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出店店舗一覧 

＜新店　44店舗＞

【ファッション】　13店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 新業態 埼玉初 オープン予定日

メンズ・レディス CALIFORNIA DEPT カリフォルニアデプト ● 11/21

レディス GRAN BUFULL グランビュフル 11/21

レディス green parks topic グリーンパークストピック 10/2

レディス GORGE BE ゴージビー 11/21

メンズ・レディス・キッズ CIAOPANIC TYPY チャオパニックティピー 11/21

レディス Desigual デシグアル ● 10/30

レディス Te chichi/Lugnoncure テチチ/ルノンキュール ● 9/19

レディス・キッズ ベルメゾン ベルメゾン ● ● 8/21

メンズ BLUE STANDARD ブルースタンダード ● 9/19

メンズ BALD EAGLE ボールドイーグル 11/21

キッズ RAD CHAP ラッドチャップ 9/19

レディス Room Journey ルームジャーニー 11/21

呉服 和ごころ　りんず ワゴコロリンズ 11/21

【服飾雑貨】  8店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

シルバーアクセサリー AQUA JEWELS アクア ジュエルス ● ● 11/21

インナー AMPHI FUL FRU アンフィフルフル 9/19

インポート雑貨 GINZA Happiness ギンザハピネス 11/21

服飾雑貨、小物 SUNNY NOMADO PICNIC ROOM サニーノマドピクニックルーム ● ● 9/19

靴 ZEAL MARKET ジールマーケット 11/21

鞄 JS TRUNK&Co ジェイエス　トランクアンドコー ● 11/21

靴、衣料品 SKECHERS スケッチャーズ 9/19

靴 BIRKENSTOCK ビルケンシュトック 11/21

【その他雑貨】  5店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

生活雑貨 ZARAHOME ザラホーム 11/21

生活雑貨 ３COINS スリーコインズ 11/21

化粧品 FANCL ファンケル 11/21

携帯ケース、関連雑貨 AppBank Store アップバンクストア ● 12/中旬

生活雑貨 Yogibo ヨギボー ● 12/中旬

【食物販】　6店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

洋菓子 銀座コージーコーナー ギンザコージーコーナー 11/21

洋菓子、チョコレート GODIVA ゴディバ 11/21

たこ焼き 築地　銀だこ ツキジ　ギンダコ 11/21

ソフトクリーム マザー牧場 マザーボクジョウ 11/21

茶葉 ルピシア ルピシア 11/21

産直 わくわく広場 ワクワクヒロバ 2016年春

【フードコート】　4店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

餃子・中華 石松餃子 イシマツギョウザ ● 11/21

ラーメン つけめんTETSU ツケメンテツ 11/21

親子丼 鶏三和 トリサンワ 11/21

ラーメン 麺処 景虎　produced by ほん田 メンドコロカゲトラ　プロデュースバイホンダ ● 11/21

【飲食】　5店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

定食 家カフェ　おたま イエカフェ　オタマ ● 11/下旬

パスタ＆フレンチトースト グーパスタ グーパスタ ● 10/27

カフェ コメダ珈琲 コメダコーヒー 2016年春

タピオカ タピオカスイーツtutu タピオカスイーツチュチュ 11/21

スイーツ・洋ビュッフェ PLATINUM BUFFET プラチナ　ビュッフェ ● 12/中旬

【サービス】　3店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

子供写真館 こども写真城　スタジオアリス コドモシャシンジョウ　スタジオアリス 11/21

旅行 日本旅行 ニホンリョコウ 10/下旬

ネイル ネイルズユニーク ネイルズユニーク 7/6

※上記リストは2015年8月5日時点の情報です。
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＜改装　22店舗＞

【ファッション】　5店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

レディス・キッズ axes femme アクシーズファム 11/21

レディス INGNI イング 9/17

レディス CUBE SUGAR キューブシュガー 11/21

メンズ・レディス・キッズ コロンビアスポーツウェア コロンビアスポーツウェア 9/19

メンズ・レディス パーフェクトスーツファクトリー パーフェクトスーツファクトリー 11/21

【服飾雑貨】　10店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

バッグ・雑貨 アウトドアプロダクツ アウトドアプロダクツ 9/19

靴 エスペランサ+Kids エスペランサプラスキッズ 9/19

インナー aimerfee l エメフィール 10/17

眼鏡 OPTIQUE PARIS MIKI オプティックパリミキ 11/21

靴 crocs by fam クロックス バイ　ファム 9/18

シルバー・レザー・アクセサリー SAAD サード 10/10

宝飾・ｱｸｾｻﾘｰ ジュエリーツツミ ジュエリーツツミ 11/21

時計・眼鏡 Zoff ゾフ 9/18

インナー Triumph トリンプ 11/21

シューズ REGAL SHOES リーガルシューズ 11/21

【その他雑貨】　2店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

自転車 サイクルスタジオシルバーリング サイクルスタジオシルバーリング 7/16

駄菓子 ふうりん堂 フウリンドウ 9/19

【飲食】　2店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

カフェ サンマルクカフェ サンマルクカフェ 9/18

カフェ 丸福珈琲店 マルフクコーヒーテン 9/19

【フードコート】　1店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

うどん 丸亀製麺 マルガメセイメン 10/下旬

【サービス】　2店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

アミューズメント トーマスタウン/キッズプラザ きゃらんど トーマスタウン/キッズプラザキャランド 11/21

保険 保険相談サロンF.L.P ホケンソウダンサロンエフエルピー 11/12

※上記リストは2015年8月5日時点の情報です。


