lululemon

ベン・ブリッジ・タイムワークス
벤 브리지 타임웍스

エルメス 에르메스 爱马仕

Hermès

ブルーミングデールズ 블루밍 데일스 布鲁明戴尔百货店

BLOOMINGDALE’S
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Tesla Motors

モートンズ・ステーキハウスへはエレベーターをご利用ください。
몰턴스 더 스테이크 하우스를 방문하시는 고객분들께서는 엘리베이터를 이용하시기 바랍니다.
莫尔顿牛排坊（Morton’s The Steakhouse）专用电梯。

Please use elevator for Morton’s The Steakhouse
バレンシアガ 발렌시아가 巴黎世家

Balenciaga

セリーヌ 셀린느 思琳

CÉLINE

ヴァレンティノ 발렌티노 华伦天奴

Valentino

M.A.C

モンクレール 몽클레어 盟可睐

モートンズ・ステーキハウス 몰턴스 더 스테이크하우스
莫尔顿牛排坊

Morton’s The Steakhouse

V

Chanel Shoe
Boutique

シャネル シューズ・ブティック
샤넬 슈즈 부티크

Gucci
グッチ
구찌
古驰

Cartier

カルティエ
까르띠에
卡地亚

Diane von
Furstenberg

ダイアン・フォン・
ファステンバーグ
다이앤 본 퍼스텐버그
黛安·冯芙丝汀宝
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レスポートサック 레스포색 力士保

LeSportsac

レイン・スプーナー 레인 스푸너

Reyn Spooner

キプリング 키플링 凯浦林

Kipling

アップル 애플 苹果体验店

Apple

レッド･ヴァレンティノ 레드 발렌티노

REDValentino

アルマーニ・エクスチェンジ
아르마니 익스체인지 阿玛尼 A|X

Armani Exchange

DIAMOND HEAD WING
ヴェルサーチ 베르사체 范思哲

Versace

3RD i

ダイヤモンドヘッド ウィング 다이아몬드 헤드 윙
Diamond Head Wing（钻石头山翼）
サード・アイ

MICHAEL KORS

マウイ・ダイバーズ・ジュエリー
마우이 다이버스 쥬얼리

Maui Divers Jewelry

シュガーフィナ 슈가피나

Sugarfina

サンド･ピープル 샌드 피플

Sand People

オンコアー 앙콜

ONCÖUR

マーティン&マッカーサー
마틴 &맥아더

Martin & MacArthur

サマンサタバサ 사만사 타바사

Samantha Thavasa

バス & ボディ・ワークス
베스 & 바디웍스
Microsoft マイクロソフト
마이크로소프트 微软

Bath & Body Works

ポルシェデザイン 포르쉐 디자인
保时捷设计

Porsche Design

コール・ハーン 콜 한

Cole Haan

マイケル・コース 마이클 코어스

フェンディ 펜디 芬迪

Fendi

サルヴァトーレ・フェラガモ
살바토레 페라가모 菲拉格慕

United
Airlines

ユナイテッド航空
유나이티드 항공
美国联合航空公司

マニ・ペディ・スパ
메니 패디 스파

パティスリー・ラ・
パルム・ドール
파티세리 라 팜므 도르

Patisserie
La Palme D’Or

ネイルズ・ラムール
네일스 라무르

Nails L’Mour

Mani Pedi Spa
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トーリ・リチャード 토리 리차드

Tori Richard

オメガ 오메가
欧米茄

トゥルーフォー
트루퐉스

ルイ・ヴィトン
루이비통
路易威登

OMEGA

Truffaux

ブルガリ 불가리 宝格丽

Louis Vuitton

Saint Laurent Paris
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ボッテガ・ヴェネタ
보테가 베네타
宝缇嘉

Salvatore Ferragamo

GUESS

サンローラン・パリ 생 로랑 파리 圣罗兰

에바 (서쪽) 윙 Ewa Wing（西翼）
Starbucks
トラベレックス・フォーリン・
エクスチェンジ
트래블렉스 환전소
Travelex 外币兑换处

ゲス 게스

Bulgari

シャネル
샤넬
香奈儿

Bottega
Veneta
ベン・ブリッジ・ジュエラー
벤 브리지 쥬얼러

Pandora Jewelry

バリー 발리 巴丽

Chanel
スターバックス
스타벅스 星巴克

ロレックス・プレゼンテッド・
バイ・ベンブリッジ
벤 브리지가 선사하는 롤렉스

トミー・バハマ 토미 바하마 汤美巴哈马

Blue Hawaii Lifestyle

マウ
Ma カ ウ
uka ィン
Win グ
g（山 마우
翼） 카 윙

パンドラ・ジュエリー 판도라 쥬얼리 潘多拉首饰

Bally

ティファニー
티파니・蒂芙尼
プラダ Prada
프라다 普拉达

Ben Bridge Jeweler

Harry Winston

Burberry

ダニエル ウェリントン
다니엘 웰링턴
丹尼尔·惠灵顿

Montblanc

Daniel Wellington

バーバリー 버버리 博柏利

bareMinerals

モンブラン 몽블랑 万宝龙

Tiffany & Co.

