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別添 1: イギリスでインテリア製品を扱う主な小売店 

（2009年 11月現在） 

 

 主要百貨店 

 

① Selfridges （セルフリッジズ） 

 アメリカ人のゴードン・セルフリッジが 1909年にボンド

ストリートに店舗を開く。彼の死後 1950年代にはライ

バルのルイスに買収されるが、その後 2003年に現在

のオーナーであるガレン・ウェストンが買収した1。 

      

 

 

 

■ 本店住所2：  400 Oxford Street London W1A 1AB 

■ ウェブサイト： www.selfridges.com 

■ 営業時間3：  月～水 9：30～21：00、木・金 9：30～22：00、日 12：00～18：00 

■ 定休日4：  12月 25日 

■ オーナー5： ガレン・ウェストン 

■ 店舗面積6：  約 50,000㎡  

■ 従業員数：  非公開 

■ 支店数： 4店舗（ロンドン、マンチェスター・トラフォード、マンチェスター・エクスチェンジ・スクエ 

 ア、バーミンガム） 

■ ロイヤルワラント7: エリザベス女王 

                                                           
1 出所: セルフリッジズウェブサイト http://www.selfridges.com/ 
2 出所: セルフリッジズウェブサイト http://www.selfridges.com/ 
3  出所: セルフリッジズウェブサイト http://www.selfridges.com/ 
4 出所: セルフリッジズウェブサイト http://www.selfridges.com/ 
5  出所: セルフリッジズウェブサイト http://www.selfridges.com/ 
6  出所: 『The Independent』 http://www.independent.co.uk/news/business/news/bags-of-flair-684869.html 
7
  出所:The Royal Warrant Holders Associationウェブサイト http://www.royalwarrant.org/index.html ロイヤルワラントと

は英国王室御用達の印  

 ロンドン オックスフォードストリート店 

http://www.selfridges.com/
http://www.royalwarrant.org/index.html
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■ 特色：  ファッションに敏感なロンドナーから圧倒的な支持を得ている。斬新なアイディアのイ

ベントやオックスフォードストリートに面したウィンドウ・ディスプレイも常に注目を集め

ている。 
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② Harrods （ハロッズ） 

     

創設者のチャールズ・ヘンリー・ハロッズが紅茶を専門に

扱う食品卸売業を始めたのが 1834年。その後 1849年

に現在本店のあるロンドンのナイツブリッジに小さな店を

構えて以来 150年以上にわたり、発展を続けてきた8。 

英国の百貨店の王様的存在。 

 

 

 

■ 本店住所9：  87-135 Brompton Rd. SW1 7XL 

■ ウェブサイト：  www.harrods.com 

■ 営業時間10：  月～金 10：00～19：00、日 11：30～18：00 

■ 定休日11：  12月 25日 

■ オーナー12： モハメド・アルファイド。1980年代に 6憶 1500万ポンドで House of Fraser グルー 

 プを買収し、Harrodsのオーナーとなる。 

■ 従業員数： 非公開 

■ 支店数13： 本店のみ。ハロッズグループとして金融業や不動産業も展開。 

■ 売場面積14：  約 111,480㎡ 

■ ロイヤルワラント15: 現在なし 

■ 特色：        高級宝飾品、ファッションブランド、化粧品、家庭用品から家具まで品揃えは英国一、

また市場を探索しているかのようなライブリーなフードホールも有名。観光客の集客

力は圧倒的で、店内にはエジプトをテーマとした彫像やダイアナ妃とドディ・アルファ

イドの銅像、オーナー モハメッド・アルファイド本人の蝋人形が展示され、時にはエ

                                                           
8   出所: ハロッズウェブサイト http://www.harrods.com/ 
9   出所: ハロッズウェブサイト http://www.harrods.com/ 
10  出所: ハロッズウェブサイト http://www.harrods.com/ 
11  出所: ハロッズウェブサイト http://www.harrods.com/ 
12  出所: ハロッズウェブサイト http://www.harrods.com/ 
13  出所: アル・ファイドウェブサイト http://www.alfayed.com/ 
14  出所: アル・ファイドウェブサイト http://www.alfayed.com/ 
15  出所:「The Royal Warrant Holders Association」ウェブサイト http://www.royalwarrant.org/ 
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スカレターを取り囲むバルコニーでオペラが披露するなど、エンターテイメント性も強

い。 
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③ Harvey Nichols (ハーヴィー・ニコルス)  

 

1813年にベンジャミン・ハーヴィーがナイツブリッジに現在

の前身となるリネンショップをオープン。1820年にコロネル・

ニコルスとの共同経営を始め、1880年に現在のロケーショ

ンに店舗を開く。1919年にはデベナムズが買収、1991年

から Dickson Concepts Internationalの経営となり、 

2003年にプライベートカンパニーとなる。16 

 

