第1期線路上空エリア出店テナント
(1)テナント概要
ekie第1期線路上空エリアでは、「広島の新しい目抜き通り」にふさわしい、洗練された都会
的な女性に向けた新しいテナントミックスを提案します。22店舗中、10店舗が広島初出店であ
り、話題のブランドが勢揃いします。
コスメでは、西日本初となる「イセタン ミラー メイク＆コスメティクス」が出店。国内外の
ラグジュアリーコスメを、ブランドの枠を超えて自由に選ぶことができます。オーガニックコ
スメ・食品のセレクトショップ「ビープル by コスメキッチン」、女性に大人気のメイクアップ
ブランド「アディクション」も広島初出店です。
雑貨・食品では、国内外からセレクトした文具・雑貨の「スミス」が中四国初出店。同じく、
スイスのプレミアムチョコレートブランド「リンツ ショコラ ブティック」も中四国初出店です。
アパレルでは、人気セレクトショップ「アーバンリサーチ」が雑貨も豊富に取り揃えたスト
ア業態で出店。同じく20～30代女性に大人気のレディスブランド「ミラ オーウェン」や、メン
ズ・キッズも揃うTシャツブランド「グラニフ」も出店します。
思わず手に取りたくなる楽しさのある雑貨や、多様なニーズにお応えするコスメが揃う
「ザッカマルシェ」は、毎日寄り道したくなるゾーンを目指します。

(2)第1期線路上空エリア出店テナントリスト
出店状況 店舗名称
ISETAN MiRROR Make＆Cosmetics
西日本初
イセタン ミラー メイク＆コスメティクス
Lindt Chocolat Boutique
中四国初
リンツ ショコラ ブティック
Smith
中四国初
スミス
BIRTHDAY MINI BAR
中四国初
バースデイ・ミニ・バー
A de Vivre
中四国初
ア ドゥ ヴィーヴル
Marché de Bleuet plus
中四国初
マルシェドブルーエプリュス
Biople by CosmeKitchen
中四国初
ビープル バイ コスメキッチン
ADDICITON
広島初
アディクション
Maison de FLEUR
広島初
メゾン ド フルール
Garland of Dew
広島初
ガーランドオブデュウ
URBAN RESEARCH Store
アーバンリサーチストア
Mila Owen
ミラ オーウェン
graniph
グラニフ
PLAZA
プラザ
L'OCCITANE
ロクシタン
john masters organics Select
ジョンマスターオーガニック セレクト
LES TOILES DU SOLEIL
レ・トワール・デュ・ソレイユ
Flurir AneMone
フルリール アネモネ
robinet ＋ Petale
ロビネ・ペタル
LUPICIA
ルピシア
STARBUCKS COFFEE
スターバックス コーヒー
セブン‐イレブン ハートイン
セブン‐イレブン ハートイン

※テナント詳細は別紙参照
業種

会社名

コスメ

㈱広島三越

食品

LINDT & SPRÜNGLI JAPAN㈱

文具・雑貨

㈱デルフォニックス

雑貨

㈱マグスタイル

レディスシューズ

㈱ジェイ・ビー

生活雑貨

ブルーブルーエジャパン㈱

オーガニックコスメ
・食品

㈱マッシュビューティーラボ

コスメ

㈱フランス屋

ファッション雑貨

㈱ストライプインターナショナル

アクセサリー

㈱ジェイアール西日本ファッション
グッズ

レディスファッション

㈱アーバンリサーチ

レディスファッション

㈱マッシュビューティーラボ

レディス・メンズ
ファッション

㈱グラニフ

輸入生活雑貨

㈱つるや

コスメ

ロクシタンジャポン㈱

コスメ

㈱ジョンマスターオーガニック
グループ

生活雑貨

㈱グラムス

バッグ・アクセサリー

㈱サンポークリエイト

フラワーショップ

㈱ヘブン・デュオ

世界のお茶

㈱ルピシア

カフェ

スターバックスコーヒージャパン㈱

コンビニエンスストア

㈱ジェイアールサービスネット広島

(3)ekie線路上空エリア フロア図
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＜コスメ＞
イセタン ミラー
メイク&コスメティクス
＜雑貨＞
マルシェ ド
ブルーエ
プリュス

