
 

 

２０１９年３月２０日 

報道関係各位 

イオンモール株式会社 

イオンモール春日部 
 

～ちょっといい ちょうどいい～ 

「イオンモール春日部」 

４月２０日（土）１０：００ リニューアルグランドオープン 
 

イオンモール春日部（以下、「当モール」）では、今春より順次２６店舗の専門店を刷新し、４

月２０日（土）にリニューアルグランドオープンします。 

 

■リニューアルの特徴 
  

 当モールは、２０１３年３月にオープンし、本年で６年目を迎えます。この間、地元春日部市

を中心に多くのお客さまにご来店いただき、さまざまなご意見・ご要望をいただいてまいりまし

た。この度、ライフスタイルの変化や多様なニーズにお応えすることを目的に、商業施設初出店

を含む１９店舗を新たに導入、７店舗が移転及び改装を実施し、計２６店舗を刷新します。 
 

 また、施設面においては、キッズスペースに特化したリニューアルを実施。３Ｆのキッズスペ

ースは拡大、２Ｆ授乳室に隣接するキッズスペースは内装を刷新するなど、お子さま・お孫さま

を連れて安心してお買い物していただける「ちょっといい、ちょうどいい」モールに生まれ変わ

ります。 

 

■リニューアルコンセプト 

 

 

 

 

 

 
 

■施設面のリニューアル 

Ø キッズスペースの刷新  

・３Ｆキッズスペースを拡大し、柔らかい色調のマットに刷新するとともに、小さなお子さまが 

 安全に遊べる遊具を新たに設置。さらに、２Ｆ授乳室隣のキッズスペースもポップな内装に張 

 り替えし、お子さまと楽しい時間を過ごしていただけるスペースに生まれまわります。 

 

■リニューアル専門店の特徴 

Ø ファッショングッズ＆雑貨 
 

・１Ｆには、「自分らしいライフスタイル」をテーマに、大人の女性にトータルスタイリングを提 

 案する「グローブ」のほか、スタイリッシュをテーマに４０代～６０代へトレンドアイテムを 

  提案する「Ｔ’ｓ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」がオープン。さらに、３Ｆにはデイリーからトレン 

  ドスタイルまでをトータルコーディネートで提案するハッピーライフスタイルストア「シュー 

 ラルー」が出店します。 

 

 
    〜ちょっといい ちょうどいい〜  
      “ワタシの庭”になるモールへ。 
  皆さまのくらしがもっと楽しくなる＋FUN が毎日生まれる場所に生まれ変わります。 



 

・服装品・雑貨では、バッグや雑貨小物を中心に様々なシーンに合わせて等身大でオシャレを楽 

 しめるアイテムを国内外から集めたセレクトショップ「ル・ヴォヌール パルフェ」、多彩なイ 

 ンテリア雑貨や服飾雑貨を揃えた「パリスジュリエット」を導入。 

 

 

 

 

・着心地のよいウェアや、素材にこだわった食品、使い勝手も考えたシンプルで機能的なステー 

 ショナリーや家具まで、暮らしまわりのすべてが揃う「無印良品」のほか、暮らしの「旬」を 

 発信するライフスタイルマーケットの「ワンズテラス」が出店。日々を楽しく豊かにする新し      

 い暮らしのアイディアを発信します。 

 

 

 
 
・日本古来の美意識を大切にしながら、新しい感覚の和の楽しみ方を提案する「ＷＡＢＩ× 

 ＳＡＢＩ」が１Ｆに移転・拡大し、漆器木製品や京都和雑貨など、アイテム数を充実させてリ

ニューアルオープン。さらに、「ラ･パペトリー」が２Ｆに移転、紙製品やステーショナリー、

雑貨に加えて、カラフルなレザーグッズやリラクゼーショングッズを新たに導入します。 

 

 

 

Ø グルメ 

・１Ｆレストラン街には、香り豊かな胡麻油と大豆白絞油でからっと揚げた天丼や自慢の定食を 

 提供する「天麩羅えびのや」や、牛肉や豚肉、旬の野菜をしゃぶしゃぶとすき焼きで好きなだ 

 け楽しめる「しゃぶ菜」が出店。さらに、全国で話題沸騰のステーキ専門店「いきなりステー 

 キ」を導入します。 

 

 

 

 

・２Ｆフードコートには、もちもちとした麺と、食べ終わるまで熱々のスープを売りとし、幅広 

 い年代のお客さまから好評の「もちもちの木」が商業施設内に初出店。また、炭火で豪快に仕 

 上げた焼肉丼を提供する「肉のヤマキ商店」も新たに出店します。 

 

