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                              イオンリテール株式会社 

 
イオンモール岡崎 

11/28（金）ＡＭ９時リニューアルグランドオープン 
～多彩な９７の専門店が新たに誕生～ 

 
 １１月２８日（金）午前９時、「イオンモール岡崎」がリニューアルグランドオープン

いたしますので、ＳＣ概要と合わせてご案内申し上げます。 

イオンモール岡崎（以下当ＳＣ）は、ジャスコ岡崎南店（１９９５年オープン）の隣地

に、新たに核店舗として岡崎西武と１３０の専門店街を新設し、2 核 1 モールの本格的な

リージョナルショッピングモールとして、２０００年９月にオープンしました。 
 

開店満８年を機に、「上質で豊かな生活スタイル提案」をコンセプトに、これまでのお客

さまからのご要望の多かった、シネマコンプレックスやアミューズメントなどエンターテ

イメント機能の強化と和食・洋食・中華を取り揃えたレストランゾーン、フードコートの

新設を図り飲食店の充実を図ります。更に人気のキャラクターからアパレルまでフルライ

ンのキッズゾーンと、働く女性のファッションと美（ヘルス＆ビューティー）にフォーカ

スした「高感度」な生活シーンの提案を目指すことなどにより、更に進化を続けるショッ

ピングモールづくりを行います。当ＳＣはこの度のリニューアルにより９７店舗が新規に

出店し、合計の専門店数は２１２店舗となります。既存棟では３１店舗が今回のリニュー

アルを機に改装し、核店舗のジャスコにおいても、新たなサービス機能の増設や食料品売

場の刷新、住居余暇の拡充など改装を行い、日々の暮らしに必要な品々を豊富に取り揃え

お買い得価格でご提供してまいります。 
 
施設面では、ジャスコと岡崎西武を結ぶこれまでのモール「ウェストアベニュー（約１

４０ｍ）」に加え、約１８０ｍの新たなモール「イーストアベニュー」を平行して新設し、 

併せてシネマコンプレックスとアミューズメントが揃う「シネマ館」をジャスコ側へ新設

してまいります。またこの度のリニューアルにあたりこれまでの設備の見直しを図りまし

た。案内表示の一つ一つをはじめ、「赤ちゃん休憩室」３箇所の増設、お子さまからお身体

の不自由なお客さまにも対応した最新のトイレ設備、館内の休憩スペースの充実、既存の

「ウェストアベニュー」の床面をタイルからカーペットへ変更することによる歩行対策な

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。 

駐車場設備では、これまでより８００台を増設し４,３００台となり、その設備において

も立体駐車場１,６００台相当において遠方から満空状況がわかる最新の「車室管理システ

ム」の導入や、リモコンゲートによる車いすの方専用の駐車場２５台分を増設するなどす

べての方々に配慮した施設づくりを目指しております。 

 

当ＳＣは、今後も「美しく」「楽しく」「親切な」ＳＣづくりに取り組み、地域の「街」

としてお客さまに“なくてはならない施設”とご支持いただけるようめざしてまいります。 

 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 

イオンモール㈱広報 野口・宮入           （電話：０４３－２１２－６７３３） 

イオンリテール㈱中部ｶﾝﾊﾟﾆｰ広報 広瀬     （電話：０５２－５８９－０７３３） 

 



 添付資料  

【ＳＣの概要】 

・Ｓ Ｃ 名 称        ： イオンモール岡崎 

・所 在 地        ： 〒４４４－０８４０ 愛知県岡崎市戸崎町字外山３８番地５ 

・Ｓ Ｃ 運 営 管 理        ： イオンモール株式会社 

・敷 地 面 積        ： １０６,８３４㎡  ＊ﾘﾆｭｰｱﾙ前９１,５８３㎡ 

・商 業 施 設 面 積        ：  ９５,０００㎡    ＊ﾘﾆｭｰｱﾙ前６７,０００㎡ 

・駐 車 台 数        ： ４,３００台（内９１台 身障者駐車場） ＊ﾘﾆｭｰｱﾙ前 ３,５００台 

 

