
 

２００７年９月２０日 
イオンモール株式会社 
イ オ ン 株 式 会 社 

 

“新生”イオンモール第１号店 

ジャスコと２０４の専門店 

11/2(金)「イオンモール羽生」誕生 
 

１１月２日（金）午前９時、埼玉県羽生市に“新生”イオンモール株式会社として    

初出店となります「イオンモール羽生」が誕生いたしますので、ご案内申し上げます。 

 

【イオンモール羽生の立地】 

イオンモール羽生（当ＳＣ）は、埼玉県企業局が整備した「羽生下川崎産業団地」内の

商業系エリアに出店するものです。当ＳＣは東北自動車道羽生Ｉ.Ｃから南西に４.５ｋｍ
と程近く、栃木県日光市と東京都豊島区を結ぶ国道１２２号に国道１２５号バイパスが合

流した幹線道路に面しており、広域からの道路アクセスに最適な立地となっております。 
また、開店日より、東武伊勢崎線「羽生駅」からＳＣへのバス路線も申請中で、公共交

通機関を利用してのご来店も便利となっております。 
 
【イオンモール羽生の特徴】 
当ＳＣは、２３２,８０６㎡の敷地に、商業施設面積８８,２０８㎡、駐車スペースを約

５,０００台備えた、地上３階建ての施設です。 
「ジャスコ羽生店」を核店舗とし、約２８５ｍのモールに、埼玉県初出店となる５７店や、

イオンモール初出店となる３５店を含む計２０４の専門店を展開しています。大型専門店とし

てシネマコンプレックス「ワーナー・マイカル・シネマズ」、家電専門店の「上新電機」、アミ

ューズメント施設の「プラサカプコン」、スポーツ専門店「スポーツオーソリティ」が出店い

たします。 
イオンは、「環境配慮への取り組み」を積極的に推進しており、当ＳＣにおいても、約

９万本の植樹を行います。また、ＳＣの周囲には、埼玉県企業局が整備する２つの公園と  

緑地帯が広がり、ＳＣと合わせ総本数約１１万本の樹々が溢れる「緑と憩いの安らぎ空間」

を、県と協力しながら地域の皆さまにご提案いたします。また、イオンモール初の取り組

みとして、ＳＣの屋根面に約１,０００㎡におよぶソーラーパネルを設置し、約１００  
ｋｗｈの太陽光発電を行います。 
 当ＳＣは、高齢者やお身体の不自由な方々への配慮はもちろんのこと、お子さま連れな

どすべての方々に優しい「ユニバーサルデザイン」をこれまで以上に進化させた施設づく

りを行っております。当社は、この度、お客さまや関係者の方々のご意見をもとに、これ

までの案内表示や、トイレ設備、駐車場などの見直しを図りました。トイレの一例として、

お子さま専用のトイレ「キッズトイレ」を導入し、身障者の方専用の駐車場については、

イオンのグループＳＣとして最大級となる６０台分を配置いたします。 
 
 



 

 添付資料  

【ＳＣの概要】 

・Ｓ Ｃ 名 称        ： イオンモール羽生 

・所 在 地        ： 〒３４８－００３９ 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３ 

・Ｓ Ｃ 運 営 管 理        ： イオンモール株式会社 

・敷 地 面 積        ： ２３２,８０６㎡ 
・建 築 面 積        ：  ４６,６３３㎡ 
・建 物 延 床 面 積        ： １１３,７８３㎡ 
・商 業 施 設 面 積        ：  ８８,２０８㎡ 

＜内訳＞ ジャスコ １８,９２４㎡（直営１７,５５３㎡） 
 物販専門店 ５１,００５㎡ 
 飲食・サービス等 １８,２７９㎡ 

 

・建 物 構 造        ： 鉄骨造３階一部塔屋 

・駐 車 台 数        ： 約５,０００台 （内６０台 身障者専用駐車場） 

・駐 輪 台 数        ：    ８１５台 （内、自転車用６９３台、バイク用１２２台） 

・開 店 日        ： １１月 ２日（金）午前９時グランドオープン 

          （１０月３０日（火）午前９時ソフトオープン） 

・営業時間（通常）        ： ジャスコ            午前 ９時～午後１１時 

           イオンモール専門店街     午前１０時～午後１０時 

レストラン街               午前１０時～午後１１時 

アミューズメント          午前１０時～午後１１時 

※開店セール期間（１０月３０日（火）～１１月１１日（日））は、 

全館午前９時に開店いたします。 

           ※シネコンについては上映時間、シーズンにより変動します。 

・休 業 日        ： 年中無休 

・出 店 店 舗 数        ： 核 店 舗 ジャスコ羽生店 

           専門店数 ２０４店（ＡＴＭ・ＣＤ４基、ジャスコ内専門店１店含む） 

・電 話        ：  Ｓ Ｃ 代 表       ０４８－５６０－１０００ 

           ジャスコ代表  ０４８－５６０－０００５（１０月２９日（月）まで） 

                  ０４８－５６０－０００８（１０月３０日（火）以降） 

・従 業 員 数        ： ＳＣ全体 約２,８００名 （内ジャスコ 約６２０名） 

  ※ＳＣ開業にあたり約２,５００名の従業員を新たに採用させていただく予定です。 

・商 圏        ： 約６０万人、約２０万世帯（自動車３０分圏） 

・責 任 者        ： イオンモール羽生開設委員長 片岡 健一（かたおか けんいち） 

ジャスコ羽生店開設委員長 内堀 寿典（うちぼり ひさのり） 

 

