04/7/5(月)

8 月 6 日（金）午前 9 時、静岡県浜松市に「イオン浜松志都呂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。
静岡県西部に位置する浜松市は、輸送用機器や楽器、繊維産業を中心に製造品出荷
額約 2 兆円の静岡県内最大の工業都市で、人口約 60 万人を擁します。さらに、浜松市
を含む周辺 12 市町村（合計人口：約 79 万人）では、合併協議がされており、2005 年 7
月 1 日を合併期日とし、さらには、2007 年 4 月に政令指定都市移行をめざし準備が進
められている地域です。
当 SC は、東名高速道路浜松西 I.C から南に 8km に位置し、幹線道路として南北に走
る浜松環状線と東西に走る新雄踏街道（浜松雄踏線）に接道しております。また、当 SC
の南 2.5km には東西に走る国道 1 号線が通り、道路アクセスに恵まれた立地にありま
す。
“暮らしに花咲く。このまちのイオン。”をコンセプトに、地域のお客さまに「楽しく」「美し
い」「親切な」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 68,126m2、商業施設面積 65,322m2、建
物長 367m、駐車台数 3,500 台（無料）と、静岡県最大規模の施設でお客さまをお迎えい
たします。全長 210m のモールは、吹抜けの高さが 22m、1 階の通路幅が 8m と開放的
な空間となっており、ゆったりとショッピングをお楽しみいただけます。
駐車場は、エリア毎の色分けや、個々の空きスペースが分かる誘導システムを設置
し、また、店内には、分煙に配慮し喫煙室を 3 箇所に設けるほか、さらに、多目的トイレ
である「みんなのトイレ」には、多目的ベッドやオストメイト対応のトイレを設置するなど、
ユニバーサルデザインの考えによる、すべてのお客さまが快適にご利用いただける施設
づくりに取組んでおります。
核店舗には「ジャスコ浜松志都呂店」、準核店舗にスポーツ専門店「スポーツオーソリテ
ィ浜松志都呂店」が出店するほか、家電専門店の「エイデン浜松志都呂店」や、地元から
書籍専門店「谷島屋書店」が出店いたします。静岡県初となる専門店 66 店を含む 150
からなるイオンモール専門店街は、1F「マイファミリー」、2F「マイスタイル」、3F「マイセル
フ」をフロアテーマに、モノだけでなく“楽しい時間”“新しいライフスタイル”を常に提案す
る SC をめざしてまいります。
なお、当 SC は、開店時の SC 周辺の交通渋滞緩和を図るとともに、建設期間中にご協
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、8 月 3 日（火）から 5 日（木）の 3 日間、プレオープン期間と

して営業いたします。
SC の概要
SC 名称

イオン浜松志都呂ショッピングセンター

所在地

〒432－8066 静岡県浜松市志都呂町 5605 番地

SC 運営管理

イオンモール株式会社

敷地面積

68,126m2

建築面積

46,930m2

建物延床面積

183,842m2

店舗部分

93,321m2

駐車場部分

90,521m2

商業施設面積

65,322m2
＜内訳＞
【店舗面積】
ジャスコ

23,058m2

スポーツオーソリティー 2,807m2
エイデン

2,480m2

物販専門店（通路含）

27,655m2

店舗面積計

56,000m2

【その他】
飲食･サービス

9,322m2

建物構造

鉄骨造地上 5 階建地下 1 階一部塔屋

駐車台数

3,500 台

駐輪台数

480 台

建築設計・施工

戸田建設株式会社

ディベロッパー投資額 約 190 億円（イオンモール投資額）
開店日

8 月 6 日（金）午前 9 時グランドオープン
（8 月 3 日（火）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 階食品売場は午前 0 時まで営業
エイデン
午前 10 時～午後 10 時

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～午後 10 時
※開店セール期間（8 月 3 日～15 日）は、全館午前 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 300 億円（内ジャスコ 約 95 億円）