・リニューアルオープン日： １１月２８日（金）午前９時 

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

           岡崎西武            午前１０時～午後 ９時 

イオンモール専門店街･ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ  午前１０時～午後１０時 

レストラン街                  午前１０時～午後１１時 

ゲームランド          午前１０時～午後１０時 

イオンシネマズ         午前１０時～午前 ０時 

スポーツクラブ ザ・スペース  午前 ９時～午前 ０時 

※開店セール期間（１１月２８日（金）～１１月３０日（日））は、 

全館午前９時に開店いたします。 

・休 業 日        ： 年中無休 

・出 店 店 舗 数        ： 核 店 舗 ジャスコ岡崎南店、岡崎西武 

           専門店数２１２店（ジャスコ内専門店４６店含む） 

・電 話        ： Ｓ Ｃ 代 表       ０５６４－５９－１０００ 

           ジャスコ代表 ０５６４－５７－２２１１ 

・従 業 員 数        ： ＳＣ全体  約４,６００人 ＊リニューアル前 約３,４００人 

・商 圏        ： １００万人（自動車５０分圏） 

・責 任 者        ： イオンモール岡崎 ゼネラルマネージャー 岡  茂徳 （おか しげのり） 

ジャスコ岡崎南店 店長 大坂 弘之 （おおさか ひろゆき） 

 

 

＜ソフトオープン＞ 

当ＳＣは、リニューアルオープン時の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、１１月２７日(木)を

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イーストアベニュー（増床棟）の特徴】 
 

≪１階：三河地区最大級のレストラン・エンジョイメント・モール≫ 

 毎日の食卓を楽しくするスイーツや、ご家族や大切なお友達とおいしい食事を楽しみながらコ

ミュニケーションをとって頂ける和・洋・中合計１３店舗のレストランを集めました。 

 

・ スイーツ人気ショップとして愛知県２店舗目となるマイナス９度に冷やした石の上でアイス

クリームとミックスイン（フルーツ・ナッツ等）を混ぜ合わせるアメリカで話題のエンター

テイメント・アイスクリームショップ「コールド・ストーン・クリーマリー」が登場します。 

・ 全国で話題の名店、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」も登場。 

・ 地元人気店として、回転寿司「魚魚丸」が出店いたします。 

 

≪２階 トレンドスタイル・エンジョイメント・モール≫ 

最新のトレンドファッションをはじめとして、アクセサリー、鞄、靴等の服飾雑貨でトータル

ファッションコーディネートを提案いたします。また、ファッションに加え、“美”を追求するビ

ューティ機能やコスメ、スポーツテイスト専門店でアクティブな日常生活を応援します。 

 

・ 東海地区初登場でユナイテッドアローズのグループ企業からデビューした新ブランドの 
「ｃｏｅｎ（コーエン）」が出店するほか、バロックジャパンリミテッドの新業態「AZUL by 

moussy」が初登場します。 

・ レディスファッションは、ギャル系で人気の「ワンウェイ＆バイバイ」や、ジャンルやスタ

イルを問わないボーダーレスな商品と定番モノから流行モノまで他にはないリーズナブル力

と品揃えを誇る「ＡＮＡＰ」が三河地区初登場します。 

・ また、人気のマリンスポーツからスノーボードまで取り揃える「ムラサキスポーツ」が三河

地区初上陸します。 

 

≪３階 地域最大級の６００席のフードコート 

地域 NO1 のキッズ＆書籍を備えたエンジョイメント・モール≫ 

毎日の余暇の時間をこだわって過ごす趣味・バラエティ雑貨を集積した他、キッズからユニセ

ックスまで対応するファッション、さらには誰でも楽しめる豊富なメニューのフードコートによ

り、訪れる人々に幅広い時間の過ごし方を提案します。 

 

・ ファミリーで人気の「マクドナルド」、地元ラーメンと言えば「スガキヤ」、全国大人気の 

讃岐うどん「丸亀製麺」、牛丼専門店の「すき家」話題性で大人気の「おめで鯛焼屋」等、合

計１１店舗が出店いたします。 

・ 書籍は既存の「未来屋書店」が売場を拡張して、あらゆる分野で品揃えを充実します。 

・ キッズ対応ゾーンとして、三河地区初登場のディズニーグッズ専門店の「THE DISNEY 

STORE」をはじめ、人気ショップ駄菓子屋「吉田商店」を導入し、楽しさや遊び心のある構成

といたします。 

・ ウエアからアクセサリー・コスメまでトレンドに敏感な新しいタイプのティーンズ向けセレ

クトショップ「Pink latte」が出店します。 

 

【シネマ館】 

地域のエンターテインメント拠点として、開店当初よりご要望の高かった１０のスクリーン

（１５００席）を持つシネマコンプックス「イオンシネマズ」の導入とともに、地域最大級の

アミューズメントパーク「ゲームランド」が出来ます。カップル、ご家族でお楽しみいただけ

る施設として最新の設備で登場します。 
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【ジャスコ岡崎南店の特徴】  
                           