 

■ 本店住所17：  109-125 Knightsbridge, London SW1 7RJ  

■ ウェブサイト： www.harveynichols.com 

■ 営業時間18：  月～土 10：00～20：00、日 11：30～18：00） 

■ 定休日19：  不定期（主に国民の休日） 

■ オーナー20：  プライベートカンパニー 

■ 店舗面積：  面積非公開 

■ 従業員数： 非公開 

■ 支店数21： 英国内 6店舗（ロンドン、マンチェスター、エジンバラ、リーズ、ブリストル、  バーミンガ

ム） 

海外 6店舗（ダブリン、リヤド、香港、ドバイ、イスタンブール、ジャカルタ） 

*2011年春にクウェイトにもオープン予定 

■ロイヤルワラント22: なし。  

■特色：  ファッションに特化し、ロンドンのトレンドシーンの最先端を行くデパート。近接するハロ

ッズに比べ観光客の比率は低く、地元の裕福なファッショニスタを集客。先進的なブラ

ンドが散見され、ウィンドウ・ディスプレイも頻繁に変え、毎度趣向を凝らしている。旬の

デザイナーをセレクトしたファッションフロアや、世界中の自然派化粧品を集めたグラン

                                                           
16  出所: ハーヴィー・ニコルス ウェブサイト http://www.harveynichols.com/ 
17  出所: ハーヴィー・ニコルス ウェブサイト http://www.harveynichols.com/  
18  出所: ハーヴィー・ニコルスウェブサイト http://www.harveynichols.com/ 
19  出所: ハーヴィー・ニコルスウェブサイト http://www.harveynichols.com/ 
20  出所: ハーヴィー・ニコルスウェブサイト http://www.harveynichols.com/ 
21  出所: ハーヴィー・ニコルスウェブサイト http://www.harveynichols.com/ 
22  出所:「The Royal Warrant Holders Association」ウェブサイト http://www.royalwarrant.org/ 
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ドフロアのコーナーが人気。フードコートは、良質な製品はもちろん、オリジナル製品、

ユニークなパッケージデザインなど見て楽しい製品を世界各国から集めている印象。 
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④ Liberty （リバティ） 

 

1874年、アーサー・ラセンビィ・リバティがリージェント・ストリートに 

賃借したスペースで始めたのが現在のリバティの前身。 1930年代

に、繊細な花模様“リバティプリント”が誕生。その後も内外のデザイ

ナーとのコラボレーションなどで独創性豊かなテキスタイルを提案し

続ける。ファッション、化粧品、インテリア製品等、セクションに定評が

ある23。 

        

  

 

 

■ 本店住所24：  210-220 Regent St, London W1B 5AH  

■ ウェブサイト： www.liberty.co.uk 

■ 営業時間25：  月～土 10：00～21：00、日 12：00～18：00 

■ 定休日：  不定休 

■ オーナー26： Marylebone Warwick Balfour Group plc 

■ 従業員数：  非公開 

■ 支店数27： 本店のみ 

■ ロイヤルワラント28: なし 

■ 特色：  歴史的建造物であるチューダー・ハウスはリニューアルを重ねながらも独特の存在 

 感を保っている。リバティプリントを使ったシャツやスカーフなどのオリジナル商品だ 

 けでなく、常に華やかさと高級感を意識しながら、独自の目線でファッションをとらえ 

 たマーチャンダイズ、随所にクラフト感のある内装やディスプレイで、英国人に不動 

 の人気がある。 

  

                                                           
23  出所: リバティーウェブサイト http://www.liberty.co.uk/ 
24  出所: リバティーウェブサイト http://www.liberty.co.uk/ 
25  出所: リバティーウェブサイト http://www.liberty.co.uk/ 
26  出所: 「MWB Group Holdings」ウェブサイト http://www.mwb.co.uk/ 
27  出所: リバティーウェブサイト http://www.liberty.co.uk/ 
28

  出所:「The Royal Warrant Holders Association」ウェブサイト http://www.royalwarrant.org/ 
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⑤ John Lewis (ジョン・ルイス) 

 

 1864年創業の老舗デパートで、現在国内 29店舗を展開29。グ

ループである王室御用達の高級スーパーWaitrose（ウェイトロー

ズ）は国内 185店舗30。2006年には旅行や金融・保険商品を扱

うGreenbee31を立ち上げた。従業員による自社持株制度のた

め、利益は従業員で分配する32。この制度が効果的なためか、ジ

ョン・ルイス、ウェイトローズともにサービスの質の高さは群を抜い

ている。 

 

 