出店店舗数

核 店 舗 ジャスコ浜松志都呂店
専門店数 150 店（ジャスコ内専門店 1 店含む､ATM6 基除く）

電話

SC 代表

053－415－1200

ジャスコ代表

053－415－1100

従業員数

SC 全体 約 2,200 名（内ジャスコ 約 600 名）

商圏

約 66 万人、約 24 万世帯

責任者

イオン浜松志都呂店 SC 開設委員長 鈴木 真琴（すずき まこと）
ジャスコ浜松志都呂店開設委員長
●●●●●●●● SC の取組みについて

＜施設・設備面＞

中田 満 （なかた みつる）
●●●●●

●●●

駐車場では、屋上を除く立体駐車場 2,051 台で車室毎にセンサー管理を行い、空きス
ペースへ無人にて誘導する「空きスペース誘導システム」を設置しています。また、ユニ
バーサルデザインの考えにもとづき、お客さまが自動車を停めた位置を認識しやすいよ
うゾーン毎に色分けをしております。
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。2004 年 6 月 1 日現在、イオンでは 289 施設がハートビル
認定を受けております。
また、当 SC では、廃タイヤを再生利用したポールや、タイヤ止め（地下、4・5 階立体
駐車場で使用）のほか、お客さまから回収したペットボトルを再生利用したエコ・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。
イオンモール専門店ゾーンでは、ブラッサイア、ベンジャミナ、ホンコンカポックなどの
観葉植物を配置しております。また、1 階レストラン入口吹抜け部分には、沖縄県の本
島から樹齢 16 年、高さ 6m のアカサヤマメノキの大木を植樹し、うるおいがあり、快適に
過ごしていただける空間を創り出しております。
多目的スペースであるイオンホールは、各種団体・サークル等の文化的活動・発表の
場として、個人はもちろん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 前には、遠州鉄道（株）のご協力によりバス停が設置され、浜松駅から山崎間
の路線バスにて SC にお越しいただくことができます。バスの運行により自動車や自転
車等でお越しいただけない方々の利便性が高まるとともに、環境への配慮や交通混雑
の防止に役立つものと考えております。
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

●●●

●●●●●

『ちょっぴりおしゃれなライフスタイル』を提案する時間消費型ショッピングモールです。
イオンモール専門店街は、圧倒的な店舗ボリュームや豊かな感性、魅力的な品揃えでお
客さまをお迎えいたします。
いろいろな楽しみ方ができる 3 つのフロアで、ゆっくりと時を過ごしていただき、たくさんの
発見と満足をしていただけるショッピングモールをめざします。
＜1 階：マイファミリー＞ －自分たちの生活応援ショッピング－
・ 『ヤングキャリアスタイルゾーン』では、OL やキャリアに人気の高い「オペーク ドット クリ
ップ」「& by ピンキー&ダイアン」「KOFI COLLECT NATURAL BEAUTY BASIC」をはじ
め、ブランドショップ「ハピネス」などファッションから雑貨まで、幅広いコーディネイトが楽
しめます。イオンモール専門店街中央の「Gap／GapKids」ではアメリカ流のハイセンス

なトータルファッションを提案しています。
・ 『ファミリー&デイリースタイルゾーン』では、「コムサイズム」「ハッシュアッシュ」「組曲
FAM & sis」など人気店が顔をそろえ、大型家電専門店「エイデン」とともに家族全員の
生活シーンをより豊かに演出します。
・ 『デイリーキッチンゾーン』では、輸入食材「カルディコーヒーファーム」、ベーカリー「パ
ン･タパス」、キッチン雑貨「212 キッチンストア」を中心として毎日の生活に潤いを持た
せるショップがファミリーのデイリーシーンを演出します。
・ 『カジュアルレストランゾーン』では、イタリアン＆デザート「パステル」、中華「上海常」、
自然食レストラン「Natural Kitchen」などの気軽に利用できる 10 店からなるレストランゾ
ーンとなっています。
＜2 階：マイスタイル＞ －自分らしさ表現ショッピング－
・ 『ヤングスタイルゾーン』では、若い女性に支持されている「ローリーズファーム」
「THE EMPORIUM」「one＊way／Bye Bye」を中心に高感度なショップが勢ぞろいしてい
ます。
・ 『マイスタイルを実現する大型店ゾーン』では、圧倒的な品揃えのスポーツ専門店「スポ
ーツオーソリティ」や、ライフスタイルショップ「無印良品」など、世代を超えて人気のある
大型ショップがフロアの核となっています。
・ 『メンズ&ユニセックスゾーン』では、「THE SHOP TK」や「BUONA GIORNATA」
「GLOBAL WORK」など、男性も満足できるショップから、ユニセックスまでカジュアルフ
ァッションが充実しています。
・ 『カジュアルダイナーゾーン』では、イタリアンバイキング「portofino」やカニ料理「カーニ
ーズ」、にんにく料理「元祖にんにくや」など、昼も夜も楽しく食事できる 9 店の個性的な
お店が軒を並べています。
＜3 階：マイセルフ＞ －自分だけのとっておきショッピング－
・ 『ホビー&スポーティブスタイルゾーン』では、アミューズメント「プラサカプコン」、書籍「谷
島屋書店」などの大型店を中心に、「ムラサキスポーツ」「ヴィレッジ･ヴァン ガード」やフ
ァッション雑貨「ハーレーダビッドソン」など、一人一人の多様な嗜好にお応えできる魅
力的なショップ構成となっています。
・ 『キッズ&ジュニアゾーン』では、個性的なキッズファッションの「I LOVE BOO」や、ジュニ
アに人気の「BETTY'S BLUE & K.L.C.」など、近年高まりを見せるキッズのニーズにもお
応えしています。
・ 『バラエティフードコートゾーン』では、「マクドナルド」や「ペッパーランチ」「おむらいす
亭」など 14 の人気店が集合し、明るく見晴らしの良い快適空間で、家族、友達同士で
楽しめるゾーンになっています。
●●●●●●●● ジャスコ浜松志都呂店の特徴