 

 

 

 

Ø サービス 

・１Ｆには「サトーカメラ」が、「想い出をキレイに一生残す」こだわりのプリントサービスをご 

 提供。フォトアドバイザーが写真の楽しみ方や想い出の残し方を提案します。また、住まいに 

 関わる「買いたい」「売りたい」「借りたい」「貸したい」 をサポートし、「理想のおうち」を提 

 案する「イオンハウジング」が「家づくりカウンターｓｕｍｕ」を隣接し出店します。 



＜＜イオンモール春日部 施設概要＞＞ 

 

・モール名称： イオンモール春日部  

・所 在 地： 〒３４４－０１２２ 埼玉県春日部市下柳４２０－１ 

・電 話 番 号： ０４８－７１８－３０００（代表） 

・責 任 者： イオンモール春日部 ゼネラルマネージャー 文山 陽平 

・ＨＰアドレス： https://kasukabe-aeonmall.com/ 

・専 門 店 数： 核店舗   イオン春日部店 

         準核店舗  スポーツオーソリティ／ユニクロ／Ｈ＆Ｍ 

         専門店   約１６０店舗 

・敷 地 面 積： 約  ８３,０００㎡ 

・延 床 面 積： 約 １２４,０００㎡ 

・総賃貸面積： 約  ５６,０００㎡ 

・駐 車 台 数： 約   ２,９００台  

・駐 輪 台 数： 約     ８２０台  

・営 業 時 間：  専門店                  １０：００～２１：００ 

            イオン春日部店（１Ｆ）    ８：００～２３：００  

             イオン春日部店（２Ｆ・３Ｆ） ９：００～２２：００ 

         ※一部専門店及び、イオン春日部店（１Ｆ）医薬品・調剤薬局は 

          営業時間が異なります。 

 

・休 業 日：年中無休 

・従 業 員 数：  約      ２,０００名 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

イオンモール株式会社 イオンモール春日部 担当：野上・石川 TEL：０４８-７１８-３００３ 

 

https://kasukabe-aeonmall.com/


＜イオンモール春日部 リニューアル店舗リスト＞ 
 

【１階： 新規店舗１０店舗 改装３店舗】 
  

新規店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

１ グローヴ レディス ３月２０日（水） 

２ ｆｒｏｕｆｒｏｕ レディス ３月２８日（木） 

３ Ｔ＇ｓ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ レディス ４月２０日（土） 

４ ワンズテラス 生活雑貨 ４月 ３日（水） 

５ ル・ボヌール パルフェ 服飾 ４月２０日（土） 

６ 天麩羅えびのや 天ぷら ３月 ４日（月） 

７ しゃぶ菜 しゃぶしゃぶ ３月１６日（土） 

８ いきなりステーキ！ ステーキ ４月１９日（金） 

９ サトーカメラ 現像プリント ４月予定 

１０ イオンハウジング 賃貸サービス ４月予定 

改装店舗 

１１ ミオミオ 雑貨 ３月２０日（水） 

１２ ＷＡＢＩ×ＳＡＢＩ 和雑貨 ３月２０日（水） 

１３ ミスタードーナツ ドーナッツ ３月 １日（金） 
 

【２階： 新規店舗７店舗 移転３店舗】 
  

新規店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

１４ 無印良品 生活雑貨 ３月 １日（金） 

１５ がちゃがちゃの森 カプセルトイ ３月 １日（金） 

１６ アップクリエイト 雑貨 ３月 ４日（月） 

１７ パリスジュリエット 生活雑貨 ３月２０日（水） 

１８ 肉のヤマキ商店 牛丼 ３月１５日（金） 

１９ もちもちの木 ラーメン ３月予定 

２０ 楽天モバイル サービス ４月予定 

移転店舗 

２１ アンディーズ レディス ３月 １日（金） 

２２ ライトオン メンズ・レディス・キッズ ４月 ５日（金） 

２３ ラ・パペトリー 文房具 ３月１５日（金） 
 

【３階： 新規店舗２店舗 移転１店舗 】 
 

新規店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

２４ シューラルー レディス ３月３０日（土） 

２５ ほけんの窓口 保険 ４月予定 

移転店舗 

２６ Ｙモバイル 携帯 ３月１６日（土） 

 

 新規店舗 １９店舗  

 移転店舗  ４店舗  改装店舗  ３店舗      合計２６店舗 

 ※本資料に記載の内容はすべて３月２０日現在のため、変更となる場合もございます。 