■  本店住所33：  Oxford Street London W1A 1EX  

■  ウェブサイト：  www.johnlewis.com 

■  営業時間34：  月・火・水・金 9:30～20:00 、木 9：30～21：00、土 9：30～19:00、  

 日 12:00～18：00 

■ 定休日：  不定休 

■  オーナー：  社員による持株会社制度 

■  店舗数35：  29店舗 

■  従業員数36：  約 69,000人（グループ全体） 

■  ロイヤルワラント37: エリザベス女王 

■  特色：  中産階級に人気のライフスタイル商品を取り揃え、キッチン用品や気の きいた家 

 電、育児用品、ガーデニング用品など家庭用品全般が充実。パーソナル・ショッピン 

 グ・アドバイス、キッチンやインテリアのプランニングまで一歩進んだサービスを行う。 

  

                                                           
29  出所: John Lewis Partnership社ウェブサイト http://www.johnlewispartnership.co.uk/ 
30  出所: ウェイトローズウェブサイト http://www.waitrose.com/ 
31 出所 グリーンビーウェブサイト http://www.greenbee.com/ 
32  出所: John Lewis Partnership社ウェブサイト http://www.johnlewispartnership.co.uk/ 
33  出所: John Lewis ウェブサイト http://www.johnlewis.com/ 
34  出所: John Lewis ウェブサイト http://www.johnlewis.com/ 
35  出所: John Lewis Partnership社ウェブサイト http://www.johnlewispartnership.co.uk/ 
36  出所: John Lewis Partnership社ウェブサイト http://www.johnlewispartnership.co.uk/ 
37  出所:「The Royal Warrant Holders Association」ウェブサイト http://www.royalwarrant.org/ 
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⑥ Marks and Spencer  (マークス＆スペンサー) 

 

1884年にポーランドからの難民Michael Marksがマ

ーケットに開いた屋台がマークス＆スペンサーの始まり。

1926年に正式に会社組織となり、衣料品の製造販売も

手がけるようになる。ロンドンのマーブルアーチに旗艦店

を構え、店舗数は国内だけで 600店以上を数える。38 

 

 

 

 

■ 本店住所39： 458 Oxford Street, London, W1N OAP 

■ ウェブサイト： www.marksandspencer.com 

■ 営業時間40： 月～土 9:00～20:00、日 12:00～18:00 

■ 定休日：  不定休 

■ 店舗数41： 英国内 600店舗以上（食品専門店も含む）。 

   30カ国に約 150店舗(内 130店舗がフランチャイズイズ)展開。 

■ オーナー42：  Marks & Spencer plc。 

■ 会長43：    Sir Stuart Rose（2004年 5月～） 

■ 従業員数44： 約 75,000人(海外店舗の雇用者も含む) 

■ ロイヤルワラント45: なし 

■ 特色：   ファッションから生活用品、食料品やワインまで、全て自社オリジナルブランド製品を 

 販売。レディース・ファッション「Per Una」は、ナイト・ウェアからドレス、アクセサリー

やコスメに至るまで幅広い商品群を手ごろな値段で提供する。またウェアのキャンペ

ーンにリリー・コールやエリン・オコナーなどスーパーモデルを起用し、イメージ戦略

をはかる。環境問題にも敏感に取組み、08年 5月からは試験的にレジ袋の有料化

を始めた。 

                                                           
38  出所: マークス＆スペンサーウェブサイト http://www.marksandspencer.com/  
39 出所: マークス＆スペンサーウェブサイト http://www.marksandspencer.com/ 
40  出所: マークス＆スペンサーウェブサイト http://www.marksandspencer.com/ 
41  出所: マークス＆スペンサーウェブサイト http://www.marksandspencer.com/ 
42  出所: マークス＆スペンサーウェブサイト http://www.marksandspencer.com/ 
43  出所: マークス＆スペンサーウェブサイト http://www.marksandspencer.com/ 
44  出所: マークス＆スペンサーウェブサイト http://www.marksandspencer.com/ 
45  出所:「The Royal Warrant Holders Association」ウェブサイト http://www.royalwarrant.org/ 

 

 

http://www.marksandspencer.com/
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⑦ Debenhams (デベナムズ)  

 

1778年にウィリアム・クラークが始めた衣料品店が現在

のデベナムズの前身。1813年にウィリアム・デベナムズ

が経営に加わり 1851年に Dabenham & Freebody と

して小売と卸業にたずさわる。その後何度かの合併や買

収を繰り返す（1920年にはハーヴィー・ニコルスも買収し、

後に売却している）。1928年に一族が退きパブリックカン

パニーとなり、1950 年には小売業で英国一の規模となる。

2003年から Baroness Retail Ltd.の傘下。46 

 

■ 住所47：  334-348 Oxford St W1C 1JG  

■ ウェブサイト：  www.debenhams.com 

■ 営業時間48：  月～金 10:00～18:30 、木 19:00 *時期により変動 

■ 定休日：  不定休 

■ オーナー49： Baroness Retail Ltd. 