＜雑貨＞
スミス
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＜靴＞
ア ドゥ ヴィーヴル

＝

＜コスメ・雑貨＞
プラザ

＜衣料品＞
グラニフ

＜衣料品＞
アーバンリサーチ

．

＜雑貨＞
＜アクセサリー＞
メゾン ド フルリール
フルール アネモネ

＜雑貨＞＜アクセサリー＞
＜食品＞ ＜コスメ＞
＜雑貨＞
＜衣料品＞
レ・トワール・
ガーランド
ルピシア アディクション バースデイ
ミラ オーウェン
デュ・ソレイユ オブデュウ
ミニバー

ヨ

一一

＜コスメ＞
ジョンマスター
＜食品＞
オーガニック
＜カフェ＞
リンツ
スターバックス コーヒー セレクト ショコラ
＜花＞
ブティック
ロビネ
ペタル

＜コスメ＞
＜コスメ＞ビープル バイ
ロクシタン コスメ
キッチン

＜CVS＞
セブン‐イレブン
ハートイン

在来線改札側
雑貨・靴
アクセサリー・花

衣料品

カフェ・食品

CVS

コスメ

別紙

ｅｋｉｅ出店テナント詳細

1

西日本初
イセタン ミラー メイク＆コスメティクス
コスメ
三越伊勢丹グループがプロデュースする、国内外のラグジュア
リーコスメを集めたセレクトショップ。”欲しいときに・好き
なように・欲しいモノだけ買える”をコンセプトに、多彩なブ
ランドラインナップから、自由に見比べながらお買物を楽しめ
ます。また、常駐するイセタン ミラーガールが、ブランドの
枠を超えてお客さまにぴったりのコスメをご案内いたします。

トド

中四国初

MA【TRECHOCOLA

リンツ ショコラ ブティック
食品

TlヒR

DEPUIS1845

中四国初

SU【SSヒ

Lindt（リンツ）は、1845年スイスで創業。現在では世界
120ヶ国以上で愛されているプレミアムチョコレートブランド
です。
リンツのメートル・ショコラティエたちは170年にも渡り、情
熱と、献身と、革新的なスピリットを持って、リンツチョコ
レートの究極のおいしさを生み出してきました。リンツ ショ
コラ ブティックは、そんな世界中で愛される「リンツ」の
チョコレート専門店。人気の「リンドール」が並ぶ「ピック
＆ミックス」でチョコレートの量り売りをお楽しみいただけ
ます。

スミス
文具・雑貨
ステーショナリーメーカー「デルフォニックス」の直営店。
国内外から機能的かつ優れたデザインの商品を厳選した、
文具・雑貨のセレクトショップです。
「ロルバーン」シリーズをはじめとする、知的な遊び心あ
ふれる色とりどりの文具雑貨は、創造力や好奇心を刺激し
てくれるものばかり。
贈り物やお土産としても最適です。

中四国初
バースデイ・ミニ・バー
ギフト雑貨
贈り物選びを楽しもう！
お誕生日のお祝いはもちろん、日々のご挨拶やお礼に。これか
ら会う友達に、あの人へちょっと手土産でも。そんな時に気軽
に便利に立ち寄っていただけるギフトのセレクトショップです。
広島店ではニコちゃんグッズをたっぷり揃え、コンパクトで
ハッピーな空間を演出します。

2

中四国初
ア ドゥ ヴィーヴル
レディスシューズ
「生活の中にある芸術」をコンセプトに毎日履けるベーシック
な革靴を提案するシューズブランド。トラッドシューズを中心
にパンプス、スニーカー、セレクト商品を取り扱います。ほと
んどの商品が22.0ｃｍ～25.5ｃｍまでの幅広いサイズ展開です。

