式会社サンエー・インターナショナル
キャスパージョン 株式会社アンティローザ
ギャップ ギャップジャパン株式会社
ギャミヌリィ 株式会社ジュン
キャロウェイアパレル 株式会社サンエー・インターナショナル
キャンツー 株式会社キャン
キューン 株式会社マンモス
ギルフィー ギルドコーポレーション株式会社
キンロックアンダーソン 株式会社レナウン
組曲　　　　　 株式会社オンワード樫山　　　
グランブリュス 株式会社イトキン　大阪本社
ケイト・スペード　ニューヨーク 株式会社ケイト・スペード ジャパン
ケント・アンド・カーウェン 株式会社レナウン
コールハーン 株式会社COLE HAAN JAPAN 
ココフク 株式会社東京スタイル
ココルル 株式会社エクシブ
コルディア 株式会社ワールド　汐留オフィス
コルティバーレ 株式会社アバンティ
コロンビア 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン
コロンビア 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン
ザ・ノース・フェイス 株式会社ゴールドウイン　ザ・ノース・フェイス事業部
ザラ 株式会社ザラ・ジャパン
CK　カルバンクライン 株式会社オンワード樫山　　　
シーセブンティーン 株式会社エドウィン
ジーナシス 株式会社ポイント
ジーユー 株式会社ジーユー
シェイク シェイク 株式会社シック
シェーナ・ドゥーノ 株式会社クラウディア
ジェーンマープル 株式会社セント・メアリ・ミード
シップス 株式会社シップス
ジャーナルスタンダード 株式会社JS.WORKS
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シャーラ 株式会社Metatron Japan
ジャイロ 株式会社ジュン
ジャイロホワイト 株式会社ジュン
シャルロデザート 株式会社サンエー・インターナショナル
シュヴァルツ 狭山ホームワーキング株式会社
シュードゥードゥルズ 株式会社Metatron Japan
ジュリエット　エ　ジュスティーヌ 有限会社リュミエール　ド　メルヴェイユ
ジュン＆ロペ 株式会社ジュン
ジュンメン 株式会社ジュン
ジュンレッド 株式会社ジュン
ショップモジョモジョ 株式会社Metatron Japan
ジョンスメドレー 株式会社リミールズエージェンシー
ジル　スチュアート 株式会社サンエー・インターナショナル
ジル　スチュアート　ニューヨーク 株式会社サンエー・インターナショナル
ジル　バイ　ジル　スチュアート 株式会社サンエー・インターナショナル
シンシアローリー 株式会社イトキン　大阪本社
シンプルライフ 株式会社レナウン
スタジオ・バイ・インターメッツォ 株式会社レナウン
スタジオ・バイ・ダーバン 株式会社レナウン
ステラ マッカートニー UNIT&GUEST株式会社　
スパイラルガール 恵山株式会社
スパイラルブルー 株式会社スパイラルブルー
スピック＆スパン 株式会社フレームワークス
スマッキーグラム 株式会社三陽商会
スモーク 有限会社バースビレッジ
スライ 株式会社バロックジャパンリミテッド
スワロウテイル ドレスショップ　スワロウテイル
セ・プリベ 株式会社レナウン
セシール 株式会社セシール
セシルマクビー 株式会社ジャパンイマジネーション
セシルマクビー 株式会社ジャパンイマジネーション
ゼファー 株式会社レナウン
ソニア リキエル 株式会社オンワード樫山　　　
ソフィット 株式会社メルローズ
ソムオー オンラインブティック　Som OO
ダーバン 株式会社レナウン
ダイアン　フォン　ファステンバーグ 株式会社サンエー・インターナショナル
ダズリン MARK-STYLER 株式会社
ダックス 株式会社オンワード樫山　　　
タバサ 株式会社ピー･エックス
ダブル シー 株式会社ウィゴー
ダブルネーム 株式会社レイ・カズン
ダブルビー 株式会社ビギ
タルボット タルボットジャパン株式会社
チャージ 株式会社レナウン
チャイルドキュー 株式会社チャイルドQ
ツモリチサト 株式会社エイ・ネット
ディア エルザ M.ROMAN Part2
