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※上記リストは 2014 年 12 月 3 日時点の情報です。 

＜添付資料 1＞ 出店店舗一覧 

 ファッション 108 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店
関東

初出店
埼玉県
初出店

新業態
商業施設
初出店

レディス a.v.v アー・ヴェ・ヴェ

レディス アースミュージック＆エコロジー　リビングストア アースミュージック アンド エコロジー　リビングストア ● ●

レディス アクシーズファム アクシーズファム

レディス Avan Lily アバンリリー

レディス アルファベッツアルファベット アルファベッツアルファベット

レディス イギン イギン ●

レディス イング イング

レディス インザグルーヴ インザグルーヴ

レディス any ＳｉＳ エニィスィス

レディス OLIVE des OLIVE オリーブ デ オリーブ

レディス chersage シェルサージュ ● ●

レディス ストラディバリウス ストラディバリウス ●

レディス CECIL McBEE セシルマクビー

レディス NATURAL BEAUTY BASIC ナチュラルビューティーベーシック

レディス ビースリー ビースリー

レディス PINK-latte ピンクラテ

レディス ファッションビレッヂ ファッションビレッヂ

レディス BLAN CHIC ブランシック ●

レディス Free's Mart フリーズマート

レディス フレームスレイカズン フレームスレイカズン

レディス BAYFLOW ベイフロー ●

レディス Heather ヘザー

レディス mysty woman ミスティウーマン

レディス LASUD  ラシュッド

レディス LIVI it リヴィ イット

レディス Roomy's ルーミィーズ

レディス LUCA ルカ

レディス レピピアルマリオ レピピアルマリオ

レディス ロぺピクニック ロぺピクニック

レディス、服飾雑貨 アルモニー パー コンジェペイエ アルモニー パー コンジェペイエ ●

レディス、服飾雑貨 LADIVA　by　EDWIN ラディーバ バイ エドウイン ● ●

レディス、生活雑貨 Samansa Mos2 home's サマンサ モスモス ホームズ ●
レディス・服飾雑貨・生活雑貨 CorteLargo コルテラルゴ

メンズ・レディス (仮称)AVIREX （仮称）アヴィレックス ●

メンズ・レディス (仮称)MYSELF ABAHOUSE/everyday by collex （仮称）マイセルフ アバハウス/エブリデイ バイ コレックス

メンズ・レディス アーノルドパーマータイムレス アーノルドパーマータイムレス

メンズ・レディス アーバンリサーチ サニーレーベル アーバンリサーチ サニーレーベル ●

メンズ・レディス アーバンリサーチ ドアーズ アーバンリサーチ ドアーズ

メンズ・レディス Athletic Dept. アスレチック デプト ● ●

メンズ・レディス アドニスグリーン アドニスグリーン ●

メンズ・レディス アメリカンイーグル アメリカンイーグル ●

メンズ・レディス WEGO ウィゴー

メンズ・レディス MKミッシェルクランダブルラウンジ エムケーミッシェルクランダブルラウンジ ●

メンズ・レディス オークリーストア オークリーストア

メンズ・レディス GRAND PARK グランドパーク

メンズ・レディス KOE コエ

メンズ・レディス coen コーエン

メンズ・レディス ZARA ザラ

メンズ・レディス SHARE PARK シェアパーク ●

メンズ・レディス J.PRESS YORK STREET ジェイプレス ヨークストリート ● ● ●

メンズ・レディス ジャーナルスタンダードレリューム ジャーナルスタンダード レリューム

メンズ・レディス SEVENDAYS=SUNDAY セブンデイズ サンデイ

メンズ・レディス センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ ●

メンズ・レディス チャオパニックティピー チャオパニックティピー

メンズ・レディス ディーゼル ディーゼル

メンズ・レディス ディスコートパリシアン ディスコートパリシアン ●

メンズ・レディス トランスコンチネンツ トランスコンチネンツ

メンズ・レディス niko and… ニコアンド

メンズ・レディス バックナンバー バックナンバー

メンズ・レディス バナナリパブリック バナナリパブリック ●

メンズ・レディス ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ ビューティアンドユース ユナイテッドアローズ

