
2018年３月期 出店実績（小売・アウトレット）

◇ 月別店舗数推移

新規出店 移転/改装 退店

ユナイテッドアローズ事業 91 91 91 90 90 91 5 0 2
ユナイテッドアローズ総合店 9 9 9 9 9 9 0 0 0
ユナイテッドアローズ 31 31 31 31 31 31 2 0 1
ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 51 51 51 50 50 51 3 0 1

グリーンレーベル リラクシング事業 71 71 71 71 71 72 3 3 0
スモールビジネスユニット 63 62 62 60 59 59 2 0 4
アウトレット 26 26 26 26 26 26 2 0 0
月末時点合計店舗数 251 250 250 247 246 248 - - -
　 うち既存店カウント店舗数 200 207 208 201 189 184 - - -

新規出店 移転/改装 退店

ユナイテッドアローズ事業 91 92 92 91 91 90 2 4 3
ユナイテッドアローズ総合店 9 9 9 9 9 9 0 1 0
ユナイテッドアローズ 31 31 31 30 30 30 1 1 2
ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 51 52 52 52 52 51 1 2 1

グリーンレーベル リラクシング事業 72 72 72 72 72 74 2 3 0
スモールビジネスユニット 59 60 60 46 39 39 1 0 21
アウトレット 26 26 26 26 26 26 0 1 0
月末時点合計店舗数 248 250 250 235 228 229 - - -
　 うち既存店カウント店舗数 205 204 203 175 167 177 - - -
* ユナイテッドアローズ総合店：同一店内でユナイテッドアローズおよび、ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズを展開している店舗
* ユナイテッドアローズ：ユナイテッドアローズ、ザ ソブリンハウス、ディストリクト ユナイテッドアローズ、アストラット
* ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ：ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ、モンキータイム ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ、
　スティーブン アラン、ロク ビューティ&ユース、エイチ ビューティ＆ユース
* グリーンレーベル リラクシング事業：グリーンレーベル リラクシング、ワークトリップ アウトフィッツ グリーンレーベル リラクシング、ルロウ グリーンレーベル リラクシング
* スモール ビジネス ユニット：アナザーエディション、ジュエルチェンジズ、オデット エ オディール、ボワソンショコラ、ドゥロワー、
　アンルート、ジ エアポート ストア ユナイテッドアローズ、ザ ステーション ストア ユナイテッドアローズ 
* 既存店カウント店舗数の中にはアウトレット店舗は含まれておりません

◇ 出店情報詳細

出退店 期日
３月 新規出店 ３月１日 ルロウ グリーンレーベル リラクシング アトレ川崎店 アトレ川崎（川崎市川崎区）

新規出店 ３月16日 ルロウ グリーンレーベル リラクシング 錦糸町テルミナ店 テルミナ（東京都墨田区）
改装 ３月21日 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 吉祥寺店 コピス吉祥寺（東京都武蔵野市）
改装 ３月23日 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ なんば店 なんばCITY（大阪市中央区）
改装 ３月20日 グリーンレーベル リラクシング ラゾーナ川崎プラザ店 ラゾーナ川崎プラザ（川崎市幸区）
改装 ３月30日 グリーンレーベル リラクシング 星が丘テラス店 星が丘テラス（名古屋市千種区）
改装 ３月31日 ルロウ グリーンレーベル リラクシング 静岡パルシェ店 パルシェ（静岡市葵区）
退店 ３月４日 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 立川立飛店 ららぽーと立川立飛（東京都立川市）

２月 退店 ２月12日 アナザーエディション 京都店 藤井大丸（京都市下京区）
退店 ２月14日 アナザーエディション 池袋店 池袋パルコ（東京都豊島区）
退店 ２月14日 アナザーエディション 名古屋店 名古屋パルコ（名古屋市中区）
退店 ２月18日 アナザーエディション 柏店 柏髙島屋ステーションモール（千葉県柏市）
退店 ２月18日 アナザーエディション 福岡店 福岡パルコ（福岡市中央区）
退店 ２月25日 オデット エ オディール 新潟店 万代シテイビルボードプレイス（新潟市中央区）
退店 ２月４日 ボワソンショコラ 吉祥寺店 アトレ吉祥寺（東京都武蔵野市）