「ジャスコ岡崎南店」では、この度の改装で、新たに３階にイオンラウンジを設けます。食

料品売場ではサラダ惣菜ショップ、焼魚コーナー、餃子コーナー、衣料品売場では、エマジュ

ームス、ボ・ドレ、フルハウス、インティアントのアパレルショップ、住居余暇ホームラボな

どを新たに導入いたしました。当店では、生まれ変わった売場で、これまで以上に、日々の暮

らしに必要な品々を豊富に取り揃え、お買い得価格でご提供してまいります。 
 

≪１階 食と美・健康のフロア≫ 

・ デリカコーナーでは、レストランの味をご自宅でお楽しみいただける惣菜を品揃えました。

ホットデリカでは、鉄板焼きをはじめ備長炭で焼き上げた焼き鳥串と、鶏惣菜コーナーを展

開いたします。また餃子は焼きたて、おにぎりは握りたてを提供いたします。 

・ お弁当のコーナーでは、健康に配慮した低カロリー弁当や、「ちょっとだけ」がうれしいミニ

弁当などを新たに品揃えし、出来立てのお弁当・丼を提供します。 

・ Ｈ＆ＢＣ売場では、落ち着いた雰囲気の中で美容相談ができるお手入れコーナーを設        

けてカウンセリング化粧品を拡大しました。 

 

≪２階 「イオンスタイル ストア」 レディス・メンズワールドのフロア≫ 

・ レディスワールドではイオンスタイルストアのエシーム・ビーザ・ビーアス・ボドレを導入

しました。メンズワールドではフルハウス、インテアントを導入いたしました。 

・ 靴・鞄売場では「トラベル」「ウォーキング」の新しい売場を提案いたします。「トラベル」

では大型キャリーケースから旅行小物まで、ご旅行に必要なものを幅広く取り揃えました。

「ウォーキング」では、新たに導入した「足型の測定器」を使用しお客さまの足にジャスト

フィトするシューズをお選びいたします。 

 

≪３階 キッズと住まいのフロア≫ 

・ キッズでは、お客さまが便利にお買い物いただけるよう、出産準備用品やベビーカー    

から子供服、玩具、ステーショナリー、インテリア用品まで展開いたします。また、  

キッズルームやアミューズメントを併せて３０００㎡の広さで展開します。売場で  

はベビーアドバイザーがご出産を控えた方やお客さまのご相談を承ります。 

 

≪生活応援への取組≫ 
・ イオンでは生活の必需品を納得価格でより低価格お届けする「ベストプライスｂｙトップバ

リュ」をはじめお客さまのあらゆる生活シーンで衣食住をサポートするイオンのプライベー

トブランド「トップバリュ」を約５，０００アイテム品揃えています。 
・ 「がんばろう日本！とことん価格」として衣料品・食料品・住居余暇商品あわせて 

１，０００品目の価格を店頭価格（１０月１０現在）から１０％～３０％値下げを実施いた

しております。 
 
＜イオンのプライベートブランド（ＰＢ）「トップバリュ」＞ 

・ お客さまと共に環境保全に向けた取組としてこの冬は暖房設定温度を低く設定することによ

り CO2 削減を目指す取組として保温性があり、軽く、動きやすいフリースジャケットを着

用する“フリース・ビズ”を新たに提唱しプライベートブランド（PB）トップバリュフリー
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スを展開します。 
・ 三洋電機㈱と協同開発した家電商品の「トップバリュ」の充電池やドライヤー、炊飯ジャー、

オーブンレンジなど含め１３種類を展開いたします。 

 
＜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＞ 

食品売場では安全・安心な商品やサービスをお届けするために厚生労働省認定資格の実務に

即した鮮魚士・ホットデリカマスター・寿司マスター・グリナリーマスター・農産マスター

がお客さまのご要望にお答えいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



イオンモール岡崎パース 
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【イオンモール専門店一覧】 
１Ｆ ５０店舗（ATM ６基を含む） 