メンズ・レディス FREAK'S STORE フリークスストア ●

メンズ・レディス Bershka ベルシュカ

メンズ・レディス ホリスター ホリスター

メンズ・レディス MORGAN DE TOI! モルガンドゥトワ ●
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※上記リストは 2014 年 12 月 3 日時点の情報です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ママ・子育て 10 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店
関東

初出店
埼玉県
初出店

新業態
商業施設
初出店

マタニティ・ベビー・キッズ アカチャンホンポ アカチャンホンポ

ベビー・キッズ コンビミニ コンビミニ

ベビー・キッズ ジェニイ ジェニイ

ベビー・キッズ petit main プティマイン

ベビー・キッズ BREEZE ブリーズ

ベビー・キッズ マーキーズ マーキーズ

ベビー・キッズ マザウェイズ マザウェイズ

保育園 （仮称）ナーサリ☆富士見すくすく （仮称）ナーサリ フジミスクスク ●

幼児教室 セイハ英語学院・パパイヤ式セイハダンスアカデミー セイハエイゴガクイン・パパイヤシキセイハダンスアカデミー ●

こども英語教室・ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ ドラキッズ/イーコラボ ドラキッズ/イーコラボ

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店
関東

初出店
埼玉県
初出店

新業態
商業施設
初出店

メンズ・レディス ユナイテッドアローズ　グリーンレーベル リラクシング ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

メンズ・レディス ラコステ ラコステ

メンズ・レディス Le JUN ル ジュン ●

レディス ローリーズファーム ローリーズファーム

メンズ・レディス・キッズ　 AZUL by moussy　 アズール バイ マウジー

メンズ・レディス・キッズ オールドネイビー オールドネイビー

メンズ・レディス・キッズ GAP/GAPKIDS ギャップ/ギャップキッズ

メンズ・レディス・キッズ グローバルワーク グローバルワーク

メンズ・レディス・キッズ　 THE SHOP TK ザ ショップ ティーケー

メンズ・レディス・キッズ ユニクロ ユニクロ

メンズ・レディス・キッズ RODEO CROWNS WIDE BOWL　　 ロデオクラウンズ ワイドボウル

ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ、服飾雑貨 アディダス　オリジナルスショップ アディダス　オリジナルスショップ

メンズ・ﾚﾃﾞｨｽ・雑貨 COLONY2139 コロニー トゥーワンスリーナイン ●

メンズ NAVAL ナバル ●

メンズ HIDEAWAYS　ｇ+ ハイダウェイ ジープラス ●

メンズ ユニオンステーション ユニオンステーション

メンズ RAGEBLUE レイジブルー

シャツ BRICK HOUSE by Tokyo Shirts ブリックハウス バイ トウキョウシャツ

インナー AMO'S STYLE by Triumph アモスタイル バイ トリンプ

インナー AMPHI FULFRU アンフィ フルフル ●

インナー ウンナナクール ウーマン ウンナナクール ウーマン ● ●

インナー チュチュアンナ チュチュアンナ

靴 アルテミス by ダイアナ アルテミス バイ ダイアナ

靴 ABCマート エービーシーマート

靴 エスペランサ+Kids エスペランサ プラス キッズ

靴 crocs by fam クロックス　バイ　ファム ●

靴 ゲンキ・キッズプラス ゲンキ・キッズプラス

靴 JERRY BEANS ジェリービーンズ

靴 TOP to TOP トップトゥトップ

靴 ビルケンシュトック ビルケンシュトック

靴 maRe maRe DAILY MARKET マーレマーレデイリーマーケット

靴 REGAL SHOES a.k.a リーガルシューズ エーケーエー ●

靴下 靴下屋 クツシタヤ

鞄 アート・バーグ アート・バーグ

鞄 コレクターズ コレクターズ

鞄 サックスバー サックスバー

鞄 サマンサ＆シュエット サマンサ アンド シュエット

鞄 LeSportsac レスポートサック

百貨店 エムアイプラザ エムアイプラザ

百貨店 京王百貨店 ケイオウヒャッカテン

百貨店 Season closet maruhiro シーズン　クローゼット　マルヒロ ● ●

衣服・雑貨/生活雑貨/食品 無印良品 ムジルシリョウヒン

着物 さが美 サガミ
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※上記リストは 2014 年 12 月 3 日時点の情報です。 