中四国初
マルシェ ド ブルーエ プリュス
生活雑貨
「衣・食・住」をテーマに、シンプルだけど大人の遊び心のあ
る雑貨をラインナップ。日々の生活にちょっとしたこだわりを
プラスします。マルシェを散歩するような日常のひとコマを感
じられるライフスタイルショップです。

中四国初
Biople・，c。，m。Ki，、、en

ビープル バイ コスメキッチン
オーガニックコスメ・食品
ナチュラル&オーガニックがもっと身近なものであることを実
感してほしいという想いから「自然のものに囲まれて、オーガ
ニックライフを送る人たち」を表すためにBioなPeople＝Biople
（ビープル）というワードが生まれました。
この場所に足を踏み入れたなら誰もが「Biople（ビープル）｣に
なれる。
それがBiople by CosmeKitchenです。

広島初

AC◎C−1■N

アディクション
コスメ
ADDICTIONは自分らしいスタイルを求めるすべての女性たちの
ために生まれたメイクアップアーティスト・AYAKOのオリジナ
ルブランドです。
世界を舞台に仕事をするAYAKOの経験に基づき開発された、か
つてないバリエーションのCOLORS & TEXTURES。シンプル、
かつシックなルックスの携帯性にすぐれたフォルム。一切の無
駄がなく、まるでオーダーメイドのような、贅沢でハイクオリ
ティな仕上がり。ひとりひとりの個性を最大限に生かしたスタ
イルを創り上げる、斬新なメイクアップブランドです。
3

広島初
ロ

エノロ

メゾン ド フルール
ファッション雑貨
「With Happy Days」大切な誰かの幸せに寄り添う女性のための
ギフトショップをコンセプトに、フレンチテイストをベースと
した上質なライフスタイル雑貨を提案するブランドです。自分
へのご褒美、大切な人への贈り物・・・。人生を彩るさまざま
なシーンにフィットするラインナップを揃えました。上品で定
番でありながら洗練されたスタイルを展開します。

広島初

Garland・fDew

ガーランドオブデュウ
アクセサリー
大人の女性の心を満たすジュエリー感覚のアクセサリーセレク
トショップ。
ジュエリー感覚の繊細で華奢なアクセサリーを中心にハンドメ
イドの作品やメッセージ性のある雑貨などライフスタイルに彩
りを添えるアイテムを提案します。

アーバンリサーチストア
レディスファッション

ア

ハンリサ

チグル

プの

ブランドがここにあるヂ

駕胤

芯還欝

く函＞

su・RのDEsKo

癬慕
KBF

弩む
KBF＋

アーバンリサーチグループを象徴するライフスタイルストア
URBAN RESEARCH Storeは、アーバンリサーチを代表する
「Flagship Store」として、アーバンリサーチグループの全コ
ンテンツを編集し、様々なライフスタイルを提案します。
ロゴカラーは、明るい未来への「希望」を意味するブルー。
魅力的なワードローブやコスメ、食品、本、生活雑貨などを
幅広く展開しており、広々とした店内では、緑に囲まれたリ
ラックス感漂う開放的な空間を演出し、現代を彩るトレンド
を最新のツールで発信していきます。

ミラ オーウェン
レディスファッション
「ＮＥＸＴ ＢＡＳＩＣ」をコンセプトにトレンドやコレク
ションに全てを委ねない、都会の高感度女性が選ぶ洗練された
服。
本当のトータルファッションを楽しむ女性たちに贈る洗練され
た次世代ベーシックブランド。
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グラニフ
レディス・メンズファッション
「Tシャツ×アート」を発信するTシャツ専門店。
グラフィックを中心としたオリジナルTシャツをリーズナブ
ルなプライスで展開。国内外のアーティスト・キャラク
ター・アニメ・絵本等のコラボレーションデザインや、新作
商品を毎週リリース予定。常時200デザイン以上のバリエー
ション豊富なデザインTシャツ、オリジナルワンピースは
ファミリーやカップルでお楽しみ頂けます。

▲
プラザ
輸入生活雑貨
世界中から新しい発見や驚きに満ちた「ニュースを持った雑
貨」をセレクトしてお届けしています。毎日の生活にワクワク
とドキドキを与えてくれるモノたちに出会えます。

