03/10/30(木)

12 月 5 日（金）午前 9 時、群馬県太田市に「イオン太田ショッピングセンター（ＳＣ）」がオ
ープンいたしますので、ご案内申し上げます。
群馬県南東部に位置する太田市は、自動車産業を中心に製造品出荷額 1 兆 2 千億円
を超える北関東有数の工業都市で、人口 15 万人を擁します。当ＳＣは、南東に走る国道
122 号線に接しており、東西に走る国道 50 号線と 354 号線、南北に走る国道 407 号線か
らもアクセスしやすい立地にあります。“「わたしらしく」を集めたらこんなカタチに。”をコン
セプトに、地域のお客さまに、快適で便利なショッピングをお楽しみいただけるＳＣづくりを
めざしてまいります。
エンクローズドモール型の当ＳＣは、敷地面積 120,008m2、商業施設面積 62,046m2、建
物長 437ｍ、駐車台数 3,500 台（無料）と、北関東最大規模の施設でお客さまをお迎えい
たします。全長 217ｍのモールは、吹抜けの高さが１６ｍ、1 階の通路幅が 8ｍという開放
的な大空間で、ガラス張りの天井からは太陽の陽射しが差込み、室内とは思えない爽快な
雰囲気の中でショッピングをお楽しみいただけます。1 階通路の床には大理石調のタイル
を使用しており、快適で洗練された雰囲気を演出しております。2 階通路の床にはカーペッ
トを使用し、長時間のお買い物の際にも足への負担が軽減されるよう配慮しております。
核店舗には「ジャスコ太田店」、準核店舗にホームセンターの「セキチュー」が出店するほ
か、大型スポーツ専門店「スポーツオーソリティ」、10 スクリーン合わせて約 2,300 席の「イ
オンシネマ太田」が出店いたします。群馬県初となる専門店 79 店を含む 137 からなるイオ
ンモール専門店街は、「ライフスタイル」「エキサイティング」をテーマに都市の機能を集約
したショッピングセンターをめざしてまいります。また、ＳＣ内に太田市行政サービスコーナ
ー｢おおたハートプラザ｣が設置されます。（太田市サービスセンター49.6m2、太田市消費生
活センター69.2m2、おおたＮＰＯセンター44.7m2）日祭日も営業し、住民票発行や母子手帳
の交付等の市民サービスが提供されます。
尚、当ＳＣは、開店時のＳＣ周辺の交通渋滞の緩和を図るとともに、建設期間中ご協力い
ただいたＳＣ近隣のお客さまとイオンカード会員さまをご招待し、ごゆっくりとお買い物をお
楽しみいただくために、12 月 3 日(水)、4 日(木)の 2 日間、プレオープン期間として営業い
たします。12 月 4 日（木）は、翌 5 日午前 9 時のグランドオープンに備え、24 時間営業の
ジャスコ 1 階フロアは、5 日午前 2 時にて閉店させていただきます。
ＳＣの概要

ＳＣ名称

イオン太田ショッピングセンター

所在地

〒373－0808 群馬県太田市石原町 81 番地

ＳＣ運営管理

イオンモール株式会社

敷地面積

120,008m2（全体開発面積 178,186m2）

建築面積

48,819m2

建物延床面積

95,969m2

店舗部分

84,536m2

駐車場部分

11,432m2

商業施設面積

62,046m2
＜内訳＞
【店舗面積】
ジャスコ

16,700m2

セキチュー

9,606m2

スポーツオーソリティー 2,863m2
物販専門店（通路含）

21,831m2

店舗面積計

51,000m2

【その他】
飲食･サービス

11,046m2

建物構造

鉄骨造地上 2 階建一部塔屋

駐車台数

3,500 台

駐輪台数

300 台

建築設計・施工

株式会社 大本組

ディベロッパー投資額 約 118 億円（イオンモール投資額）
開店日

12 月 5 日（金）午前 9 時グランドオープン
（12 月 3 日（水）午前９時プレオープン）

営業時間（通常）

ジャスコ
午前 9 時～午後 11 時
※ジャスコ 1 階フロアは 24 時間営業（医薬品、調剤薬局、カウン
セリング化粧品、ガーデニング、サイクルは除く）
セキチュー
午前 9 時～午後 10 時（予定）
イオンモール専門店街