ティアラ 株式会社メルローズ
ディーシー クイックシルバー・ジャパン株式会社
デイジーラバーズ 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
ディノス 株式会社ディノス
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手描染屋　眞水 手描染屋　眞水
てんいむほう 株式会社新藤
トゥー ビー シック 株式会社三陽商会
とうきょうドレスはんばい 東京ドレス販売
トクコ・プルミエヴォル 株式会社レナウン
トミー ヒルフィガー 株式会社トミー ヒルフィガー ジャパン
ナイスクラップ 株式会社ナイスクラップ
ナチュラルビューティー 株式会社サンエー・インターナショナル
ナチュラルビューティーベーシック 株式会社サンエー・インターナショナル
ナユタ 株式会社インタイム
ナンバーズー ナンバーズー
西松屋 株式会社西松屋チェーン
23区 株式会社オンワード樫山　　　
ニッセン 株式会社ニッセン
ヌエポ　ムンド NUEVO MUNDO
ネクストアイ 株式会社レナウン
ノーベスハジオ 株式会社サンエー・インターナショナル
ノブ 有限会社ノブ・コーポレーション
ノフル ナカニット株式会社
バービーキッズ 株式会社サンエー・インターナショナル
パーリーゲイツ 株式会社サンエー・インターナショナル
パサージュミエル 株式会社ジュン
バセットウォーカー 株式会社ジュン
パタゴニア パタゴニア日本支社
バックラッシュ 有限会社マドリガル
ハッシュアッシュ 株式会社ワールド　青山オフィス
バナナ・リパブリック ギャップジャパン株式会社
ハニーズ 株式会社ハニーズ
ババグーリ 株式会社ヨーガンレール
パパス 株式会社パパス
パラビオン 有限会社パラビオン
パンソー 株式会社ジュン
ビージーアール 株式会社レナウン
ピープルツリー フェアトレードカンパニー株式会社
ビームス 株式会社ビームス
ビス 株式会社ジュン
ヒステリックグラマー 株式会社オゾンコミュニティ
ピッチュン 株式会社ピー･エックス
ヒューストン ユニオントレーディング株式会社
ヒューマンウーマン 株式会社サンエー・インターナショナル
ヒロココシノオムコレクション 株式会社レナウン
ピンキー＆ダイアン 株式会社サンエー・インターナショナル
ピンキーガールズ 株式会社FREE'S INTERNATIONAL
ピンク ハウス 株式会社メルローズ
フィオリッチ 株式会社エドウィン
フィッシャー 株式会社ゴールドウイン　アクティブスタイル事業本部
ブーケドマルシェ 株式会社アンティローザ
プードゥドゥ 株式会社ギャラリー・ド・ポップ
プーラフリーム 株式会社ジュン
フェリシモ 株式会社フェリシモ
フォーエバー21 合同会社FOREVER 21 JAPAN RETAIL
フォロイング フォロイング
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プトマヨ 株式会社ハイパーハイパー
ブラックピースナウ 株式会社ピースナウ
プラッシュ＆ラッシュ 株式会社FREE'S INTERNATIONAL
フラボア 株式会社ビギ
フリーズショップ 株式会社FREE'S INTERNATIONAL
フリーズショップ　メン 株式会社FREE'S INTERNATIONAL
フリーズマート 株式会社FREE'S INTERNATIONAL
プリスティン 株式会社アバンティ
ブルークロス 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
ブルームーンブルー 株式会社ブルームーンブルー
フレーバー・ドレッサー 株式会社サンエー・インターナショナル
フレッドペリー ヒットユニオン株式会社
フレッドペリー ヒットユニオン株式会社
フローレスセイコ 株式会社フローレス
プロポーションボディドレッシング 株式会社サンエー・インターナショナル
ベイビーザスターズシャインブライト 株式会社ベイビーザスターズシャインブライト
ベイヒルクラブアンドロッジ 株式会社レナウン
ページボーイ 株式会社アリシア
ベーセーストック 株式会社ジョイントワークス
