
ララガーデン春日部　出店テナントリスト

食品スーパー

店舗名 会社名 営業種目 新業態
埼玉県
初出店

1 リブレ京成 フードプラザ 株式会社京成ストア 食品スーパー

ファッション・服飾雑貨

店舗名 会社名 営業種目 新業態
埼玉県
初出店

2 スマイル　ランドリー 株式会社コラボレーション Tシャツ ○ ○

3 レプシィムローリーズファーム 株式会社ポイント レディス

4 チャオパニックティピー 株式会社パル レディス、メンズ、キッズ ○

5 ラコステ 株式会社ファブリカ メンズ＆レディス

6 エレッセ 株式会社ウエザーステーション メンズ＆レディス

7 メイクレット 株式会社アイドル レディス

8 エルプラネット イトキン株式会社 レディス

9 デイジーアイ 株式会社メリーアン レディス

10 フィールドドリーム 株式会社オンワード樫山 メンズ＆レディス

11 三越春日部 株式会社三越 衣類品、服飾・生活雑貨、食品

12 ライトオン 株式会社ライトオン ファミリー

13 シューラルー 株式会社ワールド レディス

14 グリッター 株式会社　馬里奈 靴 ○

15 ヴェールダンスデュオ 株式会社サンエー・インターナショナル レディス

16 イリア 株式会社ベリテ ジュエリー ○ ○

17 Remix 株式会社てまりや レディス

18 ユニクロ 株式会社ユニクロ ファミリー

19 アカチャンホンポ 株式会社赤ちゃん本舗 ベビー・キッズ

20 AIGAN 愛眼株式会社 メガネ

21 レッドノワールバイヒデオワカマツ 株式会社協和バッグ バッグ ○ ○

22 Museum24 株式会社ザ・クロックハウス 時計 ○

23 two of us 株式会社ザ・キッス アクセサリー ○

24 P.S.FA はるやま商事株式会社 スーツ

25 THE SHOP TK TAKEOKIKUCHI 株式会社ワールド メンズ＆レディス

26 SAAD 有限会社サード シルバーアクセサリー ○

27 グローバルワーク 株式会社ポイント メンズ、レディス、キッズ

28 ABC-MART 株式会社エービーシー・マート 靴

29 ビーチサウンド 株式会社アートヴィレッヂ メンズ＆レディス

30 ナチュラルヴィンテージ 株式会社アートヴィレッヂ レディス

31 アクシーズファム 株式会社アイジーエー レディス

32 マイティソクサー タビオ株式会社 靴下

33 プライムパターン 丸岡商事株式会社 レディス ○

34 ストーンマーケット 株式会社ストーンマーケット アクセサリー ○

35 ディスコート 株式会社パル レディス ○

36 アモスタイル トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 インナー

37 BREEZE 株式会社F・O・インターナショナル キッズ

38 SPＩGA 株式会社ナオインターナショナル レディス

39 クレアーズ クレアーズ日本株式会社 アクセサリー

40 CHILLE anap 株式会社アナップヤタカインコーポレーティッド レディス ○

41 シャズボット 株式会社さが美 帽子

42 スタイルラブ 株式会社カーム レディス ○

43 ザ・パフューマーズ 株式会社ユナイテッド・フレグランス・オブ・インターナショナル フレグランス ○

44 エメフィール 株式会社ソックコウベ インナー

45 Janiss 株式会社パッション レディス ○

46 Misty Grace 株式会社イング レディス ○ ○



ララガーデン春日部　出店テナントリスト

ドラッグ・書籍・生活雑貨

店舗名 会社名 営業種目 新業態
埼玉県
初出店

47 マツモトキヨシ 株式会社マツモトキヨシ ドラッグストア

48 LUSH 株式会社ラッシュジャパン コスメ、雑貨

49 セサミ 株式会社テイジンアソシアリテイル 雑貨 ○

50 ジョージズ 株式会社ジョージズファニチュア 生活雑貨 ○

51 212 KITCHEN STORE 株式会社アスプルンド 生活雑貨

52 ブルーブルーエゼネラルストア ブルーブルーエジャパン株式会社 雑貨

53 CouCou 株式会社イミクリエーションズ 雑貨

54 ママイクコ 株式会社システム14 生活雑貨

55 無印良品 株式会社良品計画 生活雑貨

56 リブロ 株式会社リブロ 書籍

57 +SMILE 株式会社グリッドワークス 雑貨 ○ ○

食品・飲食店

店舗名 会社名 営業種目 新業態
埼玉県
初出店

58 三国屋善五郎 株式会社三国屋 茶

59 hop　createur 株式会社ホー・デーコー シュークリーム・スイーツ

60 カルディコーヒーファーム 株式会社キャメル珈琲 輸入食品

61 Crazy crepes 株式会社クラフトフーズ クレープ

62 京たこ 株式会社クラフトフーズ たこ焼き

63 パステル チタカインターナショナルフーズ株式会社 パスタ＆デザート

64 スターバックスコーヒー スターバックスコーヒージャパン株式会社 カフェ

65 マクドナルド 日本マクドナルド株式会社 FF

66 itasuke 株式会社イーケーシー イタリアン

67 PACIFIC KITCHEN FOOD FACTORY 株式会社プレミアムスタッフサービス フードコート ○ ○

68 万豚記 際コーポレーション株式会社 中華

69 鮨也 玄 株式会社関門海 寿司 ○ ○

70 ポムズファーム 株式会社ブリス 洋食

71 富金豚 際コーポレーション株式会社 とんかつ ○

72 京うどん　おばんざい　麦楽 株式会社湘南アールサービス うどん・おばんざい ○

73 しゃぶしゃぶ牛太 株式会社焼肉の牛太 すき焼・しゃぶしゃぶ ○

74 福龍 株式会社キャニー ラーメン ○

75 自然派　バイキング　わらべ 株式会社アールシー・ジャパン ブッフェ

サービス

店舗名 会社名 営業種目 新業態
埼玉県
初出店

76 三菱東京UFJ銀行ATM 株式会社三菱東京UFJ銀行 ＡＴＭ

77 みずほ銀行ATM 株式会社みずほ銀行 ＡＴＭ

78 チャンスセンター 株式会社クロノス 宝くじ

79 ファッションリフォーム サンアノン 株式会社サンエス 洋服のお直し

80 Soft Bank 株式会社ボーダレス 携帯電話ショップ

81 Nail&Quick 株式会社ノンストレス ネイル

82 ユナイテッド・シネマ ユナイテッドシネマ株式会社 シネコン

83 ｹﾞｰｾﾝ ｸﾚﾖﾝしんちゃん 嵐を呼ぶﾌﾞﾘﾌﾞﾘｼﾈﾏｽﾀｼﾞｵ 株式会社プレジャーキャスト キャラクターアミューズメント ○ ○

84 TBC TBCグループ株式会社 エステティック

85 JTBトラベランド 株式会社ＪＴＢトラベランド 旅行

86 てもみん 株式会社ヘルフェン リフレクソロジー

87 PIU 5R HEALTH 株式会社リンクアップビューティー コンビニフィットネス

88 ゼル 株式会社おしゃれ企画 美容室