午前 10 時～午後 10 時

レストラン・ピクニックコート 午前 10 時～午後 11 時

・アミューズメント
午前 10 時～午前 0 時 30 分
イオンシネマズ
（金・土・祝前日
午前 10 時～午前 2 時）
※開店セール期間（12 月 3 日～14 日）は、全館 9 時に開店いた
します。
休業日

年中無休

年間販売予定額

ＳＣ全体 約 280 億円（内ジャスコ 約 70 億円）

出店店舗数

核 店 舗 ジャスコ太田店
専門店数 137 店（ジャスコ内専門店 1 店含む）

電話

ＳＣ代表

0276－47－8700

ジャスコ代表

0276－47－8800

従業員数

ＳＣ全体 約 2,160 名（内ジャスコ 約 550 名）

商圏

約 67 万人、約 23 万世帯
（太田市、足利市、桐生市、邑楽町、大泉町など 13 市町村）

責任者

イオン太田ＳＣ開設委員長 下岸 春雄（しもぎし はるお）
ジャスコ太田店開設委員長 平賀 義文（ひらが よしふみ）
●●●●●●●● ＳＣの取組みについて

●●●●●

●●●

＜施設・設備面＞
・ 地域に根ざすＳＣとして、モールのトップライト付近には、太田市の花木「キク」「カエデ」
をモチーフとしたデザインを施しました。また、レストラン街入口アトリウム部分には、太
田市が飛行機産業の開設から飛躍的な発展を遂げたことに因み、イタリアの芸術家“レ
オナルド・ダ・ビンチ”が設計した、うつ伏せ式の羽ばたき飛行機をイメージした、モニュ
メント「はばたき」を設置いたします。
・ 敷地内に、イオンモール初となる調整池を活用した「ビオトープ」を造り、周辺環境の保
全に努めました。「ビオトープ」とは、ドイツの生物学者ヘッケルが 1 世紀ほど前に提唱
したもので、安定した生活環境をもった「動植物の生息空間」を造り、元来その地域にあ
った自然環境を復元するものです。すべての方に快適なショッピングをお楽しみいただ
ける施設として、当ＳＣは「ハートビル法」の申請をしています。2003 年 10 月 1 日現
在、イオンでは 258 施設がハートビル認定を受けております。
・ 当ＳＣは、「ゼロ・エミッション ショッピングセンター」を合言葉に、ＳＣから発生するゴミを
全てリサイクル資源として排出する、ゼロ・エミッションの実現をめざして、環境マネジメ
ントシステムの構築と実践に取組んでまいります。当ＳＣでは、廃タイヤを再生利用した

ポール、リサイクルした木を使ったＳＣ外部ベンチや、お客さまから回収したペットボトル
を再生利用したタペストリーなど、ＳＣの随所にリサイクル資材を活用しています。
多目的スペースであるイオンホールは、個人はもちろん、各種団体・サークル等の文化
的活動・発表の場として、どなたさまにも広くご利用いただけます。イオンホールでは、
補聴器使用者の方にノイズを少なくする補聴器サポートシステムを導入します。
＜運営面＞
・ 当ＳＣでは、お客さまの利便性を高めるとともに環境への配慮や交通混雑防止などの
観点から、太田駅南口と当ＳＣを結ぶ路線バスを運行しＳＣ敷地内にバスの停留所を
設置いたします。
当ＳＣでは、ＳＣ内各所に「ご意見承りボックス」を設け、お客さまからご意見、ご要望を
承り、ご氏名・ご連絡先をご記入いただいた方には、必ずご返事をさしあげます。お客さ
まのご意見・ご要望に対して迅速に対応し、そのお客さまの声をＳＣづくりに活かしてい
きたいと考えております。
●●●●●●●● イオンモール専門店の概要