イオンモール専門店 

店舗名 業種 店舗名 業種 

ﾛｰﾗｱｼｭﾚｲ 婦人衣料 GAJA 靴･鞄 

ｺﾑｻｲｽﾞﾑ/ﾎﾞﾅｼﾞｮﾙﾅｰﾀ ﾌｧﾐﾘｰ衣料 ★ｼﾞｮﾘﾄｩｼﾞｭｰﾙ･ｶﾃﾞｯﾄ 服飾品 

★ﾊﾋﾟﾈｽ ｲﾝﾎﾟｰﾄ雑貨 岡崎信用金庫 出張所 生活ｻｰﾋﾞｽ 

ﾊｯｼｭｱｯｼｭ ﾌｧﾐﾘｰ衣料 ｶﾌﾟﾘﾁｮｰｻﾞｶﾞｰﾘｯｸ&ﾄﾏﾄ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

ｳﾞｨｱｻｻﾞﾋﾞｰ 靴・鞄 旬菜しゃぶ重 ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

ｸﾘｱｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ/ﾙｱｺﾝｼｬｽ 婦人衣料 ﾗｰﾒﾝ一刻魁堂 ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

ﾙﾋﾟｼｱ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 上海湯包小館 ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

36sticks 食品 若鯱屋 ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ ｷﾊﾁｿﾌﾄｸﾘｰﾑ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

ｸﾞﾗﾝﾌﾞｯﾌｪ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ ★揚げたて屋天ひげ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

GAP ﾌｧﾐﾘｰ衣料 ﾗﾘｰﾅ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰﾍﾞｰｼｯｸ 婦人衣料 ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸﾚｰﾌﾟｶﾌｪ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝﾎﾞﾃﾞｨﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 婦人衣料 ｲｵﾝ銀行 生活ｻｰﾋﾞｽ 

ﾌｧﾝｹﾙﾊｳｽｊ H&BC ｶﾙﾃ゙ ｨｺー ﾋー ﾌｧー ﾑ 食品 

ｶﾌｪｺﾑｻ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ ｺｰﾙﾄﾞｽﾄｰﾝｸﾘｰﾏﾘｰ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

ﾐｯｸｽｵｰ 婦人衣料 炭火焼ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｶｷﾔｽ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

ｲｵﾝ銀行 ATM その他ｻｰﾋﾞｽ とんかつ新宿さぼてん ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

岡崎信用金庫 ATM その他ｻｰﾋﾞｽ ﾋﾟｯﾂｪﾘｱﾏﾘﾉ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

三菱東京 UFJ 銀行 ATM その他ｻｰﾋﾞｽ 串家物語 ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

名古屋銀行 ATM その他ｻｰﾋﾞｽ 旬菜食健 ひな野 ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

蒲郡信用金庫 ATM その他ｻｰﾋﾞｽ ﾛﾑﾚｯﾄ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

碧海信用金庫 ATM その他ｻｰﾋﾞｽ 魚魚丸 ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

岡崎ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ歯科 生活ｻｰﾋﾞｽ ｺｺｳｫｰｸ/ｵｰｼｬﾝｶﾌｪ 生活雑貨 

ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ 大型店舗 ﾒｲﾘｰﾙｰ 婦人衣料 

ｽﾀｲﾘｯｼｭｸﾞﾘｰﾝｼﾞｭﾘ ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ ﾌﾗﾊﾞｰｽﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ 
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２Ｆ ６２店舗 

イオンモール専門店 

店舗名 業種 店舗名 業種 

ﾄｩｰﾜﾝﾄｩｰ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ ｻﾞ･ｽﾍﾟｰｽ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 

ﾜﾝｽﾞﾃﾗｽ 生活雑貨 ｱｸｼｰｽﾞﾌｧﾑ 婦人衣料 

ｼﾞｬｲﾛﾎﾜｲﾄ 婦人衣料 ｽﾄｰﾝﾏｰｹｯﾄ 服飾品 

ﾙｶ 婦人衣料 ﾊｰﾄｱｯﾌﾟ 5 ﾐﾆ ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ 

ｱﾓｽﾀｲﾙ ｲﾝﾅｰ ﾅﾅｽﾞｸﾞﾘｰﾝﾃｨｰ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ 

ﾋﾟｽﾀｸﾚｾｽ 靴 MUK 服飾品 

ｽｺｯﾄｸﾗﾌﾞ 婦人衣料 ﾛｰﾘｰｽﾞﾌｧｰﾑ/ｼﾞﾅｼｽ/ﾍｻﾞｰ 婦人衣料 

ｿﾌｨ･ｳﾞｨｱｰﾚ 宝石・貴金属 ﾗｯｼｭ H&BC 

ふぁんふぁん 婦人衣料 ★COEN 婦人・紳士衣料 

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱｰｽﾞｼｮｯﾌﾟ 婦人衣料 ﾋﾞｰﾝｽﾞ 紳士衣料 

ｸﾘｽﾃｨｰﾅﾊﾟﾌｭｰﾏﾘｰ H&BC ★ｼﾙﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 服飾品 