●●●

●●●●●

ジャスコ浜松志都呂店は、直営売場面積がジャスコ最大規模の約 23,000m2 で、お客
さまが快適にゆったりとお買い物ができるよう主通路幅 6m、天井高 5m と、明るく開放
感のある空間を実現しております。
「夢・感動・未来～豊な暮らしの創造館～」をコンセプトに、「普段の暮らし」と「ベストロ
ーカル」にこだわり、食料品から衣料品、住関連まで、特徴ある売場を揃え、生活に密着
した商品をお値打ち価格でご提供すると共に、より新しいライフスタイルを提案いたしま
す。
また、お客さまの買物の利便性を考え、レジは各階ごとに集約し、お買いまわりいただ
いた商品を一ヵ所で精算できる集中レジ方式を採用することで、精算回数や待ち時間の
短縮を図ってまいります。
□□1 階：食料品と美と健康のフロア□□

＜食料品の売場＞
・ 食料品売場では、地域最大級の約 4,200m2 の広さで、ゆったりとカートショッピングがお
楽しみいただけるよう、幅 6m の広い主通路を設けております。また、少人数のご家族
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、小パックの商品を
充実してまいります。さらに、地場商材を積極的に導入するとともに、手づくりの惣菜や
加工食品を中心にちょっと贅沢な商品など、おいしさにこだわった商品を毎日提供して
まいります。
・ 惣菜売場では、出来立て、つくりたての「サラダ」「和惣菜」などを対面で量り売りいたし
ます。また、店内で焼き上げる「ロティサリーチキン」や炭火で焼き上げた「焼き鳥」、旬
と鮮度と美味しさにこだわった寿司コーナーなどを展開いたします。さらに、店内で炊飯
したご飯を使用して握ったおにぎりやいなり寿司を展開し、手づくりの美味しさをお求め
いただけます。
・ 農産売場では、浜松市大久保町の生産者による、採れたてで新鮮な地場野菜コーナー
を展開いたします。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
化学合成農薬・化学合成肥料を節減した農産物である、イオンのプライベートブランド
商品「トップバリュ グリーンアイ」を展開いたします。また、健康的な食生活の支援を目
的に 1 日 5 皿以上の野菜と 200g 以上の果物を摂取することで食生活の大切さを知っ
ていただこうと「5 A DAY」運動を積極的に進めてまいります。
・ 水産売場では、焼津港よりの「鮪」、「鰹」の直送を始め、季節に応じ、地元の「桜海老」
や「しらす」「浜名湖あさり」、「鯵」や「鯖」などの近海大衆魚など、旬の魚介類を豊富に
取り揃え対面販売し、ご要望に応じて調理加工も実施いたします。また、沼津、焼津加
工など静岡の塩干物を豊富に品揃えいたします。
・ 畜産売場では、タスマニア島（オーストラリア）のイオン直営牧場で 20 年以上に渡り肉
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。豚肉では抗生物質や合成抗菌剤を使用し
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。