ハリー・ウィンストン
해리 윈스톤 海瑞温斯顿

Travelex
Foreign
Exchange

TEAVANA

ING

ティーヴァナ 티바나 TEAVANA茶吧

ロベルトカヴァリ 로버토 카발리

ザ・リファイナリー・ホノルル
더 리파이너리 호놀룰루

AW

Origins

Rolex presented by
Ben Bridge Jeweler

ベアミネラル 베어 미네랄스
bareMinerals天然矿物粉

MA
UK

ブルー・ハワイ・ライフスタイル
블루 하와이 라이프스타일 藍島生活

Roberto Cavalli

元気寿司
겐키 스시
元气寿司

Genki Sushi

六角浜かつ
로카쿠 하마카츠

Rokkaku
Hamakatsu

伊予製麵
이요 우동
伊予制面

Iyo Udon

Café Lani
Hawaii

カフェ･ラニ･ハワイ
카페 라니 하와이

The Refinery Honolulu

Longines

ブルックストーン 브룩스톤

Brookstone

ジミー・チュウ 지미 추

Jimmy Choo

ドルチェ＆ガッバーナ
돌체 & 가바나 D&G

Dolce&Gabbana

ダミアーニ 다미아니

Damiani

セフォラ 세포라 丝芙兰

Sephora

CH Carolina

Herrera CHキャロリーナ・
ヘレラ CH 캐롤리나 헤레라

トッズ 토즈 托德斯

Tod’s

ブルネロ クチネリ
브루넬로 쿠치넬리

Brunello Cucinelli

ヴィクトリアズ・シークレット
빅토리아스 시크릿
维多利亚的秘密

Victoria’s Secret

TUMI

キールズ 키엘 契尔氏
トゥミ 투미

Kiehl’s

ロクシタン
록시땅 欧舒丹

L'Occitane
en Provence

ナ・ホク 나 호쿠

Na Hoku

シンシアローリー 신시아 로리

Cynthia Rowley

ロングス・ドラッグス
롱스 드러그즈

Longs Drugs

テッドベーカー･ロンドン
테드 베이커 런던 Ted Baker伦敦

Ted Baker London

オリジンズ 오리진스 悦木之源

ロンジン 론진 浪琴

ニューヨーク 케이트 스페이드 뉴욕
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Moncler

ミュウミュウ 미우 미우

Miu Miu

テスラ モーターズ 테슬라 모터스
特斯拉汽车

EWA WING エヴァ ウィング

ディズニー・ストア
디즈니 스토어
迪士尼商店

ヒューゴ･ボス
BOSS 휴고 보스 雨果博斯

Disney Store

BOSS Hugo Boss

Oakley

イソップ 에이솝 伊索

オークリー 오클리 奥克利

アイランド・ヴィンテージ・
シェイブ・アイス
아일랜드 빈티지 셰이브 아이스

Aēsop

トリースポーツ 토리 스포츠

プラネット･ブルー
플래닛 블루 蓝色星球
Island
Vintage
Shave Ice

ビービー 비비

デヴィッド･ヤーマン
데이비드율만 大卫·雅曼

Tory Sport

David Yurman

エージェント・プロヴォケイター
아장 프로보카퇴르

bebe

Planet Blue
Agent Provocateur

라 펄라 La Perla内衣店

Folli Follie

バナナ・リパブリック
바나나 리퍼블릭

エスカーダ 에스카다
ナイトロジーニー
니트로지니

Banana
Republic

Escada
Nitrogenie

セント・ジョン 센 존

フォリフォリ 폴리 폴리

La Perla ラ・ペルラ

Jamba Juice

kate spade
new york ケイト･スペード･

ニンジャ寿司 ジャンバ・ジュース 잠바 쥬스
닌자 스시
忍者寿司

St. John

トリー・バーチ
토리 버치 托里·伯奇

Tory Burch

リモワ 리모와

Rimowa

Ninja Sushi

Ben Bridge
Timeworks

コーチ
코치 蔻驰

Coach

ルルレモン 룰루레몬

노드스트롬

ザラ 자라

アートオブシェイビング
더 아트 오브 쉐이빙

ノードストローム

ディーゼル 디젤

ZARA

The Art of
Shaving

NORDSTROM

Diesel

ジェラート・バー 젤라토 바

Nordstrom百货店

Gelato Bar

An exciting new
retailer coming soon.
全新品牌店即将入驻

새로운 매장 입점 예정

新ショップ入店予定

Tommy Bahama
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クレイジー・シャツ
크레이지 셔츠

Crazy Shirts

ル・ロータス・ブルー
르 로터스 블루 蓝莲花服装店

Le Lotus Bleu

カハラ 카할라

Kahala Sportswear

J.Crew オン・ザ・アイランド J. Crew온 디 아일랜드

J.Crew-on-the-island

To Pi`ikoi St.
& Waimanu St.

MACY’S
梅西百货店

メイシーズ
메이시스

NEIMAN MARCUS
ニーマン・マーカス 니만 마커스 尼曼百货店

As of 12/20/16