■ 店舗数50：  英国・アイルランドに 153店舗。世界 17 カ国に 48のフランチャイズ店舗。 

■ 従業員数51：  約 21,500人 

■ 売場面積52：  英国全店総売場面積は約 109万㎡。  

■ ロイヤルワラント53: なし。 

■ 特色：  婦人服、紳士服、子供服、下着、ホームウェアまでインハウスデザイナーを抱え自社 

 ブランドを多く展開している。外部からも、ジャスパー・コンラン、ジョン・ロシャ、ジュリ 

 アン・マクドナルドといった才能ある英国デザイナーを採用、デベナムズオリジナル 

 のデザイナーズブランド商品を手頃な値段設定で提供する。54基本的には買い求め 

 やすい値段の製品が多いが、化粧品売場だけはトップ・ブランドを集めている。 

                                                           
46  出所: デベナムズウェブサイト http://www.debenhamsplc.com/ 
47  出所: デベナムズウェブサイト http://www.debenhamsplc.com/ 
48  出所: デベナムズウェブサイト http://www.debenhamsplc.com/ 
49  出所: デベナムズウェブサイト http://www.debenhamsplc.com/ 
50  出所: デベナムズウェブサイト http://www.debenhamsplc.com/ 
51  出所: デベナムズウェブサイト http://www.debenhamsplc.com/ 
52   出所: デベナムズウェブサイト http://www.debenhamsplc.com/ 
53   出所:「The Royal Warrant Holders Association」ウェブサイト http://www.royalwarrant.org/ 
54

   出所: デベナムズウェブサイト http://www.debenhamsplc.com/ 
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⑧ Fenwick （フェニック） 

 

1882年に J.J. Fenwickによってニューキャッスルを拠点

に設立された百貨店グループ。当時パリを中心に広がって

いたデパートのコンセプトを英国で前衛的に始めたグルー

プと言える。現在ベントールズ、エセックス、コルチェスター

のウィリアム・グリフィンを含む 11店舗を展開している。55 

 

 

 住所56：  ロンドン店： 63 New Bond Street, London W1A 3BS   

 ウェブサイト：   www.fenwick.co.uk 

 営業時間57： ロンドン店： 月～水・金 10：00～18：30、木 10：00～20：00、日 12.00～18.30 

 定休日： ロンドン店 不定休 

 店舗数58： フェニック 8店舗（ボンドストリート、ブレントクロス、ニューキャッスル、レスター、 

 ヨーク、ウインザー、タンブリッジ・ウェルズ、カンタバリー） 

 ベントールズ 2店舗 

  ウィリアムズ・グリフィン 1店舗 

 特色： 店舗は比較的小規模で歴史のある地域を中心に展開。中産から上流階級の購買層 

 が多い。中年層の顧客が多いが、過去数年間はターゲットを広げ、ファッションに敏 

   感な若い世代の購買者層も狙っている。大型店では見かけられないブランドを扱い、 

 独自の特色を大切にしている。特に婦人雑貨に強い。 

  

                                                           
55-58 出所: 全てデベナムズウェブサイト http://www.fenwick.co.uk/ 
 
 
 

 

http://www.fenwick.co.uk/
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⑨ Fortnum and Mason (フォートナム・アンド・メイソン) 

 

1707年の設立以来59、食料品とギフトを中心とした英国の上

流階級御用達の百貨店として名高い。バッキンガム宮殿との

関係も深く、多くの英国王室御用達を含む商品がジョージ王

朝建築のビル全 6階に渡って展開されている60。2007年に

は 300周年の改装61の一部として、地下階にモダンなフード

ホールがオープンした。地上階には英国らしいスタイルのギフ

トが並び、観光客、特に日本からの訪問者が多くみられる。上

階には高級ギフト商品からインテリアアクセサリー、キッチン

雑貨、ガーデニング用品、婦人・紳士雑貨など幅広く扱われ、

4つのレストランもある62。伝統的英国アフタヌーン・ティーやク

リスマスのギフト詰め合わせ（ハンパー）などが有名。 

 

 住所63：  181 Piccadilly, London W1A 1ER, United Kingdom Tel: 020 7734 8040 

 ウェブサイト： www.fortnumandmason.com 

 営業時間64： 月～土 10：00～20：00、日 12：00～18：00 

 定休日65：  無休 

 オーナー66：  ウェストンファミリー （セルルリッジズと同オーナー） 

 支店数67：  ピカデリー、ヒースロー空港ターミナル 5内（2店舗）、海外店舗（日本 10店舗） 

 従業員数：  非公開 

 ロイヤルワラント68： エリザベス女王、チャールズ皇太子 

 その他の百貨店 

Jenners（ジェナーズ） 

                                                           
59-68 出所: 全てフォートナム＆メイソンウェブサイト http://www.fortnumandmason.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fortnumandmason.com/
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エジンバラで最も古い百貨店の一つであり、北のハロッズとも呼ばれる。2005年にハウス・オブ・フレーザ