●●●

●●●●●

“ストップ・ザ・東京”。そんな感性、品揃え、サービスをもった都市型機能を集約したショッピ
ングセンターで、最新の情報と新鮮な感動にあふれるモールは、「ときめき発見の空間」で
す。
＜1 階：ライフスタイルモール＞
・ 日常の生活に潤いをプラスする「ライフスタイルアップゾーン」は、群馬県初出店のコー
ヒー豆と輸入食材の「カルディコーヒーファーム」や、焼きたてパンとカフェの「アンジェタ
ーブルカフェ」などの個性店が、雑貨やファッション、サービスなどの専門店と融合して
質の高い生活を提案します。ＯＬ・キャリアの人気店「ナチュラル・ビューティ・ベーシッ
ク」、「レストローズ」をはじめ、群馬県初出店となるファツション雑貨の「ジ・エンポリア
ム」「アジェデアクセサリーズ」、ブランドショップの「ラブラブ」など、都市型のファッション
専門店がモールを華やかに演出します。
・ 「ファミリーゾーン」には「ハッシュアッシュ＆ザショップ OZOC」「組曲ファム」「ａ．ｖ．ｖ」な
どの有名店が出店いたします。またレストラン街には、15 の個性豊かなレストランが勢
揃いします。豆富創作料理「三代目 茂蔵」、イタリア家庭料理「元祖にんにくや」、ブッフ
ェレストラン「カントリーキッチン」など、今話題のレストラン 10 店が群馬県初出店しま
す。群馬県内からは韓国家庭料理「故郷」やイタリアン「アロマヴィータ」などの人気店
が味を競います。
＜2 階：エキサイティングモール＞
・ 若い女性に人気の都市型専門店の「ワンウェイ」、「ローリーズファーム」に、群馬県初
出店として、世代性別を超えて支持されるカジュアルテイストの「ムラサキスポーツ」「ザ
ショップ TK」「グローバルワーク」などの専門店を融合し“ポップスタイルゾーン”を形成
します。シネマコンプレックスを中心にエンターテイメントのゾーンを展開します。ＣＤ・Ｄ
ＶＤの「ＨＭＶ」、楽器の「シマムラミュージック」、遊べる本屋の「ヴィレッジヴァンガード」

に大型アミューズメント「ユーズランド」、大型書店の「喜久屋書店」などが配置した魅力
溢れるゾーンを形成します。
・ ピクニックコートは、群馬県初出店 10 店を含むイオンモール最多の 14 店舗で展開い
たします。「マクドナルド」「はなまるうどん」「ホブソンズ」などの人気店を揃え、お客さま
の嗜好にきめ細かくお応えします。太田市行政サービスコーナー、託児所、幼児教室、
英会話教室、クリニック、旅行代理店などサービス施設も充実し、お客さまの利便性を
高めました。
●●●●●●●● ジャスコ太田店の特徴

●●●

●●●●●

□□１階：食料品と美と健康・暮らしのフロア□□

＜食料品の売場＞
・ 地域最大級となる約 3,500m2 の食品売場は、ゆったりとカートショッピングをお楽しみい
ただける広い通路を設け、小人数のご家族や単身の方でもお手軽にお求めいただける
ようバラ売り、量り売り、少量パック商品などの充実を図ります。生鮮食品の作業場は、
お客さまが安心してお買い物ができるよう調理作業の様子がご覧いただけるように設
置いたしました。
・ 惣菜売場では、できたて、つくりたての商品を夜 10 時までご提供いたします。また、野
菜を多く摂れることで人気のある鍋や煮物を「レンジでお鍋」「レンジで惣菜」コーナーと
して約 20 種類のメニューで展開するほか、サバ、アジ、イワシ、こんぶ等の一番だしを
使用し 220 種類以上のメニューから、毎日日替わりで 10 種類程度をできたてで提供さ
せていただく和惣菜バイキングを展開いたします。
焼きたてパンの店「パン工場」では、早朝 6 時と夜 9 時にも焼きたてパンをご提供する
ほか、お米の酵母を使用し、保水率が高くしっとりとした食感の「蒸練（じょうれん）食パ
ン」をご提供いたします。また、お買い求めいただいた惣菜、お弁当などを温めるため
の電子レンジ 5 台をレジ後方に設置し、昼食・夜食需要にもお応えいたします。
・ 農産売場では、ＪＡ太田とタイアップし、ほうれん草、大根、白菜などの「地場野菜コーナ
ー」を展開し、採れたての新鮮な野菜を毎日ご提供いたします。さらに、健康と自然に
配慮し、食の安心にこだわった有機農産物や、減農薬栽培など特別栽培農産物の「トッ
プバリュ グリーンアイ」を展開いたします。
・ 水産売場では、まぐろ売場の充実を図り、冊売り、平盛り、さしみなどの展開とともに、
かま、ほほなど様々な部位を豊富に品揃えし、長さ約 12ｍのオ－プンケ－スで展開す
るほか、茨城県や千葉県の各漁港より直送した新鮮な魚や旬の魚を取り揃えてまいり
ます。また、対面販売の充実を図るとともにお客さまのご要望に応じて鮮魚の調理加工
を夜７時まで承ります。
・ 畜産売場では、国内産牛肉の生産履歴情報を毎日表示いたします。また、タスマニア
島（オーストラリア）のイオン直営牧場で肉骨粉を一切使用せず、成長ホルモン剤や抗