＜H&BC（ヘルス＆ビューティケア）の売場＞
・ 医薬品、化粧品、健康食品、日用雑貨を一ヶ所にまとめた H&BC の売場には、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約 1,800m2 の広さで展開
してまいります。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。カウンセリング化粧品に
ついては、「資生堂」「カネボウ」「ソフィーナ」「コーセー」「マックスファクター」を展開し、
お客さまの様々なご要望にお応えいたします。
・ ペットフード・用品売場では、イオン最大級の約 340m2 の広さで、「首輪」「リード」「キャリ
ーバック」などペット用品を充実し展開してまいります。
＜サイクルの売場＞
・ サイクルの売場では｢トップバリュ｣の選べるカラー12 色のステンレス仕様サイクルをは
じめ、ジュニアサイクルから電動アシストサイクルなど幅広く品揃えし、お客さまのニー
ズにお応えするとともに、社内で教育を受けた専門の販売員が、整備やパンクなどの
修理全般を承ります。
□□2 階：ファッションのフロア□□

＜ファッションの売場＞
・ ファッションの売場では、イオンの「トップバリュ ジーンズ」やリーバイ・ストラウス社がベ
ーシックなジーンズを高品質かつ値ごろ感のある価格で実現したブランド「リーバイ・ス
トラウス シグネチャー」の展開をはじめ、世界中のあらゆる表情をしたジーンズをトップ
スとともにコーディネート提案するジーンズ売場「エスパスドゥニーム」を展開するほか、
スポーツブランドの商品をストリートファッションの視点で構成し提案するスポーツカジュ
アルの売場「PORTSPORT」を展開いたします。
・ レディースの売場では、エレガントな外出着やスポーティな旅行着、室内でリラックスで
きるウェアまでトータルコーディネートで提案する、新しい価値観と美意識を持ったミセ
スからハイミセス向けショップ「ビバジョイ」や、米国リズ・クレイボーン社との共同開発ブ
ランドでニューヨークテイストをベースにさりげなくトレンドを取り入れたヤング・キャリア
向けショップ「エマ・ジェームス」を展開いたします。
・ メンズの売場では、当社のプライベートブランド「トップバリュ」の選べる 98 サイズのドレ
スシャツやパターンオーダーシャツのほか、トラッドスタイルやイタリアンクラシックスタイ
ルなどファッション性の高い商品まで幅広く取り揃えたシャツ売場「シャツアティテュー
ド」を展開するほか、団塊世代向けの大人のカジュアルウェア売場「フルハウス」を展開
いたします。
・ インナーウェアの売場では、広くゆったりとご試着いただけるフィッティングルームを設
けました。ランジェリー&ファンデーションでは、今人気のトレンド商品を集めたゾーン

や、本来の補正機能を持った商品やアウターに下着のラインが目立たないベーシック
な商品を集めたコーナー、ナイティリラックスのコーナーなど、ご利用シーンにあわせて
お選びいただける売場を目指してまいります。
・ 服飾の売場では、お客さまが着こなしに合わせて、帽子やアクセサリー、レイングッズ、
ギフト商品などをお選びいただけるように、それぞれの売場を 4 つの劇場に見たて、シ
ーズンごとに豊富な品揃えと楽しさを提供する「シーズナルシアター」を展開いたしま
す。
□□3 階： キッズ、ホームファッション、デジタル、家庭用品のフロア

□□

＜キッズの売場＞
・ キッズの売場では、マタニティからベビー用品、子供服、子供靴、玩具などを一ヶ所にま
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「ファンタジーアイランド」を隣
接し、約 3,700m2 の広さで展開いたします。
・ 子供服の売場では、幼児や幼園児向けに BeBe とイオンが共同開発した商品「any be‐
how do you do‐（エニィべー・ハウドゥユゥドゥ）」や、身長が 130cm から 160cm の女の
子向けの商品を充実させるなど、アパレルからファンシーグッズ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、自動車、電車な
どの乗り物玩具で遊びながら交通ルールが学べるコーナー「乗り物王国」を展開するな
ど、実際に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＞
・ ホームファッションの売場では、寝具やインテリア用品、住まいの家電製品、ダイニング
用品などを幅広く取り揃えてまいります。寝具やインテリア用品では、イオンオリジナル
商品をはじめとして豊富に品揃えし、コーディネート提案してまいります。
＜デジタル家電の売場＞
・ デジタル家電の売場では、「30 型液晶テレビ」や「320 万画素 デジタルカメラセット」など
イオン専用の商品をはじめ、メーカー各社のパソコン、オーディオビジュアル、デジタル
カメラ、携帯電話、さらにはゲーム機器やゲームソフトなどを一ヶ所にまとめて展開して
まいります。
＜イオンラウンジ＞
・ イオンカード会員ロイヤルカスタマーさまおよび、イオンオーナーズカード会員さま用
VIP ルーム「イオンラウンジ」を設置いたします。当ラウンジでは、お買い物の合間にゆ
っくりとくつろげる空間をご提供するとともに、当社開発商品のご試食や、ホームページ