皿 酬 ㎜㎜

L

EN

OCCITANE
PROVENCE

ロクシタン
コスメ
輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏・プロ
ヴァンス。1976年にその地で生まれたロクシタンは、厳選さ
れた植物素材を使用したスキンケアやボディケア、フレグラ
ンス製品などを通じて、プロヴァンスの生活を提案するライ
フスタイルコスメティックブランドです。植物原料とエッセ
ンシャルオイルを使用したスキンケアの先駆けとしてスター
トして以来、その上質なアイテムの数々は90ヶ国以上、約
2200店舗で展開し、世界中のセレブをはじめ、こだわりを持
つ人々に愛されています。

jOhn

maSterS．organics

ε，乏ケ

ジョンマスターオーガニック
コスメ

セレクト

私たちが目指すのは、本物と呼ぶにふさわしい天然由来の
オーガニック原料を用いた、どんな方もずっと使い続けたく
なるようなコスメをお届けする事。「ジョンマスターオーガ
ニック」「エルバビーバ」「シンピュルテ」の３つのブラン
ドが揃い、ベビーから大人まで、様々な年代のライフスタイ
ルにマッチする商品をラインナップ。体にも心にも心地よい、
オーガニックコスメでのトータルケアをご用意しております。

5

レ・トワール・デュ・ソレイユ
生活雑貨
1860年にフランス最南端で誕生したテキスタイルブランド。
フランスでは重要無形文化財にも認定されています。全ての生
地に名前と意味があり、主にフランスの風景やその土地に咲く
美しい花や植物など様々なものをストライプで表現しています。
その生地を用いバッグやファッション雑貨、色柄を忠実に再現
E
した今治タオルやソックス、傘やマットなど展開、販売してお
ります。

ワ「／arirf
フルリール アネモネ
バッグ・アクセサリー

メげ胸，

吻万。，

繧／

バッグや雑貨、ヘアアクセサリーなどを扱う女性のためのセレ
クトショップ。カジュアルからキレイめスタイルまで、心をく
すぐるアイテムが豊富に揃う。

愉壼
b。bin、t．ρ諏旺

ロビネ・ペタル
フラワーショップ
洗練ロマンティックをキーワードに、心豊かな暮らしのヒント
が見つかるよう、女性の大好きをたくさん取り込んで、色とり
どりのお花や植物、それを素敵に彩るインテリアアイテムも取
り揃えております。

ルピシア
世界のお茶

LUPICIA
日

世界のお茶専門店「ルピシア」では、旬の紅茶、日本茶、烏龍
茶をはじめ、オリジナルのブレンドティー、フレーバード
ティーなど、世界中のお茶をご紹介しています。店頭では約
100種類のお茶を取り扱っており、並べられたすべてのお茶の
香りと味わいを試すことができます。明るく元気なスタッフが、
お客様のお好みに合ったお茶探しのお手伝いをいたします。

6

スターバックス コーヒー
カフェ

STARBUCKS◎

アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。
高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソが
ベースのバラエティ豊かなドリンクやペストリー、サンドイッ
チをお楽しみいただけます。また、ご家庭でもお楽しみいただ
けるようコーヒー豆やコーヒー抽出器具、マグカップなどのオ
リジナル商品も多数ご用意しております。

セブン‐イレブン ハートイン
コンビニエンスストア

ELEVEn

駅をご利用のお客様だけでなく駅周辺にお住まいのお客様に
ご満足いただけるコンビニエンスストアです。セブンプレミ
アムやセブンカフェなど魅力的な商品と豊富な品揃え、ATM
やマルチコピー機など便利なサービスをご利用いただけます。
皆様のご来店を笑顔でお待ちしております。