ヘリーハンセン 株式会社ゴールドウイン　ヘリーハンセン事業部
ヘルキャットパンクス 株式会社ワンハンドレッドクラブ
ベルメゾン 株式会社千趣会
ベン シャーマン 株式会社アイ・ピー・ジー・アイ
ヘンリーコットンズ 株式会社レナウン
ボーイズ　アンド　リボン 株式会社赤ちゃん本舗
ポールスミス 株式会社オンワード樫山　　　
ボッシュ 株式会社サンエー・インターナショナル
ボディドレッシング　デラックス 株式会社サンエー・インターナショナル
ポト POTTO SHOP
ポロ ラルフローレン 株式会社ポロラルフローレンジャパン
ポンポネット 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
マーガレット・ハウエル 株式会社アングローバル
マーノ・ガーバメントコンプレックス 株式会社レナウン
マウジー 株式会社バロックジャパンリミテッド
マウンテンハードウェア 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン
マザーハウス 株式会社マザーハウス
Masahito Uji Masahito Uji Design Office
益久染織研究所 株式会社益久染織研究所
マテリア 株式会社サンエー・インターナショナル
マドモアゼルノンノン 株式会社パパス
マルコマルカ 株式会社インクルーズ　
マルティニーク 株式会社メルローズ
ミージェーン 株式会社サヤ
ミエルクリシュナ 株式会社バロックジャパンリミテッド
ミックマック 株式会社レナウン
ミッシェル・クラン 株式会社イトキン　東京本社
ミューカ 株式会社レイ・カズン
ミルク 有限会社ミルク
無印良品 株式会社良品計画
メイド・イン・アース 株式会社チーム・オースリー
メゾピアノ 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
メルローズ クレール 株式会社メルローズ
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メンズメルローズ 株式会社メルローズ
モガ 株式会社ビギ
モンベル 株式会社モンベル
ユナイテッドアローズ 株式会社ユナイテッドアローズ
ユナイテッドバンブー 株式会社ユナイテッドバンブー
ユニクロ 株式会社ファーストリテイリング
ヨーガンレール 株式会社ヨーガンレール
ヨシエイナバ 株式会社ビギ
ラルフローレン ラルフローレン株式会社
ラングラー 株式会社エドウィン
ランゲージ 有限会社バースビレッジ
リー 株式会社エドウィン
リーノ・エ・リーナ 株式会社ジョイント
リーバイス リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社
リエス 株式会社メルローズ
リエンダ 株式会社バロックジャパンリミテッド
リザ 株式会社ワールド　青山オフィス
リシケシュ 株式会社アンティローザ
リズリサ 株式会社ヴェント•インターナショナル
リップサービス 株式会社クレッジ
リップスター 株式会社リップスター
リフレクト 株式会社ワールド　青山オフィス
リボンキャスケット コンビ株式会社
ルイシャンタン 株式会社ワールド　青山オフィス
ルーシュカフ 株式会社サンエー・インターナショナル
ルールマラン 株式会社メルローズ
ルパート 株式会社ピー･エックス
るるん 合同会社るるん
レアドロップス 有限会社レアドロップス
レイカズン 株式会社レイ・カズン
レキップ・ヨシエイナバ 株式会社ビギ
レステラ 株式会社レナウン
レストローズ 株式会社ラ ・エス ト
ロウロウ 株式会社ロウロウジャパン
ローザ　ビアンカ 有限会社ローザン
ローズバッド 株式会社エレファント
ロープスオーガニックコットン 有限会社ロープス
666 株式会社フェイスインターナショナル
ロジータ 株式会社ロジータ
ロパプラ ropa pura
ロペ 株式会社ジュン
ロペピクニック 株式会社ジュン
ワンウェイ 株式会社ヤングファッション研究所
ワンダフルバザー 株式会社アンティローザ
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