ーグループが買収。69 

ウェブサイト： www.houseoffraser.co.uk 

支店数： 2店舗（スコットランド）70 

 

Brown Thomas （ブラウン・トーマス） 

ウェブサイト： www.brownthomas.com 

支店数：  ダブリン本店のみ71 

 

Peter Jones （ピーター・ジョーンズ） 

ウェブサイト： www.peterjones.co.uk  

支店数：  ロンドン（スローン・スクエア）本店のみ72 

 

Bentalls（ベントールズ） 

ウェブサイト：   www.bentalls.co.uk  

支店地：  ブラックネル、キングストン 73 

 

  

                                                           
69   出所: ハウス・オブ・フレイザーウェブサイトwww.houseoffraser.co.uk 
70   出所: ハウス・オブ・フレイザーウェブサイトwww.houseoffraser.co.uk 
71  出所: ブラウン・トーマスウェブサイト  www.brownthomas.com 
72  出所: ピーター・ジョーンズウェブサイト www.peterjones.co.uk 
73  出所:  ベントールズウェブサイトwww.bentalls.co.uk  

http://www.brownthomas.com/
http://www.peterjones.co.uk/
http://www.bentalls.co.uk/
http://www.brownthomas.com/
http://www.peterjones.co.uk/
http://www.bentalls.co.uk/
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 量販店 

英国の代表的な量販店といえば BHS。英国全体に 100店舗以上74展開。 

House of Fraser（www.houseoffraser.co.uk）、Debenhams （www.debenhams.com、 

Marks & Spencer （www.marksandspencer.com）、NEXT （www.next.co.uk）も大衆的な価格と 

多店舗展開していることから量販店ととらえる見方もある。 

 

BHS （ビー・エイチ・エス）   

ウェブサイト： www.bhs.co.uk 

 

 

 ライフスタイルストア 

インテリア専門店  

主要な専門店を「参考資料 2 主要インテリア系小売店調査シート」に詳細を記す。 

 

インテリア・ライフスタイルストア 

ロンドンの主要なショップは「参考資料 2 主要インテリア系小売店調査シート」に詳細を記す。 

 

 ロンドン以外の主要インテリア・ライフスタイルストア 

Inreda (ダブリン):  www.inreda.ie 

Design Yard (ダブリン):  www.designyard.ie 

Design Shop UK (エジンバラ)： www.designshopuk.com 

Laura Ashley ： www.lauraashley.co.uk 

Homer (アバフィルディ):  www.athomer.co.uk 

Touchstone Interiors (アンブルサイド):  www.touchstoneinteriors.com 

Sparks Yard General Store (アルンデル):  www.sparksyard.com 

Promosalons (バーネット):  www.promosalons-greatbritain.com 

@ Home (ビーミンスター):  www.athome.com 

Still (ベルファスト):  www.stillforlife.com 

Domain (ビリンシャスト): www.dimanuk.co.uk 

Clement Joscelyne (ビショップス・ストーフォルド):  www.clementjoscelyne.co.uk 

Abode Living (ブライトン)：  www.abodeliving.co.uk 

                                                           
74  出所: ビー･エイチ･エスウェブサイトwww.bhs.co.uk 

http://www.houseoffraser.co.uk/
http://www.debenhams.com/
http://www.marksandspencer.com/
http://www.next.co.uk/
http://www.bhs.co.uk/
http://www.designshopuk.com/
http://www.lauraashley.co.uk/
http://www.touchstoneinteriors.com/
http://www.bhs.co.uk/
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Bracey Interiors (ブリストル):  www.braceyinteriors.co.uk 