 雑貨・サービス・アミューズ 他 123 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店
関東

初出店
埼玉県
初出店

新業態
商業施設
初出店

雑貨 3COINS スリーコインズ 

雑貨 salut！ サリュ

雑貨 パリスジュリエット パリスジュリエット ●

雑貨 Flying Tiger Copenhagen フライング タイガー コペンハーゲン ●

生活雑貨 Afternoon Tea HOME & LIVING アフタヌーンティー・ホーム＆リビング ●

生活雑貨 ティファールストア ティファールストア ● ● ●

生活雑貨 212KITCHEN STORE トゥーワントゥー キッチンストア

生活雑貨 ル・クルーゼ ル・クルーゼ

生活雑貨 one'sterrace ワンズテラス

生活雑貨 東急ハンズ トウキュウハンズ

服飾雑貨 フララニハワイ フララニハワイ

服飾雑貨 pink lemontree ピンクレモンツリー ●

輸入生活雑貨 PLAZA プラザ

ライフスタイル雑貨 チチカカ チチカカ

和雑貨 置地廣場 オキチヒロバ
ガーデニング・生活雑貨・衣料 インナチュラル インナチュラル

バラエティ雑貨 パーティリコ パーティリコ ●

キャラクター雑貨 KIDDY　LAND キデイランド

キャラクター雑貨 サンリオギフトゲート サンリオギフトゲート

キャラクター雑貨 どんぐり共和国 ドングリキョウワコク

スーツ ORIHICA オリヒカ

アクセサリー A・J・D ACCESSORIES アジェデアクセサリーズ

アクセサリー クレアーズ クレアーズ

アクセサリー THE KISS ザキッス

アクセサリー サン宝石　ファンシーポケット サンホウセキ ファンシーポケット

アクセサリー fierte フィエルテ ● ●

アクセサリー BLESS ブレス

アクセサリー＆ビーズ パーツクラブ パーツクラブ

ジュエリー アイデクト アイデクト

ジュエリー canal4℃ カナルヨンドシー

ジュエリー ジュエリーツツミ ジュエリーツツミ

メガネ JINS ジンズ

メガネ ゾフ ゾフ

メガネ オンデーズナイン オンデーズナイン

メガネ POKER FACE ポーカーフェイス

時計 TICTAC チックタック

帽子 Hat Homes ハット ホームズ ●
天然石、ｱｸｾｻﾘｰ、ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ等 ストーンマーケット ストーンマーケット

アウトドア THE NORTH FACE+ ザ・ノース・フェイス・プラス

アウトドア Timberland ティンバーランド

アウトドア Helly Hansen ヘリーハンセン ● ●

アウトドア ロゴスショップ ロゴスショップ

スポーツ スーパースポーツゼビオ/ヴィクトリアゴルフ スーパースポーツゼビオ/ヴィクトリアゴルフ

スポーツ プーマストア プーマストア ●

スポーツ＆アウトドア コロンビアスポーツウェア コロンビアスポーツウェア

スポーツ＆アウトドア モンベル モンベル

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

インテリア ACTUS アクタス ●

インテリア KEYUCA ケユカ

インテリア ZARAHOME ザラホーム ●

インテリア フランフラン フランフラン

インテリア LIVING HOUSE． リビングハウス ●

100円均一 ザ・ダイソー ザ・ダイソー

コスメ ヒースコート＆アイボリー ヒースコート アンド アイボリー ● ● ●

コスメ LALINE ラリン

化粧品・健康食品 DHC直営店 ディーエイチシーチョクエイテン

自然派化粧品 メルヴィータ メルヴィータ ●

自然派化粧品 ＬＵＳＨ ラッシュ

自然派化粧品 ロクシタン ロクシタン

自然派化粧品・生活雑貨 マークスアンドウェブ マークスアンドウェブ

ドラッグストア マツモトキヨシ マツモトキヨシ

寝具 Ｂ－ＤＥＳＩＧＮ ビーデザイン ●

ベッド、枕、寝具 テンピュール テンピュール

お菓子 スウィートファクトリー スウィートファクトリー

おもちゃ （仮称）レゴストア （仮称）レゴストア ● ●

鉄道カフェ (仮称)STEAM LOCOMOTIVE PLUS スチームロコモティブプラス ●
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※上記リストは 2014 年 12 月 3 日時点の情報です。 