 

＜ソフトオープン＞ 

当ＳＣは、開店時のＳＣ周辺の交通渋滞緩和を図るとともに、建設期間中ご協力いただいた

ＳＣ近隣のお客さまにお買い物をお楽しみいただくために、１０月３０日(火)～１１月１日

(木)の３日間、ソフトオープン期間として営業いたします。 
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【イオンモール専門店の特徴】 
イオングループ最大規模の個性豊かなイオンモール専門店街は、最新のトレンドはもちろん、

こだわりのスタイリングまで揃えるとともに、地域の幅広いお客さまそれぞれのニーズにも応

える、さまざまな余暇対応機能を充実させ、上質で豊かな生活のスタイル提案を常に発信して

まいります。 

 

＜１階：自分なりの生活スタイルをセレクト＞― ファッションをまとい、生活を楽しむフロア― 
ファッションをはじめとし、インテリア・生活雑貨、レストラン、生活サポート業種を中心

に構成いたしました。 
 
・ 準核店舗としては、最新の機種を揃えたデジタル家電からパソコン、家庭用電化製品、  

ＴＶゲーム、玩具まで幅広く品揃えし、生活を豊かに演出する大型家電の「上新電機」を

導入いたします。また、犬、猫をはじめ、鳥、観賞魚、小動物まで様々なペットを取り扱

い、ペットとの楽しい生活を提案する大型ペットショップ「ペットスクエア」を導入いた

します。 
・ ファッションでは、ヤングキャリア対応ゾーンを充実いたします。新業態として、モード

でシャープなメンズ・レディスカップル向けの「デュアリズム」がデビューいたします。

またエレガンス・テイストの“リアルクローズ”ショップ「ルアコンシャス」、国内外のセ

レクトショップ「フォルム」などで構成し、新鮮で最新のファッションを提案いたします。 
・ ニューミセス対応ゾーンとして、大人新世代レディスの「スイング」や「メイプル」、手づく

り生活和雑貨の「生活実感工房」、英国のライフスタイル提案ショップ「ローラアシュレイホ

ーム」、上質なライフスタイル提案とギフトの「ＭＩＴＳＵＫＯＳＨＩ」などを集積いたします。 
・ 雑貨は、埼玉県初出店となるインポートブランドショップの「ハピネス」やイタリアフィ

レンツェ感性のインテリア・生活雑貨「ＶＩＣＥＶＥＲＳＡ（ヴァイスヴァーサ）」、オリエン

タル雑貨の「ｋａｒａｋｏ」などで構成し、生活に潤いを提案いたします。 
・ スイーツは、埼玉県初出店となるワッフルの人気店「Ｒ.Ｌ（エールエル）」をはじめ、新感
覚どらやきで人気の「桜みち」、名店キハチのこだわりアイスクリーム「キハチソフトクリ

ーム」などが出店いたします。また、タルトで大人気のＦＬＯのスイーツカフェ新業態「Le 
Café FLO」が日本初出店いたします。 

・ レストランモールは、地域最大の規模と質を誇る１７店で構成いたします。関東初出店と

なるシズル感ある洋食ホテルブッフェの「ＴＨＥ ＣＩＴＹ ＢＵＦＦＥＴ」をはじめとして、  
埼玉県初出店となる老舗自然食ブッフェ「柿安 三尺三寸箸」が出店。その他、地元の   

グルメ回転すし「がってん寿司」、築地市場直送のネタを使った和定食屋「築地食堂源ちゃ

ん」、ジャズライブを楽しみながら食事ができる「ハドウズ」が出店いたします。 
・ 地域の生活サポート機能として、豊富なプログラムで構成するカルチャー教室「ＪＥＵＧＩ

Ａ」、デイサービスセンターの「げんき」などが出店いたします。 
 
＜２階：個々のトレンドスタイルを追求＞ ― 自分流のこだわりに応えるフロア― 
ヤングファッション、雑貨を中心に、スポーツ、カルチャー、アミューズメントを集めました。 

 
・ 準核店舗ゾーンは、オールジャンルのスポーツギアやウェアを揃えた「スポーツオーソリ

ティ」、規模も大きく幅広い品揃えの大型書籍「未来屋書店」、ＣＤと楽器とカフェのコラボ

レーション「ＷＡＶＥ＋Ｔｗｏ－ｆｉｖｅ」、アウトドア専門店「モンベルクラブ」で構成し、

幅広い層のニーズにお応えいたします。 
・ レディスファッションは、ギャル系で人気の「ワンウェイ」や「ヴァンス」の新業態デビ

ューブランド「Ｖ－ＥＸ」、北関東を代表するレディスカジュアル「ハートマーケット」など
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で構成し、常に新鮮で、感度も高い自分スタイルを提案していきます。 
・ メンズ＆ユニセックスは、埼玉県初出店のトレンドアイテムを取り揃えるカジュアルセレ