Earthworks (バーガス・ヒル):  www.earthworks.co.uk 

Sand Ceramics (チチェスター):  www.thelocalweb.net 

Spice (クランブルック)： ウェブサイトなし 

Fenestra (クランレイ):  www.fenestrainteriors.com 

Wesley Barrell (ダッキントン、ウィトニー): www.wesley-barrell.co.uk 

Arcane (Dulverton)： ウェブサイトなし 

Doris and Mary (エジンバラ)： ウェブサイトなし 

Clarkes Interiors (エシャー):  www.clarkesinteriors.co.uk 

Geoffrey Drayton (エセックス):  www.geoffrey-drayton.com 

Burford Garden Centre (フィルキンス、レクレード): www.burford.co.uk 

Cimmermann (ハロゲート): www.cimmermann.co.uk 

James Brindley of Harrogate (ハロゲート): www.jamesbrindley.com 

Chaplins (ハッチ・エンド、ピナー):  www.chaplins.co.uk 

Rebecca Style (ヘンリー・オン・テムズ): ウェブサイトなし 

Objects of Design (ハンガーフォード): www.objects-of-design.com 

Come to Life (イミンガム): www.come2life.co.uk 

The Potting Shed Gift Shop(ジャージー):  www.pottingshedcanada.com 

Glyndebourne Opera Shop (ルイス)： www.glyndebourne.com 

Gilberts Interiors (マールボロ)： www.gilbertsinteriors.co.uk 

Around the World (ミドルセックス)： ウェブサイトなし 

Baxters (ニューアーク)： www.inottinghamshire.co.uk 

Wedding Lists & Interiors （ニューマーケット）： ウェブサイトなし 

Pomelo (ニューポート)： ウェブサイトなし 

Helen Foster Interiors (ニュートナーズ)： ウェブサイトなし 

Abode Homewares (ノッティンガム)： ウェブサイトなし 

Stein's Gift Shop (パドストウ)： www.rickstein.com/Stein%E2%80%99s-Gift-Shop.html 

Compton Acres (ポール): www.comptonacres.co.uk 

Solveig Sharrett Soft Furnishings (リッチモンド): ウェブサイトなし 

Apt Creations (セント・オルバンズ)： www.aptcreations.co.uk 

Lindsay's (ストラットフォード・アポン・エイボン)： ウェブサイトなし 

No. 77 Interiors (タービン): www.no77interiors.co.uk 
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Sterling Furniture Group (ティリコウトリィ):  www.sterlingfurniture.co.uk 

Craighead & Woolf (トールクロス): www.craighead-woolf.com 

Orange Tree Interiors (トップシャム):  www.theorangetree.co.uk 

Bed Bath and More (オフィントン)： ウェブサイトなし 

Drapeaux (ワークス)：  www.drapeaux.co.uk 

Chalk & White (ワーウィック)： www.chalkwhite.com 

 

 

 大型家具店 

IKEA： www.ikea.com 

Habitat： www.habitat.net 

Heal’s： www.heals.co.uk 

 

 

 スーパーマーケット 

Tescoは 2008年に英国の人気インテリアブランド、キャス・キッドソンのコラボレーションによるエコバッグ 

を販売。セレブリティ・シェフのジェイミー・オリバーはセインズベリーの広告塔になり、セインズベリー店舗

ではキッチン雑貨、食器類の扱いも年々増えている。スーパーマーケットは、近頃は単なるスーパーマーケ

ットからライフスタイルストアに変わりつつある傾向がみられる。 

 

高価格帯大型スーパーマーケット:  

Waitrose：  www.waitrose.com 

 

中・低価格帯大型スーパーマーケット 

ASCO (2009年オープン、ウェブサイト未公開)  

Aldi：  www.aldi.co.uk 

ASDA： www.asda.co.uk 

Booths：  www.booths-supermarkets.co.uk 

Budgens：  www.budgens.co.uk 

Centra： www.centra.co.uk 

Co-op：  www.co-operative.coop/food 

Costco：  www.costco.com 

Costcutter：  www.costcutter.com 

http://www.waitrose.com/
http://www.aldi.co.uk/
http://www.asda.co.uk/
http://www.booths-supermarkets.co.uk/
http://www.budgens.co.uk/
http://www.centra.co.uk/
http://www.co-operative.coop/food
http://www.costco.com/
http://www.costcutter.com/
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Eurospar：  www.eurospar.ie 

Farmfoods：  www.farmfoods.co.uk 

Iceland：  www.iceland.co.uk 

Lidl：  www.lidl.co.uk 

Londis：  www.londis.co.uk 

Makro：  www.makro.co.uk  

Morrisons：  www.morrisons.co.uk 

Netto：  www.netto.co.uk 

Premier Stores：  www.premier-stores.co.uk 

Sainsburys：  www.sainsburys.co.uk 

Somerfield：  www.somerfield.co.uk 

SPAR：  www.spar.co.uk 

Tesco：  www.tesco.com 

 

 チェーンオーガニックストア 

Wholefoods：  www.wholefoodsmarket.com 

Planet Organic：  www.planetorganic.com 

Daylesford Organic: www.daylesfordorganic.com 

 

 

