
＜添付資料3＞　ララガーデン川口　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 ヨークマートフードセントラル 株式会社ヨークマート 食料品スーパー ○

スポーツクラブ

店舗名 会社名 営業種目 新業態
埼玉県
初出店

2 コナミスポーツクラブ 株式会社コナミスポーツ＆ライフ スポーツクラブ

百貨店

店舗名 会社名 営業種目 新業態
埼玉県
初出店

3 三越川口 株式会社三越 食品・雑貨・衣類品

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

4 アカチャンホンポ 株式会社赤ちゃん本舗 ベビー・キッズ

5 アクシーズ ファム 株式会社アイジーエー レディス

6 アパートメントマーケット 株式会社銀座伊勢由 レディス・キッズ

7 アプレ　レ　クール 株式会社Ｆ・Ｏ・インターナショナル キッズ

8 アラベスクバザール 株式会社ラザフォードインターナショナル 雑貨

9 イーストボーイファミリー 株式会社イーストボーイ ファミリー

10 Ikka 株式会社コックス ファミリー

11 インザグルーヴ 株式会社インザグルーヴ レディス

12 ABC-MART 株式会社エービーシー・マート シューズ

13 s.t.closet&CRT 株式会社リオ横山 レディス・キッズ・関連雑貨 ○

14 ORIHICA 株式会社オリヒカ メンズ・レディス・服飾雑貨

15 グリーンパークス　フーワ 株式会社クロスカンパニー レディス

16 クレドソル 株式会社リオチェーン レディス

17 クロスオーバー 株式会社ハニーズ レディス

18 コポ 株式会社東京コポ 靴下

19 シューラルー 株式会社ワールド レディス・キッズ・服飾雑貨

20 ジュエリーツツミ 株式会社ツツミ ジュエリー

21 ジンズグローバルスタンダード 株式会社ジェイアイエヌ メガネ

22 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

23 Take5 株式会社タケヤ シューズ ○

24 デイジィ アイ 株式会社メリーアン レディス

25 ディスコート 株式会社パル レディス

26 時計専門店 クロッカル＋ 株式会社ウオッチ・ビジネス・カンパニー 時計 ○ ○

27 Beach Sound 株式会社アートヴィレッヂ ファミリー

28 frou-frou 株式会社ショーエー レディス

29 マザウェイズ マザウェイズジャパン株式会社 キッズ

30 ユニクロ 株式会社ユニクロ ファミリー

31 Ｒｉｇｈｔ－ｏｎ 株式会社ライトオン ファミリー

32 ラヴジャンキー エルエイトレーディング株式会社 レディス

33 LOVE'Ｓ WEGO 株式会社ウィゴー レディス・メンズ

34 Re-J 株式会社パレモ レディス

35 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

36 ロリアン ミル 株式会社ロリアンミル レディスインナー



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

37 ヴァイスヴァーサ 株式会社アントレックス 雑貨

38 ヴィレッジヴァンガード 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 雑貨・本

39 オリンピア 株式会社オリンピア キャラクター雑貨

40 くまざわ書店 株式会社カルチェ・イケダ 書店

41 ザ・ダイソー 株式会社大創産業 生活雑貨

42 サイクルスポット 株式会社サイクルスポット 自転車 ○

43 さくら平安堂 株式会社宣美 和雑貨

44 サンドラッグ 株式会社サンドラッグ ドラッグストア

45 シャングリラ 秋田県産株式会社 アジアン雑貨 ○ ○

46 dukan ムシュタック貿易株式会社 エスニック雑貨

47 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 服飾雑貨

48 ホームファッションニトリ 株式会社ニトリ インテリア・家庭用品

49 ボザールプリュス 株式会社ブルーグラス 服飾・インテリア雑貨

50 MAMAIKUKO 株式会社システム１４ 生活雑貨

51 三日月百子 株式会社三日月百子 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

52 あんにょん トータルプロシステム株式会社 石焼ビビンバ

53 石焼ごはん倶楽部 株式会社サンマルクチャイナ 石焼ごはん ○

54 イタリアン・トマト カフェジュニア 株式会社イタリアントマト イタリアンカフェ

55 沖縄良品ショップ ゆんた 株式会社福助 沖縄県産品 ○

56 おむすび専科 株式会社グゥー おにぎり

57 カフェ・ド・クリエ　プラス 株式会社ポッカクリエイト カフェ ○

58 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

59 CrazyCrepes / 京たこ 株式会社アンデス・クリエイト クレープ　/　たこ焼き

60 極旨醤油らーめん　一刻魁堂 株式会社ＪＢイレブン ラーメン ○

61 ごはん処 大戸屋 株式会社大戸屋 和定食

62 旬鮮食堂　きろろ庵　とんでん 株式会社とんでん 和食レストラン

63 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

64 太子堂 株式会社太子堂 お菓子

65 だかし夢や 株式会社夢や 駄菓子

66 鉄板仕立て　オムライス 株式会社サンフーズ オムライス ○ ○

67 東山DANGO 株式会社アウトバック 団子・和菓子 ○

68 どんぶりキッチン 株式会社グルメ杵屋 丼

69 ナチュラルビュッフェ　ワラベダイニング 株式会社アールシー・ジャパン ビュッフェ ○

70 はま寿司 株式会社はま寿司 回転寿司

71 ブルーシールアイスクリーム 有限会社照照 アイスクリーム

72 ポポラマーマ 株式会社ポポラマーマ 生パスタ

73 マクドナルド 日本マクドナルドホールディングス株式会社 ファーストフード

74 丸亀製麺 株式会社トリドール うどん

75 ミスタードーナツ 大和フーヅ株式会社 ドーナツ

76 若鯱家 株式会社若鯱家 うどん・そば・丼ぶり

77 万豚記 際コーポレーション株式会社 中華



サービス

店舗名 会社名 営業種目 新業態
埼玉県
初出店

78 カメラのきむら 株式会社カメラのきむら DPE・写真プリント

79 QBハウス キュービーネット株式会社 ヘアカット

80 クイックリフォーム・F 株式会社フォルムアイ 洋服・バッグのお直し ○

81 クラブ遊キッズ ビーエルデーオリエンタル株式会社 キッズアミューズメント

82 サングリーン 株式会社第二スカット クリーニング

83 JTBトラベランド 株式会社ＪＴＢトラベランド 旅行

84 スタジオアリスBaby！ 株式会社スタジオアリス 写真スタジオ ○

85 Soft Bank 株式会社ボーダレス 携帯電話

86 第一生命生涯設計パーク 第一生命保険相互会社 保険 ○

87 宝くじチャンスセンター 株式会社クロノス 宝くじ

88 テクモピア アバンティ テクモウェーブ株式会社 アミューズメント ○

89 ヘルフェン 株式会社ヘルフェン リラクゼーション

90 三井住友銀行ATM 株式会社三井住友銀行 ATM

91 UNIX 株式会社ユニックス 美容室

92 ララガーデン川口クリニック 三井リース事業株式会社 内科クリニック ○

93 ララガーデン川口歯科クリニック 有限会社トゥルース 歯科クリニック ○

94 ララガーデン川口整骨院 有限会社フジモ 整骨院

95 リアット！ リフォームスタジオ株式会社 靴修理・合鍵・靴クリーニング

96 リサイクルキング 株式会社カワシマ・ゴールド 貴金属リサイクル