クトショップ「コンファーム」や、関東初の出店となるユニセックスＴシャツストアの  

「デリシャスグラフィックストア」、ワークやミリタリーをベースにしたメンズショップ

「レイジブルー」などで構成いたします。 
・ 雑貨は、大型の生活雑貨専門店「無印良品」をはじめとし、履き心地抜群のカジュアル   

シューズ専門店「マーレマーレデイリーマーケット」、メーカー直営のインテリアショップ

「フォーアニュー」、キュートでポップなアイテムが揃うキャラクター雑貨の「スイマー」

などで構成いたします。 
・ サービスは、心と素肌を素敵にしてくれるエステティックの「エスティオ」や、一流の技

術と豪華サロンで女磨きできる同じくエステティックの「ミスパリ ダイエットセンター」、
心も身体もリラックスさせてくれるリラクゼーションの「銀座・リ・フ・レ」などを集積

し、健康と美を提案いたします。 
 
＜３階：家族みんなの楽しみ空間＞ ― 誰もが楽しめる時間と空間を提案するフロア― 
シネマコンプレックスをはじめ、大型フードコート、ユニセックス＆カジュアルファッショ

ン、子供服・子供雑貨、シューズ、バラエティ雑貨等を集めました。 
 
・ 地域のエンターテインメント拠点として９つのスクリーンを持つ地域最大級のシネマコン

プレックス「ワーナー・マイカル・シネマズ」を導入いたします。 
・ キッズ対応ゾーンとして、関東初出店となるキャラクター子供服専門店「ザ・ポールフラン

クストア」や、異なるテイストを持つ４つのユニットをくみあわせたキッズ専門店「フォト

イスト」、キャラクターアミューズメントとキャラクターグッズがコラボした「サンリオスマ

イルスクエア」、ディズニーグッズ専門店の「ＴＨＥ ＤＩＳＮＥＹ ＳＴＯＲＥ」、子供写真館と  
写真雑貨の「ＳＮＡＰＳ！」などを編集し、楽しさや遊び心ある構成といたします。 

・ ユニセックス＆カジュアルファッションは、親子でコーディネートできるユニセックス 

ショップ「グローバルワーク」やアウトドアスタイルを提案する「エディバウアー」、カワ

イク、カッコイイ和柄物ファッションの「流儀圧搾」などで構成します。 
・ 雑貨は、埼玉県初出店となる自分だけのベア（クマのぬいぐるみ）を作れる体験型ワーク

ショップ「ビルド・ア・ベア ワークショップ」をはじめとし、エスニック雑貨の「チャイ
ハネ」「アレス」や個性的な雑貨を揃えたバラエティ雑貨の「ヴィレッジヴァンガード」、

カップルでも楽しめるシルバーアクセサリー専門店「シルバーボックス」などで構成いた

します。 
・ フードコートは、約１,０００席の地域最大級の規模でダイナミックな空間を活かしたフー

ドコートとします。中央には和洋中のスイーツを集めたアイランドを配置し、「ミスタード

ーナツ」や「マクドナルド」といったファストフードから、関東初出店となる中華ダイニ

ング「上海の龍」、埼玉県初出店となる天丼の「てんやおじさんの天ぷら屋台」、ハンバー

グ・オムライスの「ステファングリル」、ラーメンの「らあめん花月 嵐」など合計１８店
が出店いたします。 
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【核店舗「ジャスコ羽生店」の特徴】 
 
＜専門資格を有した従業員がきめ細かなサービスをご提供＞ 
ジャスコ羽生店は「ショッピングが楽しくなる店づくり」をテーマに、全従業員が「ウキ

ウキ・ワクワク、いつも新しい提案を」の合言葉のもと、地域で一番親切な店を目指します。 
サービス介助士２級の取得者が店長を含め３０名おり、“おもてなしの心”をもってお迎え

するとともに、ご高齢の方やハンディキャップをお持ちの方々には、ご要望に応じて介添え

させていただきます。また、食品売場には厚生労働省認定の鮮魚士や惣菜士などを、サイク

ル売場には自転車安全整備士と自転車組立整備士の資格を有する「サイクルアドバイザー」

を、介護用品売場には「福祉用具専門相談員」「ホームヘルパー１級」などの専門資格を有し

た従業員を配し、お客さまによりご満足いただけるよう努めております。 
 
＜食品売場：地元食文化の発信に取り組み、地産地消・旬・おいしさにこだわった品揃え＞ 
・ ケーキやシュークリームなどの洋菓子から和菓子まで、地元で人気のスイーツショップ