生物質を与えず育てた「トップバリュ グリーンアイ タスマニアビーフ」を展開いたします。
また、抗生物質や合成抗菌剤を使用していない飼料で育てた、こだわりのポーク「育味
豚（いくみとん）」を展開いたします。
＜暮らしの売場＞

・ 暮らしの売場では、約 1,000m2 の広さでダイニング用品、収納用品、手芸用品、電化製
品を展開するほか「和の暮らしのコーディネート」をテーマに、食器、花器、お香、籠、風
呂敷などを品揃えした、新しい生活雑貨のコーナーを展開いたします。また、暮らしの
品から食品まで品揃えしたギフト売場を約 420m2 で展開いたします。
＜Ｈ＆ＢＣ（ヘルス＆ビューティケア）の売場＞
・ Ｈ＆ＢＣの売場では、地域最大級の約 1,900m2 の広さで医薬品、化粧品、健康食品を
一ヵ所にまとめ、調剤薬局を併設し、「美と健康」のトータルソリューションセンターとして
展開いたします。また、お客さまのご要望にお応えして医薬品は夜 11 時まで販売いた
します。また、気軽に健康チェックができるように、お客さまが自由にご利用いただける
血圧計や体脂肪計などを売場内に設置いたします。
＜サイクルの売場＞
・ サイクル売場では、約 470m2 の広さで、イオンＰＢ商品「トップバリュ」の選べるカラー10
色のステンレス仕様サイクルをはじめ、ジュニアサイクル、折りたたみサイクル、電動ア
シストサイクルなど約 250 台を品揃えするとともに、パンク、ハンドルやタイヤ交換など
修理全般も承ります。
□□2 階：ファッションとキッズ・ホームファッションのフロア□□

＜ファッションの売場＞
・ ２階ファッション売場では、リーバイ・ストラウス社がベーシックなジーンズを中心に値ご
ろ感のある価格で高品質を実現した新ブランド「リーバイ・ストラウス シグネチャー」やイ
オンのＰＢ商品「トップバリュ ジーンズ」を核として、レディース、メンズの売場でそれぞ
れ展開いたします。
・ レディスの売場では、団塊ミセスからキネマ世代（現在 55 才～65 才）ミセスのためのシ
ョップ「ビバジョイ」展開。また、リズ・クレイボーン社との共同開発ブランド「エマ・ジェー
ムス」も展開いたします。また、パリの最新流行を取り入れ、高密度の新素材やファー
（毛皮）襟を使い、高品質でお値打ちなダウン・中綿コートを展開いたします。
・ メンズの売場では、「アーバンシック」と「カントリー＆ウェスタン」の 2 つのテーマで、ベッ
チンなどの素材を活かし、シャツ、カットソー、ジャケット、ボトムスのトータルコーディネ
イトができる「ＧＬＯＢＡＬ」を展開いたします。ビジネスコーナーでは、自分仕様を楽しん
でいただくパターンメイドドレスシャツを展開するほかミユキや大同などの国産生地から

海外生地まで豊富に取り揃えたイージーオーダースーツを展開いたします。
＜キッズの売場＞
・ ベビー服、ベビー用品、子供服、子供肌着、子供靴、玩具、学童文具、テレビゲーム、
キッズサイクルなどを一ヶ所にまとめ、さらに、ご家族で楽しんでいただける室内ゆうえ
んち「モーリーファンタジー」を加え、約 3,000m2 の広さで展開いたします。
・ ベビーの売場では、育児雑誌に紹介されている人気商品の展開や、キャリアマザーに
対応した高感度マタニティウェアを導入いたします。また、授乳やオムツ交換などにご
利用いただける「ベビー休憩室」を約 80m2 のゆったりとした広さで設置いたします。
・ 子供服の売場では、ミキハウスとイオンが共同開発した商品「マッカ」や「フルルプル
ル」などを展開し、アパレルからファンシーグッズにいたるまで豊富に品揃えいたしま
す。
・ ホビーの売場では、知育・教育玩具コーナーを展開いたします。また、おもちゃにさわっ
て、ためせる「タッチ＆トライ」コーナーを設け、お子さまが楽しめる売場を展開いたしま
す。
＜ホームファッションの売場＞
・ 2 階ホームファッションの売場は、約 620m2 の広さで寝具、インテリア用品を展開し、照
明用品を幅広く品揃えいたします。
●●●●●●●● 環境社会貢献