の閲覧などができます。
●●●●●●●● 環境社会貢献

●●●●●

●●●

・ イオンでは、地域のお客さまと共に取組む環境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、地域のお客さまと共に植えて
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 でも来る
7 月 11 日（日）近隣にお住まいのお客さま約 2,000 名にご参加いただき、その地域に
自生する「ふるさとの苗木」61 種、約 10,000 本を植樹いたします。
・ 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）」を
テーマに、お客さまとともに環境・社会貢献活動を考え、実行する日としております。こ
の「イオン･デー」では、地域のボランティア団体を通じて、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、地域のお客さまに還元する「イオン 幸せ
の黄色いレシートキャンペーン」や、従業員が公園、河川敷などの公共施設、周辺地域
の清掃を行う「クリーン＆グリーン活動」など、様々な地域貢献活動をしてまいります。
・ レジ袋の削減を図る省資源活動として、「お買物袋持参運動」を実施するとともに、「マ
イバッグ」を販売いたします。また、お買物の利便性を考え、お買物時からお持ち帰りま
で「カゴ」ひとつでご利用いただける「マイバスケット」の販売を合わせておこなってまい
ります。「マイバスケット」は 1 個 315 円にて販売、ご不要になった際はご返金いたしま
す。
・ イオンでは、店舗を拠点として、環境省が進める「こどもエコクラブ」事業をサポートし、
次世代を担う子ども達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
まいります。当店においても早期に募集を開始したいと考えています。
□□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）
□□B1F □□