の商品を集めた「スイーツワールド」と、ヨーロピアンテイストの“こだわりパン”を

ご提供するベーカリーの「カンテボーレ」を入口付近に展開します。 

・ 「朝饅頭に昼うどん」と言われるほど小麦を使ったメニュー（粉もの）が好まれる地域

特性に対応し、手づくり饅頭、地元産のうどん、お好み焼きなどを豊富に品揃えして  

コーナー展開します。 

・ デリカ売場は「オリジン弁当」を導入するほか、豆腐惣菜、焼き魚など和惣菜を豊富に

取り揃え、さらに地域で親しまれるオカラなどの具材を使った小判型の揚げ物「ゼリー

フライ」をご提供いたします。 

・ 農産売場は、地元「ＪＡほくさい」にご協力いただき、きゅうりやトマト、梨をはじめ

新鮮な野菜や果物を調達します。果物コーナーでは、最近需要が高まっているカットフ

ルーツの品揃えを強化します。 
・ 畜産売場は、「彩の国いも豚」や「彩の国黒豚」など埼玉県内の産地で育てた豚肉を豊富

に品揃えします。 
・ 水産売場は、銀鮭・時鮭・紅鮭からいくら・すじこ、さらには鮭ルイベやスモークサー

モンまで鮭関連を一堂に集めたサーモンコーナーを展開します。また、お客さまのご  

要望に応じて鮮魚の加工も承ります。 
・ リカー売場は、「キヤッセ羽生」の麦芽１００％の地ビールを展開するほか、全国の   

ワンカップ清酒を集めたコーナーを拡充いたします。 
＜ヘルス＆ビューティケア売場：美と健康のトータルソリューションセンター＞ 
・ 埼玉県のイオン店舗で最多となる７社（資生堂・カネボウ・ソフィーナ・マックスファ

クター・コーセー・ドクターシーラボ・ハウスオブローゼ）のカウンセリング化粧品を

導入し、さらに各化粧品売場に「お手入れスペース」を設置します。 
 ・ 医薬品売場には午後１１時の営業終了まで調剤を行なう薬局を併設します。 
＜ファッション売場：「イオンスタイル ストア」を導入＞ 
・ 新たな商品開発や接客・販売体制、売場づくりを進化させ、ライフスタイルや生活シー

ンに合わせたコーディネートなど、着飾ることの楽しさを提案する「イオンスタイル  
ストア」を展開します。 

・ ３階では、子ども服、ベビー服、玩具に加え、アミューズメントも集約したキッズ売場

を展開します。また、毎週土曜日に「子育て相談室」を開催いたします。 
＜ホームファッション売場：ライフスタイルに合わせたコーディネートを提案＞ 
・ 寝具・家具・カーテン・カーペットから装飾雑貨にいたるまで、ライフスタイルや生活

シーンに合わせたコーディネートの楽しさを提案します。 
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【環境保全・社会貢献活動】 
＜イオン ふるさとの森づくり＞ 
イオンでは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全・社会貢献活動として、新設する

ＳＣの敷地内に、その地域に自生する「ふるさとの木」の苗木を、地域のお客さまととも

に植えて大切に育てていく「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を実施しています。   
当ＳＣでは、９月２３日（日）、近隣にお住まいの皆さま約２,０００名にご参加いただき、
地域に自生する「ふるさとの木」の苗木約２０,０００本を植樹いたします。また、これと
合わせ、オープンまでにＳＣの敷地内で約９０,０００本の植樹を行う予定です。 

＜太陽光発電設備の導入＞ 
当ＳＣは、屋根面に商業施設として最大級のソーラーパネルを設置し、二酸化炭素を排出

しない太陽光発電を行い、館内で消費する電力の一部といたします。これにより１時間当

たり、４０ｗの蛍光灯であれば約２,５００本分に相当する電力を賄います。 
＜いい日・いい街・イオンデー＞ 
イオンでは毎月１１日を「いい日・いい街・イオンデー」とし、地域のボランティア団体

へ、投函レシート金額の１％相当の品物をお渡しして活動に役立てていただき、地域に  

還元する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」や、従業員が店舗周辺や公共施設
などの清掃を行う「クリーン＆グリーン活動」など、さまざまな地域貢献活動を実施して

まいります。 
＜買物袋持参運動＞ 
ジャスコ羽生店では、お客さまとともにおこなう省資源活動として、レジ袋の削減を図る

「買物袋持参運動」を推進するとともに、その一環として「マイバッグ」「マイバスケット」

を販売いたします。また「マイバスケット」は１個３１５円にて販売し、不要になった際

はご返金いたします。 
 ＜地域防災協力協定＞ 
  埼玉県とイオンは、埼玉県内で災害が発生した場合に、県内のジャスコ及びマックスバリ

ュ各店舗が救援物資（食料品、生活必需品など）を供給する「災害時の物資供給に関する

協定」を２００６年８月に締結しております。 
 
【ショッピングセンターで快適にお買い物ができる取り組みの一例】 
＜ユニバーサルデザイン施設＞ 
 当ＳＣは、開発計画段階から、ユニバーサルデザインの実現に向けてお客さま、地域の皆