●●●●●

●●●

・ イオンでは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全活動として、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でも、10 月
19 日（日）太田市内の 48 団体（幼稚園 16 団体、保育園 27 団体、小学校 5 団体）とそ
のご家族の皆さま合わせて約 3,500 名にご参加いただき、太田市の市木である「カエ
デ」や「モクセイ」をはじめ、その地域に自生する「ふるさとの木」の苗木約 20,000 本をＳ
Ｃ敷地内に植樹いたしました。
・ イオンでは、毎月 11 日を「イオン・デー」とし、「エコロジー（環境）」「ローカル（地域還
元）」をテーマに、「クリーン＆グリーン活動」や「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペ
ーン」など様々な地域貢献活動をお客さまとともに行っています。「クリーン＆グリーン
活動」は、従業員のボランティア清掃活動で、当ＳＣでは、11 月 11 日（火）に第 1 回とし
て、ＳＣ周辺道路の清掃活動を実施いたします。今後もこの活動を継続してまいりま
す。
・ 「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」は、地域のボランティア団体等にお客さま
から投函されたレシート金額の 1％相当額をご希望の商品に換えて地域で活動されて
いるボランティア団体の方々に寄贈させていただきます。当ＳＣでは、12 月 14 日（日）

まで投函いただきましたレシート金額の 1％相当額をご希望の商品に換えて、「太田市
社会福祉協議会」を通して、地域で活動されているボランティア団体の方々に寄贈させ
ていただきます。
・ イオンでは、レジ袋の削減を図る「お買物袋持参運動」を推進しておりますが、当ＳＣに
おいても、お買い物袋スタンプカードのご利用を呼びかけるほか、「マイバッグ」や「マイ
バスケット」の販売をしてまいります。お買い物からお持ち帰りまで「カゴ」ひとつでご利
用いただける便利な「マイバスケット」は 1 個 300 円にて販売し、ご不要になった時はご
返金しております。
・ 店舗を拠点として、環境省主催の「こどもエコクラブ」事業をサポートし、次世代を担う子
供たちに環境学習の場を提供し、当社の従業員がその活動を支援しております。当店
においても早期に募集を開始したい考えです。
□□店舗周辺図□□