 

 

 

 

 

 

  

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店
関東

初出店
埼玉県
初出店

新業態
商業施設
初出店

手芸 ユザワヤ ユザワヤ

書店 リブロ リブロ

書店、雑貨 ＢＯＷＬ ボウル ●

CD・DVD HMV エイチエムブイ

楽器 島村楽器 シマムラガッキ

家電 nojima ノジマ

携帯 auショップ エーユーショップ

Apple専門店 C smart シースマート ●

携帯 ソフトバンク ソフトバンク

携帯 ドコモショップ ドコモショップ

携帯 Y!mobile ワイモバイル

スマホアクセサリー THINGIESPLAYLAND シンギーズプレイランド ●

ペット ＰＥＴＰＬＵＳ ペットプラス

ペット雑貨 ペットパラダイス ペットパラダイス

宝くじ 宝くじ売り場 タカラクジウリバ

写真スタジオ スタジオアリス スタジオアリス

DPE他 PhotoCher フォトシェール

カルチャー JEUGIAカルチャーセンター ジュージヤカルチャーセンター

パソコン教室 ハロー！パソコン教室 ハロー パソコンキョウシツ

買取・リサイクル商品 R　shop アールショップ

保険 ほけん百花 ホケンヒャッカ

保険 保険見直し本舗 ホケンミナオシホンポ

旅行 エイチ・アイ・エス エイチ・アイ・エス

旅行 JTBトラベルネット ジェイティービートラベルネット

美容室 QBハウス キュービーハウス

美容室 ＺＥＬＥ　ＡＶＥＤＡ ゼル アヴェダ

美容室 美容室11cut ビヨウシツ イレブンカット

リラクゼーションサロン ラフィネ ラフィネ

リラクゼーションサロン ローズガーデン ローズガーデン

整体 げんき堂整骨院・げんき堂鍼灸院 ゲンキドウセイコツイン・ゲンキドウシンキュウイン

眉＆まつ毛専門サロン シルエット シルエット ●

ネイル ネイルズユニーク ネイルズユニーク

ネイル、まつ毛エクステ PureNail Petit/LASHDOLL ピュアネイルプティ/ラッシュドール

美容脱毛 ミュゼプラチナム ミュゼプラチナム

靴のお直し リアット！ リアット！

洋服のお直し ママのリフォーム ママノリフォーム

クリーニング うさちゃんクリーニング ウサチャンクリーニング

クリニック （仮称）クリニックモール （仮称）クリニックモール

コンタクト アイシティ アイシティ

歯科 おとなこども歯科 オトナコドモシカ

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ JO RUNNING STATION ジョー ランニングステーション ● ● ●

フットサル JO FUTSALBASE ジョー フットサルベース ● ●

バーベキュー場 デジキューBBQ＆かき小屋 デジキュー　バーベキューアンドカキゴヤ ●

シネマコンプレックス TOHOシネマズ トーホーシネマズ ●

アミューズメント (仮称)「学ぶ！未来の遊園地」 （仮称）マナブ！ミライノユウエンチ ● ●

アミューズメント キッズプラザきゃらんど キッズプラザキャランド

アミューズメント スタジオカフェZooAdventure スタジオカフェズーアドベンチャー ●

アミューズメント セガ セガ

アミューズメント （仮称）セガソニック鉄道 （仮称）セガソニックテツドウ ●

ATM 埼玉りそな銀行ATM サイタマリソナギンコウエーティーエム

ATM みずほ銀行ATM ミズホギンコウエーティーエム

ATM 三井住友銀行ATM ミツイスミトモギンコウエーティーエム

ATM 武蔵野銀行ATM ムサシノギンコウエーティーエム

ATM ゆうちょ銀行ATM ユウチョギンコウエーティーエム

※ＡＴＭについては、上記5行の他、2行が出店予定。

※アミューズメントについては、上記5店舗の他、1店舗が出店予定。
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※上記リストは 2014 年 12 月 3 日時点の情報です。 