さま、その他関係者の皆さまとの情報交換会を行い、これまでの施設と比べ多くの見直し

を図りました。施設内外の案内をより見やすくわかりやすい表示とし、ニーズの高かった

お子さま専用のトイレ「キッズトイレ」や「トイレつきのベビー休憩室」を設置しました。

また、歩き疲れの休憩にご利用いただくベンチを数多く設置したほか、ご高齢の方、ハン

ディキャップをお持ちの方用に、「プライオリティベンチ（仮称）」を各フロアに設置しま

した。さらに、身障者の方専用の駐車場をイオンのグループ最大級の６０台分を設置する

など、すべてのお客さまに便利で快適な「ユニバーサルデザイン」ＳＣとなっております。 
＜バリアフリー新法認定施設＞ 
当ＳＣはご高齢の方、ハンディキャップをお持ちの方、妊婦、お子さまなどすべての方々

に安心して快適にショッピングをしていただけるよう、「バリアフリー新法」の基準に則っ

た建物としております。 
＜ＡＥＤ＞ 
ＳＣ内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を６台設置いたします。当ＳＣでは、いざという

時、あわてず安全確実にＡＥＤを使用できるよう、これまでに３６名の従業員が救命講習

を受講しております。 
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広域図 

 
 

ＳＣ周辺図 

 
 

アクセス お車にてお越しの場合：東北自動車道 羽生Ｉ.Ｃより南西に約４.５ｋｍ 
電車にてお越しの場合：東武伊勢崎線 羽生駅下車 タクシーで約１０分 
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【イオンモール専門店一覧】番号はフロアガイド（オープン時に配布）の店舗番号を記載しています。 

１階 ８５店舗（ＡＴＭ・ＣＤ ４基を含む） 

 店舗名 業種  店舗名 業種 

101 羽生ｲｵﾝﾁｬﾝｽｾﾝﾀｰ 宝くじ 151 ◎ ﾌｫﾙﾑ ﾚﾃﾞｨｽ 

104 ｶﾙﾃﾞｨｺｰﾋｰﾌｧｰﾑ ｺｰﾋｰ豆･輸入食品 152 ﾊﾛｰ!ﾊﾟｿｺﾝ教室 ﾊﾟｿｺﾝ教室 

105 ﾌｧﾝｹﾙﾊｳｽ ｺｽﾒ･ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ 153 ◎★ Le cafe FLO（ﾙｶﾌｪﾌﾛ） ｶﾌｪ 

106 VICEVERSA（ｳﾞｧｲｽｳﾞｧｰｻ） ｲﾝﾃﾘｱ･生活雑貨 154 ◎ ｳﾞｪｰﾙﾀﾞﾝｽ ﾃﾞｭｵ ﾚﾃﾞｨｽ 

107 ILC（ｱｲｴﾙｼｰ） ﾚﾃﾞｨｽ 155 Karako 生活雑貨 

108 ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾂｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ ﾚﾃﾞｨｽ 156 ｷﾊﾁｿﾌﾄｸﾘｰﾑ ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ 

109 ◎ ｱ ｸﾞﾗﾝｸｰﾙ ﾚﾃﾞｨｽﾊﾞｯｸﾞ 157 ◎ R.L(ｴｰﾙｴﾙ) ﾜｯﾌﾙ 

110 ﾓﾝﾃﾞｨｱﾄﾞ 宝飾 158 ﾛﾏﾝﾄﾞｰﾛｰﾙ ﾌﾗﾝｽﾛｰﾙ 

111 ﾗｼｭｯﾄﾞ ﾚﾃﾞｨｽ 159 36sticks(ｻｰﾃｨｼｯｸｽ ｽﾃｨｯｸｽ) 洋菓子 

112 AMO'S STYLE（ｱﾓｽﾀｲﾙ） ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ･ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 160  ★ 桜みち どら焼き 

113 Two of us（ﾄｩｰｵﾌﾞｱｽ） ｱｸｾｻﾘｰ 161 茶寮 kikusui お茶･菓子 

114 Relax ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ 162  ★ ﾎｰﾑﾄﾞﾗｲ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

115 げんき ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 163 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ medimo（2008 年開業予定） 

116 ﾄﾐｰﾋﾙﾌｨｶﾞｰ ﾌｧﾐﾘｰ 164 ◎★ 眼科 眼科 

117 ﾗｺｽﾃ ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ 166 QB ﾊｳｽ ﾍｱｶｯﾄ専門店 

118 ◎ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟﾊﾋﾟﾈｽ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟ 167 日本旅行 ﾄﾗﾍﾞﾙ 

120  ★ Espoir（ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ） ｺｽﾒ 168  ★ ｴｰｽｺﾝﾀｸﾄ ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ 

121 ｺﾑｻｲｽﾞﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 169 （未定） ｻｰﾋﾞｽ 

124 ◎★ ﾌﾙｷｬﾗｯﾄ･ﾕﾆｿﾞﾝ ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ 171 ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ ｱｲｽｸﾘｰﾑ 

125   ★ MINiPLA 生活雑貨 172 ﾊﾟｽﾃﾙ ﾊﾟｽﾀとﾃﾞｻﾞｰﾄ 

126  ★ 呉服のすぎやま きもの専門店 173 ◎★ 築地食堂源ちゃん 海鮮和食 

127 MITSUKOSHI 百貨店ｻﾃﾗｲﾄｼｮｯﾌﾟ 174 ◎ 富金豚 とんかつ 

128 JEUGIA（ｼﾞｭｰｼﾞﾔ）ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ 文化教室 175 元祖にんにくや にんにく料理 

129 ◎ ﾛｰﾗｱｼｭﾚｲﾎｰﾑ ｲﾝﾃﾘｱ･生活雑貨 176   承知の助 がってん寿司 回転寿司 

130 ﾗｯｷｰｾﾝﾀｰ 宝くじ 177 一汁五穀 和食 

131 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ ｶﾌｪ 178 ◎ みのり うどん･そば 

132 生活実感工房 生活雑貨 179  ★ ﾓﾀﾞﾝ食堂 東京厨房 洋食 

134 TUTUMI 宝飾 180 ◎ 越後秘蔵麺無尽蔵 らーめん 

135 きもの やまと きもの専門店 181  ★ ﾊﾄﾞｳｽﾞ ﾗｲﾌﾞ&ｽﾃｰｷ 

136  ★ ﾒｲﾌﾟﾙ ﾚﾃﾞｨｽ 182 ◎★ THE CITY BUFFET 洋食ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 

137 ◎★ ｽｲﾝｸﾞ ﾚﾃﾞｨｽ 183 四六時中 和食 

138 THE BODY SHOP ｺｽﾒ 184 しゃぶ菜 しゃぶしゃぶ食べ放題

139 ﾋﾞｰｽﾘｰ ﾚﾃﾞｨｽ 185 ﾎﾟﾑｽﾞﾌｧｰﾑ 洋食 

140 ﾘｭｴ ｱﾝｼﾞｪ 婦人靴 186 紅虎餃子房 中国料理 

141 ◎ ﾊﾟﾗｽﾊﾟﾚｽ ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ 187 ◎ ｱﾛﾏｳﾞｨｰﾀ ｲﾀﾘｱ料理 

142 ◎ ﾄﾞﾛｯﾌﾟ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ｱｸｾｻﾘｰ･雑貨 188 ◎★ 柿安 三尺三寸箸 自然食ﾌﾞｯﾌｪ 