Heart・in

7
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ステキ・晃見・まいにち

A〜〜E
ひろし家駅ビル
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NEW

中四国初
ベイク チーズ タルト
洋菓子/1F

北海道をルーツに、国内や世界で年間約3500万個を
販売する「焼きたてチーズタルト」の専門店。北海道
のこだわりの原材料をふんだんに使い、チーズムース
のフワッととろける口どけと、手間ひまをかけて2度
焼きしたサクサクタルト生地が特徴です。工房一体型
店舗で常に店舗で焼きたてのチーズタルトをご提供し
ています。店頭では焼きあげた鉄板をダイナミックに
陳列し、焼きたての良い香りがお客様をお迎えいたし
ます。

広島チョコラ
洋菓子/1F

▲鳥㌔ラ

NEW

広島土産「広島チョコラ」のアンテナショップが遂
に登場！日持ちの長いお土産用の他、その場で焼き
上げた焼きたてのチョコラや広島チョコラの素材を
使ったドリンクやパフェなどもお召し上がりいただ
けるショップです。広がる広島チョコラの世界をご
堪能頂けます。

茶の環
和洋菓子/1F

NEW

創業60年のお茶屋がプロデュースした、抹茶スイー
ツ専門店。茶鑑定士森田治秀九段が合組（ブレン
ド）した高級抹茶「金天閣」をふんだんに使用し、
本物の抹茶のおいしさを追求しています。

茸4い

幕亘

蕃⁚
S・㎏
゜・

共楽堂
和菓子

NEW

旬の果物や野菜、穀物を大胆に使い、その一瞬輝く
お菓子をお客様にご提供致します。広島県三原市で
昭和8年創業。代表菓子「ひとつぶのマスカット」
を始め、全国各地の農家さんと協力して美味しいお
菓子を作っています。

ステキ

まいにを

A〜〜［
ひろし家駅tル
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三
∨
沙

NEW
ト

蜘肌

陀処

子
莫

E御

◆◆▼

▲

三河屋
広島銘菓/1F
創業昭和七年より、呉で手焼きせんべいを始め、戦後
広島にてもみじ饅頭を主力とする広島銘菓を製造販売
しております。人気商品、広島風お好み焼せんべいを
始め、忠臣大石餅、新商品に恋するレモンはいかがで
すか？その他多数取り揃えてお客様のお越しをお待ち
しております。

すし蔵のはなれ
炙り・創作すし/B1F

NEW

「他にはない炙り寿司、創作寿司を中心とした立ち
食い処を備えた寿司の持ち帰り店」
20年以上のグルメ回転寿司の運営を通して開発して
きた、炙り寿司、創作寿司を中心にし、従来には無
いメニュー構成で、立ち食い処を併設し、圧倒的に
高いコストパフォーマンスの寿司を目の前で炙り、
炙りたてを食していただきます。

ボストン
洋菓子/1F

移転
RENEWAL

皆様に親しまれ、愛されるお菓子づくり」を今も、
そしてこれからも…。
ボストンは大正12年の創業以来、素朴で暖かみのある
“古き良きアメリカングランマの味”を守り続けてい
ます。
パイやカスタードクリームなど定番のお菓子はもちろ
ん、果実味あふれるフルーツケーキやゼリーなどの季
節商品も多彩にご用意。パティシエの手からお茶の間
へ。安心で新鮮な、おいしいお菓子をお届けします。

やまだ屋
広島銘菓/1F

RENEWAL

やまだ屋は昭和7年に宮島で「もみじ饅頭」の製造
元として創業しました。約20種類のもみじ饅頭を始
めとして、せんべい、洋菓子の製造もしております。
人気商品、「桐葉菓」を始めとして、「ひとつひと
つに思いを込めて」をモットーにお菓子づくりをし
ております。
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銅；＿品）1＿

スリーフォータイム
ファッション雑貨/3F

移転
RENEWAL

他にはない手作り感が女の子の気持ちをくすぐる「ス
リーフォータイム」のアクセサリーや雑貨たち。店内
はアトリエや女の子の部屋のイメージ。国内外から買
い付けしたもの、コラボレーションものなど、常に斬
新で、今欲しい！ものにきっと出会えます。アクセサ
リーに合わせて服を選びたくなる…。そんな気持ちに
させてくれるお店です。
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