  ショッピングモール 

Westfield (西ロンドン)： www.westfield.com 

Brent Cross（北ロンドン）： www.brentcross.co.uk 

Bluewater (ケント)： www.bluewater.co.uk 

Meadowhall  (シェフィールド)：  www.meadowhall.co.uk  

Metrocentre (ニューキャッスル)：  www.metrocentre.uk,com   

Cribbs Causeway (ブリストル)：  www.mallcribbs.com 

Lakeside (エセックス)：  www.lakeside.uk.com  

Dundrum Town Centre (ダブリン)：  www.dundrum.ie  

Princes Mall (エジンバラ)：  www.princesmall-edinburgh.co.uk  

St James Centre (エジンバラ)：  www.stjamesshopping.com 

Bullring (バーミンガム)：  www.bullring.co.uk   

Mailbox (バーミンガム)：  www.mailboxlife.com  

http://www.eurospar.ie/
http://www.farmfoods.co.uk/
http://www.iceland.co.uk/
http://www.lidl.co.uk/
http://www.londis.co.uk/
http://www.makro.co.uk/
http://www.morrisons.co.uk/
http://www.netto.co.uk/
http://www.premier-stores.co.uk/
http://www.sainsburys.co.uk/
http://www.somerfield.co.uk/
http://www.spar.co.uk/
http://www.tesco.com/
http://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.planetorganic.com/
http://www.westfield.com/
http://www.bluewater.co.uk/
http://www.meadowhall.co.uk/
http://www.metrocentre.uk,com/
http://www.mallcribbs.com/
http://www.lakeside.uk.com/
http://www.dundrum.ie/
http://www.princesmall-edinburgh.co.uk/
http://www.stjamesshopping.com/
http://www.bullring.co.uk/
http://www.mailboxlife.com/
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Trafford Centre (マンチェスター)： www.traffordcentre.co.uk  

Liverpool ONE (リバプール)：  www.liverpool-one.com 

Met Quarter (リバプール)：  www.metquarter.com  

Victoria Quarter (リーズ)：  www.v-q.co.uk  

Gunwharf Quays (ポーツマス)： www.gunwharf-quays.com 

 

 

 

  オンライン・通販 

実店舗があり、かつオンラインショップやメールオーダーでも人気のあるブランドとショップも含む。 

 

家具・インテリア部門 

Argos：  www.argos.co.uk 

IKEA：  www.ikea.com 

Habitat： www.habitat.co.uk 

Graham and Green： www.grahamandgreene.co.uk 

HEAL’S：  www.heals.co.uk 

Baileys：  www.baileys.co.uk 

Bodie and Fou：  www.bodieandfou.com 

Laura Ashley：  www.lauraashley.com 

Style Park：  www.stylepark.com 

Magis Design：  www.magisdesign.com 

Nest UK： www.nest.co.uk 

 

ファッション・ライフスタイル 

Boden：  www.boden.co.uk 

Toast：  www.toast.co.uk  

Kays：  www.kays.com  

Grattons：  www.grattan.com.uk 

La Redoute：  www.leredoute.com 

Littlewoods：  www.littlewoods.com  

Freemans：  www.freemans.com  

NEXT：  www.next.co.uk 

http://www.traffordcentre.co.uk/
http://www.liverpool-one.com/
http://www.metquarter.com/
http://www.v-q.co.uk/
http://www.gunwharf-quays.com/
http://www.argos.co.uk/
http://www.ikea.com/
http://www.habitat.co.uk/
http://www.grahamandgreene.co.uk/
http://www.heals.co.uk/
http://www.baileys.co.uk/
http://www.bodieandfou.com/
http://www.lauraashley.com/
http://www.magisdesign.com/
http://www.boden.co.uk/
http://www.toast.co.uk/
http://www.kays.com/
http://www.grattan.com.uk/
http://www.leredoute.com/
http://www.littlewoods.com/
http://www.freemans.com/
http://www.next.co.uk/
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Howies：  www.howies.co.uk 

Saltwater：  www.saltwater.net 

Cath Kidston：  www.cathkidston.co.uk 

LOMBOK：  www.lombok.co.uk 

Natural Collection：  www.naturalcollection.co.uk 

The White Company：  www.thewhitecompany.com 

20 Ltd：  www.20ltd.com 

Johnny Come Lately：  www.jclgifts.com 

Rockett St George： www.rockettstgeorge.com 

Hidden Art：  www.hiddenartshop.com 

Fortnum and Mason：  www.fortnumandmason.com 

 

 

 ギャラリー・ショップ 

Flow （ロンドン）: www.flowgallery.co.uk 

Vessel Gallery (ロンドン): www.visselgallery.com 

Barrett Marsden（ロンドン）:  www.bmgallery.co.uk 

Contemporary Applied Arts（ロンドン）:  www.caa.org.uk 

Contemporary Ceramics（ロンドン）:  www.cpaceramics.com 

The Lighthouse（グラスゴー）:  www.thelighthouse.co.uk 

ICA （ロンドン）:  www.ica.org.uk 

Scotish Gallery（エジンバラ）:  www.scottish-gallery.co.uk 

Adrian Sassoon（ロンドン）:  www.adriansassoon.com 

Seascape Gallery（サリー）：  www.seascapegallery.co.uk 

Le Chein et Moi（ノッティンガム）：  www.lechienetmoi.com  

The Studio Shop（ブライトン）：  www.thestudioshop.co.uk 

 