143 ﾋﾟﾝｶｰﾙ ﾚﾃﾞｨｽ 191 上新電機 家電 

144 ﾗﾝｼﾞｪﾉｴﾙ ﾗﾝﾌｧﾝ 192  ★ ﾍﾟｯﾄｽｸｴｱ ﾍﾟｯﾄ 

145 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ ﾚﾃﾞｨｽ  みずほ銀行 ATM 

146 ﾙｱｺﾝｼｬｽ ﾚﾃﾞｨｽ 103 埼玉県信用金庫 ATM 

147 ◎★ ﾃﾞｭｱﾘｽﾞﾑ ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ  郵便局 ATM 

149 ◎ ﾗ･ﾛﾄﾝﾀﾞ ﾚﾃﾞｨｽ･雑貨  埼玉りそな銀行 ATM 

150 ◎ COO ICI（ｸｰｲｽｲ） 婦人靴    

◎ 埼玉県初出店  ★ イオンモール初出店 

8 



２階 ５３店舗 

 店舗名 業種  店舗名 業種 

201 CouCou（ｸｩｸｩ） 雑貨 234 ◎ ｸﾞﾛﾘｱｼﾞｰﾝｽﾞｺｰﾋｰ ｺｰﾋｰ豆･雑貨 

202 ◎★ Re-J（ﾘｼﾞｪｰ） ﾚﾃﾞｨｽ 235 TGM（ﾃｨｰｼﾞｰｴﾑ） ｲﾝﾃﾘｱ･生活雑貨

203 ◎ ｱﾌﾘｶﾀﾛｳ I LOVE YOU ﾚﾃﾞｨｽ 236 ◎ ﾋﾞｰﾝｽﾞ ﾌｧﾐﾘｰ 

204 ◎ ﾚﾌﾟｼｨﾑ by ﾛｰﾘｰｽﾞ ﾚﾃﾞｨｽ 237 ﾜﾝｳｪｲ&ﾊﾞｲﾊﾞｲ ﾚﾃﾞｨｽ 

205 ◎ ﾊｰﾄﾏｰｹｯﾄ ﾚﾃﾞｨｽ 239  ★ ｺﾝﾌｨﾃﾞﾝｼｬﾙ ﾚﾃﾞｨｽ 

207 FOR A NEW（ﾌｫｰｱﾆｭｰ） ｲﾝﾃﾘｱ･生活雑貨 240 ◎ SLEEPY Halo（ｽﾘｰﾋﾟｰｱﾛｰ） 美容室 

208 ｱｸｼｰｽﾞﾌｧﾑ ﾚﾃﾞｨｽ 241 SWIMMER 雑貨 

209 ◎★ pua lani（ﾌﾟｱﾗﾆ） ﾊﾜｲｱﾝ雑貨 242 Zoff（ｿﾞﾌ） ﾒｶﾞﾈ 

210 ◎ ｴｳﾞｧﾝｼﾞﾙ ｱｸｾｻﾘｰ･雑貨 243 LUSH（ﾗｯｼｭ） ｺｽﾒ 

211 ◎ LIZLISA Fusion ﾚﾃﾞｨｽ 244 ◎ 金古屋 帽子 

212 ANAP（ｱﾅｯﾌﾟ） ﾚﾃﾞｨｽ･ｷｯｽﾞ･雑貨 246 無印良品 生活雑貨 

213 ﾁｭﾁｭｱﾝﾅ ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ･ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 247 ◎ ｱﾛｰ ﾚﾃﾞｨｽ 

214 ◎★ V-EX（ﾌﾞｲｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ） ﾚﾃﾞｨｽ 248 ｽﾄｰﾝﾏｰｹｯﾄ ｱｸｾｻﾘｰ･天然石 

215 ｲﾝｸﾞ ﾚﾃﾞｨｽ 249 ◎ ﾏｰﾚﾏｰﾚﾃﾞｲﾘｰﾏｰｹｯﾄ 靴 

216 ﾋﾞｰﾁｻｳﾝﾄﾞ ﾕﾆｾｯｸｽ 250  ★ Jolie by leap lippin ﾚﾃﾞｨｽ 

217 ◎ BARNS soho street 靴 251  ★ ﾍﾟｰｼﾞﾎﾞｰｲ ﾚﾃﾞｨｽ 

218 ﾊｲﾀﾞｳｪｲ ﾒﾝｽﾞ･雑貨 252 ◎★ ﾃﾞﾘｼｬｽｸﾞﾗﾌｨｯｸｽﾄｱ ﾌｧﾐﾘｰ 

219 ◎ ﾕﾆｵﾝｽﾃｰｼｮﾝ ﾒﾝｽﾞ 253 ﾏｼﾞｯｸﾐｼﾝ 洋服ﾘﾌｫｰﾑ 

220 ﾚｲｼﾞﾌﾞﾙｰ ﾒﾝｽﾞ 262  ★ EAR REVO（ｲｱｰﾚﾎﾞ） 耳かき 

221 ｾﾏﾝﾃｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾒﾝｽﾞ 263 ﾐｽﾊﾟﾘ ﾀﾞｲｴｯﾄｾﾝﾀｰ ｴｽﾃﾃｨｯｸ 

222 Jin's ｶﾞｰﾃﾞﾝｽｸｴｱ ﾒｶﾞﾈ･服飾雑貨 265 ｴｽﾃｨｵ ｴｽﾃﾃｨｯｸ 

223 ◎ ｺﾝﾌｧｰﾑ ﾒﾝｽﾞ 266  ★ 銀座･ﾘ･ﾌ･ﾚ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ 

224 ◎ two-five（ﾄｩｰﾌｧｲﾌﾞ） 楽器 291 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ ｽﾎﾟｰﾂ用品 

224 WAVE CD/DVD 292 未来屋書店 書籍･文具 

228 mont-bell club（ﾓﾝﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ）ｱｳﾄﾄﾞｱ 293 ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 

232 ◎★ ｻｯｸｽﾊﾞｰﾌｪｲｽﾞ ﾒﾝｽﾞ雑貨 294 ﾜｳﾃﾞｨ ﾌｨｯﾄﾈｽ･ﾃﾞｲｽﾊﾟ 

233 THE SHOP TK ﾀｹｵｷｸﾁ ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ    

◎ 埼玉県初出店  ★ イオンモール初出店 
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３階 ６６店舗 

 店舗名 業種  店舗名 業種 

300 ﾜｰﾅｰ･ﾏｲｶﾙ･ｼﾈﾏｽﾞ ｼﾈﾏ 348 Perfect Suit Factory ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ 

301 ｻﾝﾘｵｽﾏｲﾙｽｸｴｱ ｷｬﾗｸﾀｰ雑貨･幼児教室 350 ｼｬﾂ工房 ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ 