１月 退店 １月28日 アストラット青山 路面店（東京都港区）
退店 １月８日 アナザーエディション 大宮店 ルミネ大宮（さいたま市大宮区）
退店 １月14日 アナザーエディション 横浜店 ルミネ横浜（横浜市西区）
退店 １月21日 アナザーエディション 梅田店 HEP FIVE（大阪市北区）
退店 １月28日 アナザーエディション 札幌店 札幌ステラプレイス（札幌市中央区）
退店 １月28日 アナザーエディション 有楽町店 有楽町マルイ（東京都千代田区）
退店 １月31日 アナザーエディション ラフォーレ原宿店 ラフォーレ原宿（東京都渋谷区）
退店 １月31日 アナザーエディション ルミネエスト新宿店 ルミネエスト新宿（東京都新宿区）
退店 １月31日 オデット エ オディール 仙台店 エスパルII（仙台市青葉区）
退店 １月８日 ボワソンショコラ 大宮店 ルミネ大宮（さいたま市大宮区）
退店 １月17日 ボワソンショコラ 立川店 ルミネ立川（東京都立川市）
退店 １月21日 ボワソンショコラ 丸の内店 丸ビル（東京都千代田区）
退店 １月28日 ボワソンショコラ ルミネ新宿店 ルミネ新宿（東京都新宿区）
退店 １月31日 アンルート 二子玉川 二子玉川ライズ S.C. (東京都世田谷区）
退店 １月31日 ザ ステーション ストア ユナイテッドアローズ エチカ池袋店 Echika池袋（東京都豊島区）

12月 当該事項なし
11月 新規出店 11月22日 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 丸の内店 丸ビル（東京都千代田区）

新規出店 11月２日 ザ ステーション ストア ユナイテッドアローズ アトレ川崎店 アトレ川崎（川崎市川崎区）
改装 11月３日 ユナイテッドアローズ 横浜店 ルミネ横浜（横浜市西区）
改装 11月30日 ユナイテッドアローズ アウトレット 長島店 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島（三重県桑名市）

10月 新規出店 10月７日 ユナイテッドアローズ 大丸神戸 メンズストア 大丸神戸店（神戸市中央区）
改装 10月20日 ユナイテッドアローズ 大丸神戸 ウィメンズストア 大丸神戸店（神戸市中央区）
退店 10月１日 ユナイテッドアローズ 神戸元町店 路面店（神戸市中央区）

９月 新規出店 ９月７日 ユナイテッドアローズ 原宿本店 ※1 路面店（東京都渋谷区）
新規出店 ９月７日 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 千葉店 ペリエ千葉（千葉市中央区）
新規出店 ９月29日 グリーンレーベル リラクシング 調布店 トリエ京王調布（東京都調布市）
移転 ９月７日 グリーンレーベル リラクシング ペリエ千葉店 ペリエ千葉（千葉市中央区）
改装 ９月７日 グリーンレーベル リラクシング ルミネ横浜店 ルミネ横浜（横浜市西区）
改装 ９月８日 グリーンレーベル リラクシング ルミネ大宮店 ルミネ大宮（さいたま市大宮区）
退店 ９月６日 ユナイテッドアローズ 原宿本店 メンズ館 ※1 路面店（東京都渋谷区）
退店 ９月３日 ユナイテッドアローズ 原宿本店 ウィメンズ館 ※1 路面店（東京都渋谷区）

８月 退店 ８月６日 オデット エ オディール 銀座店 マロニエゲート（東京都中央区）
７月 退店 ７月23日 スティーブン アラン ヨコハマ MARINE & WALK YOKOHAMA（横浜市中区）

退店 ７月30日 オデット エ オディール 京都ポルタ店 京都ポルタ（京都市下京区）
退店 ７月30日 ボワソンショコラ 船橋店 ららぽーとTOKYO-BAY（千葉県船橋市）

６月 当該事項なし
５月 退店 ５月７日 アナザーエディション 新宿フラッグス店 Flags（東京都新宿区）
４月 新規出店 ４月17日 ユナイテッドアローズ 名古屋駅店 タカシマヤ ゲートタワーモール（名古屋市中村区）

新規出店 ４月17日 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 名古屋駅店 タカシマヤ ゲートタワーモール（名古屋市中村区）
新規出店 ４月１日 モンキータイム ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 大阪店 ルクア（大阪市北区）
新規出店 ４月17日 グリーンレーベル リラクシング 名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール店 タカシマヤ ゲートタワーモール（名古屋市中村区）
新規出店 ４月28日 グリーンレーベル リラクシング 盛岡フェザン店 フェザン（岩手県盛岡市）
新規出店 ４月17日 オデット エ オディール 名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール店 タカシマヤ ゲートタワーモール（名古屋市中村区）
新規出店 ４月17日 ジュエルチェンジズ 名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール店 タカシマヤ ゲートタワーモール（名古屋市中村区）
新規出店 ４月21日 ユナイテッドアローズ アウトレット 鳥栖店  鳥栖プレミアム・アウトレット （佐賀県鳥栖市）
新規出店 ４月27日 ユナイテッドアローズ アウトレット 仙台港店 三井アウトレットパーク 仙台港 （仙台市宮城野区）

７月

商業施設名（住所）

８月

月

上期累計

２月
下期累計

６月

３月

　　（単位: 店）

10月 11月 12月 １月

※1 「ユナイテッドアローズ 原宿本店」は同店メンズ館とウィメンズ館の統合に伴い、取扱い品目の大幅な変更が発生するため、
出店実績の管理上、退店および新規出店扱いとしております。