●●●●●●●●

イオンモール専門店一覧●●●●●●●●

（番号はフロアガイドの店舗番号を記載しています）
フロアガイド
□□1Ｆ □□

店舗名

業種

1

ホワイト急便

クリーニング

38 ももちゃんナーサリー

託児所

2

レピシェ

紅茶専門店

39 スターバックスコーヒー

コーヒーストア

3

TOFU SWEETS 茂蔵 CAFE

洋菓子

40 アジェデアクセサリーズ

アクセサリー

路地裏のチーズケーキ
工房ティオグラトン

洋菓子

41 プチメゾン

レディス

5

アントステラ

洋菓子

42 シェール

レディス

6

イタリアントマト

洋菓子

43 ジ・エンポリアム

レディス

7

ポージールーム

フラワーショップ

44 LUCA

レディス

8

織部

陶器・和雑貨

45 Cara

コスメ・ネイルアート

9

無印良品

生活雑貨

46 レストローズ

レディス

10 drop and drop

ビーズ＆アクセサリー

47 リミックス

レディス

11 ローラアシュレイ

レディス・キッズ・ホーム

48 カルディコーヒーファーム

コーヒー豆・輸入食品・ワイン

レディス

49 アンジェターブルカフェ

ベーカリーカフェ

14 エスティオ

エステティックサロン

50 SNAPS!

カメラ DPE

15 ナチュラルボディ

ハンドリラクセーション

51 足利銀行 ATM

ATM

13

ナチュラルビューティー
ベーシック

店舗名

業種

16 i-mex

シルバーアクセサリー

太田市農協 ATM

ATM

17 スパーク

靴

桐生信用金庫 ATM

ATM

18 ベーネ

レディス

太田郵便局 ATM

ATM

19 組曲 FAM

ファミリー

イオンクレジットサービス ATM

ATM

20 ペットパラダイス

なごみ雑貨

52 チャンスセンター

宝くじ

21 a.v.v

ファミリー

53 COUNTRY KITCHEN

バイキングレストラン

22 スーラプラージュ

ランファン

54 ラケル

卵料理

23 COX

ファミリーカジュアル

55 信州そば野

そば

24 ニューステップ

靴

56 ふらんす亭

ステーキ・焙煎カレー

25 Love hair

美容院

57 故郷

韓国家庭料理

26 ドコモスポット

携帯電話

58 あの皿×この皿

横浜洋食

27 フレッシュネスバーガー

カフェ

59 元祖にんにくや

イタリア家庭料理

28 バッグコレクションモリタ

鞄

60 茂蔵

豆富創作料理

29 ブリリアント・ストーリー

宝飾

61 上海常

中国料理

30 off&on

雑貨

62 穂の香

うどん

31 ジュエリーツツミ

宝飾

63 らーめんむつみ屋

ラーメン

32 ハッシュアッシュ

トータルファッション

64 アロマヴィータ

イタリアンレストラン

トータルファッション

65 元気寿司

回転寿司

33 ザ・ボディショップ

化粧品

66 てんや

天ぷら・天丼

Super Select Shop
34
Love Love

インポート雑貨

67 グルメドール

ファミリーレストラン

35 ブルーブルーエ

服飾雑貨

68 スポーツオーソリティ

大型スポーツ専門店

36 シャツプラザ

レディス・メンズ

69 セキチュー

ホームセンター

37 JTB ツアーズ

旅行代理店

THE SHOP OZOC

□□2Ｆ □□

店舗名

業種

店舗名

業種

70 きものやまと

呉服

103 サリーズ

レディス

71 wooops!

バラエティ雑貨

104 ビュー

靴

72 ストーンマーケット

アクセサリー

105 ラブディーバ

レディス

73 I's ギャラリー

眼鏡・コンタクト

106 evangile

アクセサリー雑貨

74 ハートマーケット

レディス

107 ワンウェイ

レディス

75 ローリーズファーム

レディス

76 ハミルトン・エッセンス

レディス

108 ポエジーエルフ

ランジェリーファンデーション

77 太田眼科クリニック

眼科

109 ベティーズブルー&KLC

レディス・キッズ

78 小学館の幼児教室ドラキッズ

幼児教室

110 パスポート

生活雑貨

79 アロー

レディス

111 サンリオギフトショップキティーナ

キャラクター雑貨

80 BAG'S GROOVE

鞄

112 モンサック

鞄

81 ムラサキスポーツ

スポーツ用品

113 MONKY'S HIGH

アクセサリー

82 I LOVE Boo

キッズ

114 デザート王国

クレープ・アイスクリーム

83 HIDEAWAYS

メンズ

84 THE SHOP TK タケオ キクチ

トータルファッション

115 ロコモコ

丼物

85 グローバルワーク

ユニセックス

116 ペッパーランチ

ステーキ

86 ASBee

靴

117 おむらいす亭

洋食

87 CONFIRM

メンズ

118 かつてん

丼物

88 チャイハネ

エスニック雑貨

119 あんにょん

石焼ビビンバ

89 ヴィレッジヴァンガード

書籍・雑貨

90 m・i・x!

キャラクター雑貨

120 ドトールコーヒーショップ

カフェ

91 リラックス

リラクゼーション

121 ホブソンズ

クレープ・アイスクリーム

ローズガール

香港厨房

瓦匠

レディス

中華

瓦そば

92 キャッツカフェ

イート・カフェ

122 ケンタッキーフライドチキン

フライドチキン

93 喜久屋書店

書籍

123 チケットデポ

金券コンビニエンス

94 HMV

CD・映像ソフト

124 マクドナルド

ファーストフード

95 シマムラミュージック

楽器・スタジオ

125 はなまるうどん

讃岐うどん

96 Right-on

ジーンズ&カジュアル

126 よしもとうまいもんや

ラーメン・お好み焼・たこ焼

97 JIN'S GLOBAL STANDARD

眼鏡・服飾雑貨

127 ユーズランド

アミューズメント

99 駅前留学 NOVA

外国語会話

128 イオンシネマ太田

シネマ

100 ザ・ダイソー

生活雑貨

129 PETRAS

ガソリンスタンド

101 靴下屋

靴下

130 ミレス動物病院

ペットクリニック

102 アルシーヴ

レディス

133 モーリーファンタジー

室内ゆうえんち

合計 137 店舗