 レストラン・カフェ 21 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フードコート 12 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スーパーマーケット、食物販 19 店舗 

 

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店
関東

初出店
埼玉県
初出店

新業態
商業施設
初出店

ハンバーグ いしがまやハンバーグ イシガマヤハンバーグ ●

イタリアン IL PINOLO PIZZA BAR イルピノーロ ピッツァバー ●

和食レストラン いろどり和菜　三○三（みわみ） イロドリワサイ　ミワミ ●

中華 雲龍一包軒 ウンリュウイッポウケン ● ●

定食＆カフェ おぼんdeごはん オボンデゴハン ●

寿司 がってん寿司 承知の助 ガッテンスシ ショウチノスケ

串揚ビュッフェ 串家物語 クシヤモノガタリ

ビュッフェレストラン 彩の国レストラン サイノクニレストラン ●

スイーツビュッフェ スイーツパラダイス スイーツパラダイス

オムライス 3 LITTLE EGGS スリーリトルエッグス ●

ハワイアンレストラン＆カフェ RRainbow ダブルレインボー ●

たこ焼き 銀だこ ギンダコ

フライドチキン ケンタッキーフライドチキン ケンタッキーフライドチキン

喫茶店 珈琲所 コメダ珈琲店 コーヒードコロ コメダコーヒーテン

アイスクリーム サーティワンアイスクリーム サーティワンアイスクリーム

パンケーキ j.s. pancake café ジェイエス パンケーキカフェ ●

ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ ｺｰﾋｰｽﾄｱ スターバックス コーヒー スターバックス コーヒー

和カフェ nana's green tea ナナズグリーンティー

ジュースバー Fruits Bar AOKI フルーツバーアオキ

ハンバーガーレストラン マクドナルド マクドナルド

ドーナッツ ミスタードーナツ ミスタードーナツ

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店
関東

初出店
埼玉県
初出店

新業態
商業施設
初出店

うどん うまげな ウマゲナ

ラーメン 自由が丘 蔭山樓 ジユウガオカ カゲヤマロウ ● ●

海鮮丼 しらす問屋 とびっちょ シラスドンヤ トビッチョ ●

つけ麺 つじ田 ツジタ ● ●

粉物 てっぱん屋台 テッパンヤタイ ●

韓国料理 トラジ食堂 トラジショクドウ ●

親子丼 とり割烹　博多華味鳥 トリカッポウ ハカタハナミドリ ●

とんかつ・かつ丼 とんかつ銀座梅林 トンカツギンザバイリン ●

中華 梅蘭 バイラン

ハワイアン HONOLULU COFFEE ホノルルコーヒー

カルビ丼 マルハのカルビ丼 マルハノカルビドン ● ●

洋食 洋食屋 三代目 たいめいけん ヨウショクヤ サンダイメ タイメイケン ●

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店
関東

初出店
埼玉県
初出店

新業態
商業施設
初出店

スーパーマーケット ヤオコー ヤオコー

ソフトプレッツェル アンティアンズ アンティアンズ

直売所 いるマルシェ イルマルシェ ●

お菓子 おかしのまちおか オカシノマチオカ

和菓子 柿安 口福堂 カキヤス コウフクドウ

食物販 軽井沢ファーマーズギフト カルイザワファーマーズギフト

輸入食品 KALDI COFFEE FARM カルディコーヒーファーム

和菓子 川越菓匠　くらづくり本舗 カワゴエカショウ クラヅクリホンポ

チョコレート ゴディバ ゴディバ

駄菓子 だがし夢や ダガシユメヤ

和洋菓子 とかち村 トカチムラ ●

ポップコーン Doc　Popcorn ドックポップコーン ● ●

食材専門店 富澤商店 トミザワショウテン

パン ドンク ドンク

パティスリーカフェ ベビーモンシェールカフェ ベビーモンシェールカフェ

食物販 北海道うまいもの館 ホッカイドウウマイモノカン ●

パン ミニワン ミニワン

フルーツタルト ルヴェルジェ ルヴェルジェ ●

総合茶葉 ルピシア ルピシア