302 ◎★ ﾏｷﾞｰ Angel 靴(ﾏﾏ＆ｷｯｽﾞ) 352 m.f.editorial（ｴﾑｴﾌｴﾃﾞｨﾄﾘｱﾙ） ﾒﾝｽﾞ 

303 ﾗﾋﾞｽｸｰﾙ 幼児英語教室 353 3can4on（ｻﾝｶﾝｼｵﾝ） ﾚﾃﾞｨｽ･ｷｯｽﾞ 

304 ｸﾚｱｰｽﾞ ｱｸｾｻﾘｰ 354 ｱﾅﾋｰﾀｽﾄｰﾝｽﾞ ｱｸｾｻﾘｰ 

305 ◎ ｻﾞ･ﾎﾟｰﾙﾌﾗﾝｸｽﾄｱ ｷｯｽﾞ 355 ◎★ ｶﾌｪｸﾛﾜｯｻﾝ ｶﾌｪ 

306 Deli＆さくらんぼ ﾊﾞﾗｴﾃｨ雑貨 356 ◎ 流儀圧搾（ﾘｭｳｷﾞｱｯｻｸ） ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ 

307 THE DISNEY STORE ｷｬﾗｸﾀｰ雑貨 357 ﾏｻﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝ なごみ雑貨 

308 小学館ﾄﾞﾗｷｯｽﾞ 幼児教室 359 ◎★ MPS（ｴﾑﾋﾟｰｴｽ） ｷｯｽﾞ 

309 ◎ 面白てぃしゃつ屋 ﾌｧﾐﾘｰ 360 ﾌﾞﾘｰｽﾞ ｷｯｽﾞ 

310 ｸﾛｯｸﾊｳｽ 時計 362 ◎ ﾋﾞﾙﾄﾞ･ｱ･ﾍﾞｱ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ぬいぐるみ製作

311 ｱｲｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰ ﾒｶﾞﾈ 363 ◎ ﾌｫﾄｲｽﾄ ｷｯｽﾞ 

312 靴下屋 靴下 365 ◎★ trois lapins KP（ﾄﾛﾜﾗﾊﾟﾝｹｰﾋﾟｰ） ｷｯｽﾞ 

313 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾜｰｸ ﾕﾆｾｯｸｽ 366 SNAPS! ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･DPE 

314 ﾌﾟﾗｽﾊｰﾄ 生活雑貨 368 駄菓子夢や 駄菓子 

315 ◎ BAGS' GROOVE（ﾊﾞｸﾞｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾞ） ﾒﾝｽﾞﾊﾞｯｸﾞ 371 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ 

316 ﾁｬｲﾊﾈ ｴｽﾆｯｸ雑貨 372 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ 

317 ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｯｼｮﾝ 373 はなまるうどん 讃岐うどん 

318 ｴﾃﾞｨｰ･ﾊﾞｳｱｰ ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ 374 ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ 長崎ちゃんぽん

321 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ ｲﾝﾃﾘｱ･生活雑貨 375 ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ ｽﾃｰｷ･ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗｲｽ

325 ﾗｲﾄｵﾝ ｼﾞｰﾝｽﾞ･ｶｼﾞｭｱﾙ 376 らあめん花月 嵐 ﾗｰﾒﾝ 

326 ｱｸｱﾒﾀﾙﾌｧｲﾃﾝ 健康ｸﾞｯｽﾞ 377  ★ ｺﾊﾟﾝ ﾊﾟｽﾀ･ﾋﾟｻﾞ 

327 ﾕﾆｸﾛ ﾕﾆｾｯｸｽ 378  ﾎﾟﾃﾄﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ 

330 ｻﾞ･ﾀﾞｲｿｰ 生活雑貨 379 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ﾄﾞｰﾅﾂ 

333 VILLAGE VANGUARD 書籍･ﾊﾞﾗｴﾃｨ雑貨 380 ◎ あんにょん 石焼ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ 

334 IKKA ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｽ 381 ◎ てんやおじさんの天ぷら屋台 天丼･天ぷら 

337 ALESS（ｱﾚｽ） ｴｽﾆｯｸ雑貨 382 ｽﾃﾌｧﾝｸﾞﾘﾙ ｵﾑﾗｲｽ･ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 

338 ASBee（ｱｽﾋﾞｰ） 靴 383 ◎★ 肉うどん 柿安 うどん 

340 ◎ ｼﾙﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ ｼﾙﾊﾞｰｱｸｾｻﾘｰ 384 ◎★ 上海の龍 中華料理 

341 銀章堂 印鑑 385 築地銀だこ たこ焼 

342 ｻﾝ旅行ｾﾝﾀｰ ﾄﾗﾍﾞﾙ  D's Sweet Marche 洋のﾃﾞｻﾞｰﾄ 

343 ﾘｻｲｸﾙｷﾝｸﾞ 貴金属ﾘｻｲｸﾙ 386 OCHA-YA 和のﾃﾞｻﾞｰﾄ 

345 Love hair 美容室  DRAGON SWEETS ｱｼﾞｱﾝﾃﾞｻﾞｰﾄ 

347 ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ ｶﾌｪ ｼﾞｬｽｺ内 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ 室内ゆうえんち

◎埼玉県初出店  ★イオンモール初出店 

 

 

※合計 ２０４店舗（※ＡＴＭ・ＣＤ ４基、ジャスコ内専門店 １店 含） 
◎埼玉県初出店：５７店舗  ★イオンモール初出店：３５店舗      ９月１８日現在 
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