店名

５月 ９月４月



2018年３月期 出店実績（ネット通販）

◇ 月別店舗数推移

新規出店 退店

ユナイテッドアローズ事業 23 23 22 22 22 22 3 1
ユナイテッドアローズ 10 10 10 10 10 10 0 0
ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 13 13 12 12 12 12 3 1

グリーンレーベル リラクシング事業 9 9 8 8 8 8 0 1
スモールビジネスユニット 50 50 46 46 46 46 0 4
月末時点合計店舗数 82 82 76 76 76 76 - - 
　 うち既存店カウント店舗数 69 69 65 52 65 65 - - 

新規出店 退店

ユナイテッドアローズ事業 22 24 24 24 24 24 2 0
ユナイテッドアローズ 10 11 11 11 11 11 1 0
ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 12 13 13 13 13 13 1 0

グリーンレーベル リラクシング事業 9 10 10 10 10 10 2 0
スモールビジネスユニット 46 46 46 43 24 24 0 22
月末時点合計店舗数 77 80 80 77 58 58 - - 
　 うち既存店カウント店舗数 72 72 72 69 50 50 - - 

* ユナイテッドアローズ：ユナイテッドアローズ、ユナイテッドアローズ＆サンズ、アストラット
* ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ：ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ、モンキータイム ビューティ＆ユース ユナイテッドアロー
　スティーブン アラン、ロク ビューティ&ユース、エイチ ビューティ＆ユース
* スモール ビジネス ユニット：アナザーエディション、ジュエルチェンジズ、オデット エ オディール、ボワソンショコラ
　ドゥロワー、アンルート、ザ ステーションストア ユナイテッドアローズ

◇ 月別出店情報　

出退店 期日
３月 当該事項なし
２月 退店 ２月20日 アナザーエディション アイルミネ

退店 ２月20日 アナザーエディション マルイウェブチャネル

退店 ２月20日 アナザーエディション アマゾン

退店 ２月20日 アナザーエディション マガシーク

退店 ２月20日 アナザーエディション 楽天ブランドアベニュー

退店 ２月20日 アナザーエディション フラッグショップ

退店 ２月28日 アナザーエディション ユナイテッドアローズ オンラインストア

退店 ２月28日 アナザーエディション ゾゾタウン

退店 ２月20日 ボワソンショコラ アイルミネ

退店 ２月20日 ボワソンショコラ マルイウェブチャネル

退店 ２月20日 ボワソンショコラ ロコンド

退店 ２月20日 ボワソンショコラ マガシーク

退店 ２月20日 ボワソンショコラ フラッグショップ

退店 ２月20日 ボワソンショコラ タカシマヤファッションスクエア

退店 ２月20日 ボワソンショコラ 楽天ブランドアベニュー

退店 ２月20日 ボワソンショコラ アマゾン

退店 ２月20日 ボワソンショコラ ファッションウォーカー

退店 ２月28日 ボワソンショコラ ユナイテッドアローズ オンラインストア

退店 ２月28日 ボワソンショコラ ゾゾタウン

１月 退店 １月31日 アンルート ユナイテッドアローズ オンラインストア

退店 １月31日 アンルート ゾゾタウン

退店 １月31日 アンルート フラッグ ショップ

12月 当該事項なし
11月 新規出店 11月１日 ユナイテッドアローズ 三井ショッピングパーク アンドモール

新規出店 11月１日 ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ　 三井ショッピングパーク アンドモール

新規出店 11月１日 グリーンレーベル リラクシング 三井ショッピングパーク アンドモール

10月 新規出店 10月13日 グリーンレーベル リラクシング スマービー

９月 当該事項なし
８月 当該事項なし
７月 当該事項なし
６月 退店 ６月20日 ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ エーユーワン ブランドガーデン

退店 ６月20日 グリーンレーベル リラクシング エーユーワン ブランドガーデン

退店 ６月20日 アナザーエディション エーユーワン ブランドガーデン

退店 ６月20日 ジュエルチェンジズ エーユーワン ブランドガーデン

退店 ６月20日 オデット エ オディール エーユーワン ブランドガーデン

退店 ６月20日 ボワソンショコラ エーユーワン ブランドガーデン

５月 当該事項なし
４月 新規出店 ４月５日 ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ　※1 ユナイテッドアローズ オンラインストア

新規出店 ４月５日 モンキータイム ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ ユナイテッドアローズ オンラインストア

新規出店 ４月５日 ロク ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ オンラインストア

４月 ５月 ６月

※1 ユナイテッドアローズ オンラインストアにおいて「ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ」は「モンキータイム ビューティ＆ユース ユナイテッドアロー
ズ」および「ロク ビューティ&ユース」の同サイトへの新規出店に伴い、両ブランドの取り扱いを中止いたしました。よって出店実績の管理上、新規出店扱いとして
おります。

10月 11月 12月

通販サイト名

１月 ２月

月 事業名

３月
下期累計

　　（単位: 店）

９月７月
上期累計

８月