店舗名
1 チャンスセンター

業種
宝くじ

店舗名

業種

38

□□1F□□

店舗名

業種

店舗名

業種

1 エイデン

家電・パソコン

23 cafe パリ蔵

甘味

2 マザーグースの森

なごみ雑貨

24 らーめん むつみ屋

ラーメン

OLIVE des OLIVE DOLL
3
（オリーブ デ オリーブ ドール）

ファミリー

25 とんかつ和幸

とんかつ

トータルファッション

26 四六時中

ファミリーレストラン

5 eur 3（エウルキューブ）

レディース

27 めん処 つるはん

うどん・おこわ

6 off & on

生活雑貨

28 上海常

中華

7 組曲 FAM & sis

ファミリー

29 パステル

イタリアンデザート

8 クランプリュス

レディース

30 タリーズ コーヒー

カフェ

AMO'S STYLE
9
（アモスタイル）

ランジュリー・ファンデーション 31 LUCA

4

HusHush
（ハッシュアッシュ）

レディース

11 CUKE

宝飾

33 プチメゾン

レディース

12 エスティオ

フェイシャルエステ

34 GAJA

靴

13 Natural Kitchen

ナチュラル洋食

35 カルディーコーヒーファーム

インポートグロサリー

14 寿司一代

回転すし

36 パン・タパス

ベーカリー

15 郵便預金 ATM

ATM

37 パルファン

コスメ

遠州信用金庫 ATM

ATM

38 212 キッチンストア

キッチン雑貨

浜松信用金庫 ATM

ATM

39 Queen's Aria

宝飾

UFJ 銀行 ATM

ATM

40 生活の木 HAND MADE GUILD

ハーブ

イオンクレジットサービス ATM

ATM

41 ブランドショップ ハピネス

インポート雑貨

静岡銀行 ATM

ATM

42 & by ピンキー&ダイアン

レディース

16 SNAPS！

デジタル・DPE

43 スパーク

婦人靴

17 マサキクリーニング

クリーニング

44 オペーク ドット クリップ

レディース

18 マジックミシン

リフォームスタジオ

45 Gap／GapKids

トータルファッション

チーズケーキ・クレープ

46

20 R.L（エール・エル）

ワッフル

47 ローラ アシュレイ

レディース・ホームファニシン
グ

21 リーフショップ竹茗

日本茶・紅茶

48 ザ・ボディショップ

コスメ

19

路地裏のチーズケーキ工房
ティオグラトン

KOFI COLLECT NATURAL
BEAUTY BASIC

レディース

□□2F□□

業種

店舗名

業種

1 スポーツオーソリティ

店舗名

スポーツ

25 JELLY BEANS

婦人靴

2 ASBee

靴

26 INGNI

レディース

3 手あてん接骨院

接骨院

27 one＊way／Bye Bye

レディース

4 オーデンタルクリニック

歯科医院

28 エルチャンス

レディース

5 SHIRTS PLAZA

レディース・メンズ

29 アフリカ太郎 恋は不思議

レディース

6 すげ蔵

鞄

30 A＊R＊Я＊O＊W

レディース

7 THE SHOP TK

メンズ

31 コレット・ムカイ

アクセサリー

8 GLOBAL WORK

ユニセックス

32 forme

レディース

9 JIN'S GLOBAL STANDARD

メガネ

33 ローリーズファーム

レディース

10 クール ドゥ クルール

服飾雑貨

34 ハートマーケット

レディース

11 リフレッシュサロン ラフィネ

リラクゼーション

35 Hermans

レディース

12 和 DINING 旬蔵

和風ダイニング

36 THE EMPORIUM

レディース

13 カプリチョーザ

イタリアン

37 Alphabet club

レディース

14 キャッツ カフェ ダイニング

洋風ダイニング・カフェ

ソニープラザ
38
パートナーショップ DELY

輸入雑貨

15 portofino

イタリアンバイキング

39 LUSH

アロマ

16 ラケル

卵料理

40 無印良品

ライフスタイル雑貨

17 元祖にんにくや

にんにく料理

41 Christina Perfumery

フレグランス

18 カーニーズ

カニ料理

42 ユニオンステーション

ユニセックス

19 ふらんす亭

ステーキ＆焙煎カレー

43 AFFAIRE D' HOMMES

メンズ

20 欧風家庭料理 オーブン亭

欧風料理

44 BUONA GIORNATA

メンズ

21 PINKY LOVE

服飾雑貨

45 駅前留学 NOVA

語学教室

22 エメフィール by ソックコウベ

インナー

46 写楽館

フォトスタジオ

23 ジェンヌ

宝飾

47 au ショップ（イオン）

携帯電話

24 JAYRO white

レディース

48 金犬くん

チケットショップ

□□3F□□

店舗名

業種

店舗名

業種

1 プラサカプコン

アミューズメント

27 シネマクラブ

レディース

2 谷島屋書店

書籍

28 シーベレット

バラエティ雑貨

3 HMV

CD&DVD

29 織部

和雑貨

4 ハーレーダビッドソン

ファッション雑貨

30 ほていや

呉服

5 YAMATO

ユニセックス

31 パーツクラブ

ビーズ

6 ボザール

生活雑貨

32 どんぐり共和国

キャラクター雑貨

7 カリビアンプラネット

ユニセックス

8 ビーンズ

ユニセックス

33 BRANSHES

キッズ

9 キクチメガネ

メガネ

34 I LOVE BOO

キッズ

10 STONE MARKET

天然石・アクセサリー

35 30-0（サーティーラブ）

美容室

11 ル・タン

リラクゼーション

36 BETTY'S BLUE & K.L.C.

レディース・キッズ

12 茶屋銀だこ

たこ焼

37 Right-on

ファミリーカジュアル

13 グリルシェフ

ハンバーグ・カレー

38 ザ・クロックハウス

時計

14 はなまるうどん

うどん

39 nustep（ニューステップ）

靴

15 マクドナルド

ファーストフード

40 IKKa（イッカ）

レディース

16 アフロディーテ

クレープ・ジェラード

41 KU DÉTa

靴

17 ミスタードーナツ

ドーナツ

42 ムラサキスポーツ

スポーツ

18 おむらいす亭

オムライス

43 Vault（ヴォールト）

シルバーアクセサリー

19 あんにょん

石焼ビビンバ

44 ヴィレッジ・ヴァンガード

書籍・雑貨

瓦そば

45 チャイハネ

エスニック雑貨

20 ドトールコーヒーショップ

カフェ

46 ジャスベル

トラベル

21 ペッパーランチ

ステーキ

47 JTB トラベランド

トラベル

22 スガキヤ

ラーメン

48 小学館の幼児教室ドラキッズ

幼児教室

23 ホブソンズ

アイスクリーム

49 こども英会話セイハ英語学院

幼児教室

24 スターバックスコーヒー

カフェ

50 RECYCLE KING

宝石・貴金属

25 サンリオ ギフトゲート

キャラクター雑貨

51 ファンタジーアイランド

室内ゆうえんち

26 靴下屋

靴下

瓦匠

NHK キャラクターショップ

キャラクター雑貨

合計 150 店舗
（※ジャスコ内専門店 1 店含む、ATM6 基除く）
イオン浜松志都呂ショッピングセンターホームページ