 

 その他人気チェーン店 

英国全土にチェーン展開している人気ブランド。 

Primark（ファッション）：  www.primark.co.uk  

H&M（ファッション）：  www.hm.com 

Top Shop（ファッション）：  www.topshop.com 

http://www.howies.co.uk/
http://www.saltwater.net/
http://www.cathkidston.co.uk/
http://www.lombok.co.uk/
http://www.naturalcollection.co.uk/
http://www.thewhitecompany.com/
http://www.20ltd.com/
http://www.jclgifts.com/
http://www.rockettstgeorge.com/
http://www.hiddenartshop.com/
http://www.fortnumandmason.com/
http://www.flowgallery.co.uk/
http://www.visselgallery.com/
http://www.bmgallery.co.uk/
http://www.caa.org.uk/
http://www.cpaceramics.com/
http://www.thelighthouse.co.uk/
http://www.ica.org.uk/
http://www.scottish-gallery.co.uk/
http://www.adriansassoon.com/
http://www.seascapegallery.co.uk/
http://www.lechienetmoi.com/
http://www.thestudioshop.co.uk/
http://www.primark.co.uk/
http://www.hm.com/
http://www.topshop.com/
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Zara Home （ホーム）： www.zarahome.com 

NEXT（ファッション、ホーム）： www.next.co.uk 

 

 

 アウトレット （ブランドアウトレット） 

英国全土に現在 7つのアウトレットヴィレッジがある。以下は代表的なもの。 

Bicester Outlet Shopping Village (オックスフォードシャー):  www.bicestervillage.com  

Clarks Village (サマセット):  www.clarksvillage.co.uk  

McArthur Glen:  www.mcarthurglen.co.uk   

 

 

 ローカルマーケット 

Borough Market (フード)：  www.boroughmarket.org.uk 

Portobello Road Market (アンティーク、ファッション、フード)：  www.portobelloroad.co.uk 

Spitalfields Market (ファッション、インテリア、クラフト、フード): www.visitspitalfields.com 

Broadway Market (フード)：  www.broadwaymarket.co.uk 

Columbia Road Flower Market (生花、植物)：  

：www.londontown.com/LondonInformation/Attraction/Columbia_Road_Market/3349/ 

Greenwich Market (アンティーク、クラフト、ファッション、フード)： www.greenwichmarket.net 

Grays Antique Market (アンティーク)： www.graysantiques.com 

Alfie’s Antique Market (アンティーク):  www.alfiesantiques.com 

Camden Passage Market (アンティーク):  www.camdenpassageislington.co.uk 

 

 

 ウェディングリスト75: 

主要百貨店 (セルフリッジズ、ハロッズ、リバティ、フェニック、ハ―ヴィー・ニコルス)は全てウェディングリ 

ストサービスを行っている。その他、ウェディングリストサービスで人気のある小売店は以下。 

                                                           
75  注: 英国で最も人気のあるウェディングギフト。結婚するカップルが予め、ウェディングリストサービスをするショップの対象商品の

中から欲しいものを予算別にリストアップする。招待客には「ウェディングギフトについては X店に連絡してください」と招待状内に通

知する。ショップでは、カップル別にウェディングリストを全面的に管理し、招待客から連絡があればまだ購入されていない商品を案内

していく。結婚式の当日なり、指定日・指定場所へ全てのギフトを届ける。 

 

http://www.zarahome.com/
http://www.next.co.uk/
http://www.bicestervillage.com/
http://www.clarksvillage.co.uk/
http://www.mcarthurglen.co.uk/
http://www.boroughmarket.org.uk/
http://www.portobelloroad.co.uk/
http://www.visitspitalfields.com/
http://www.broadwaymarket.co.uk/
http://www.londontown.com/LondonInformation/Attraction/Columbia_Road_Market/3349/
http://www.greenwichmarket.net/
http://www.graysantiques.com/
http://www.alfiesantiques.com/
http://www.camdenpassageislington.co.uk/
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John Lewis： www.johnlewisgiftlist.com (英国で一番の人気を誇るウェディングリストサービス) 

Debenhams： www.debenhamsweddings.com 

House of Fraser： www.houseoffraserweddinglist.co.uk 

Bottom Drawer： www.thebottomdrawer.co.uk 

Confetti： www.confetti.co.uk 

 

以上 

http://www.johnlewisgiftlist.com/
http://www.debenhamsweddings.com/
http://www.houseoffraserweddinglist.co.uk/
http://www.thebottomdrawer.co.uk/
http://www.confetti.co.uk/