IiMK 婦人衣料 ★ｺﾝﾌｧｰﾑ 紳士衣料 

★ｼｬﾝﾌﾞﾙﾄﾞｩｼｬｰﾑ 婦人衣料 ★ｲﾙｽﾞ 衣料その他 

ﾍﾞﾙｱﾐｰ 婦人衣料 ﾎﾞｻﾞｰﾙﾌﾟﾘｭｽ 生活雑貨 

ｼﾞｭｴﾘｰﾂﾂﾐ 宝石・貴金属 ★ｺﾖｰﾃ その他雑貨 

ｵﾘﾋﾞｱ 婦人衣料 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｸ 婦人･紳士衣料 

織部 家庭用品 ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂ用品 

ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｽｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ 婦人・紳士衣料 ★ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾍｳﾞﾝ 服飾品 

ｵﾙﾋﾞｽ･ｻﾞ･ｼｮｯﾌﾟ H&BC ｼﾞｪｯﾄｾｯﾀｰﾘｿﾞｰﾄ 衣料その他 

ﾋﾞｰｽﾘｰ 婦人衣料 ﾊﾞｹﾞｰｼﾞ Y ｵﾑ 鞄 

ｸﾞﾗﾆﾌ 婦人・紳士衣料 ﾗｯｼｭﾄﾞ 婦人衣料 

ｺﾌｨｺﾚｸﾄ 婦人衣料 ﾋﾟﾝｶｰﾙ 婦人衣料 

ﾊｰﾄﾏｰｹｯﾄ 婦人衣料 ｱｽ゙ ﾙー ﾊ゙ ｲ ﾏｳｼ゙  ー 婦人衣料 

INGNI 婦人衣料 ★ｱｼｯﾄﾞｽﾀｲﾙ 服飾品 

★ｱｰﾘｰｱﾝﾄﾞ 婦人衣料 ANAP 婦人衣料 

★ｷｬﾝﾃﾞｨｯｼｭ 靴 ﾜﾝｳｪｲ&ﾊﾞｲﾊﾞｲ 婦人衣料 

ﾉｳﾋﾞｰﾝｽﾞ 婦人衣料 ★ｽﾀｲﾙﾗﾌﾞ 婦人衣料 

ｱﾛｰ 婦人衣料 ﾌﾗﾝ ｲﾝﾅｰ 

ｻﾞ･ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ H&BC ﾊﾟﾙﾌｧﾝ H&BC 

ﾚｽﾄ･ﾛｰｽﾞ 婦人衣料 ★ｼﾞｪﾘｰﾋﾞｰﾝｽﾞ 靴・鞄 

ﾍﾞﾈﾄﾝ/ｼｽﾚｰ 婦人衣料 靴下屋 衣料その他 
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３Ｆ ５４店舗 

イオンモール専門店 

店舗名 業種 店舗名 業種 

ﾐﾆﾌﾟﾗ 生活雑貨 ﾈｲﾙﾈｲﾙ 生活ｻｰﾋﾞｽ 

無印良品 生活雑貨 ﾗﾋﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ その他ｻｰﾋﾞｽ 

ｼﾏﾑﾗﾐｭｰｼﾞｯｸ CD･楽器 ｷﾞﾌﾞｿﾝｽﾞ ｻﾝﾀ ｸﾗﾗ 理美容 

ﾗｲﾄｵﾝ ﾌｧﾐﾘｰ衣料 ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾞﾃﾞｨ 生活ｻｰﾋﾞｽ 

ｼﾞｪｽﾍﾞﾙ その他ｻｰﾋﾞｽ 中日印章 印章 

ｱｽﾋﾞｰ 靴 ★ｲｰｼﾞｰｺｰｼﾞｰﾃﾞｰｼﾞｰ 生活雑貨 

ｷｸﾁﾒｶﾞﾈ ﾒｶﾞﾈ 駄菓子･玩具吉田商店 食品 

きものの錦 衣料その他 ★ｽﾀｰﾍﾞｲｼｮﾝｽﾞ 子供衣料 

ﾌﾞｰﾆｰｽﾞ その他雑貨 ｲｵﾝﾆｭｰｺﾑ その他ｻｰﾋﾞｽ 

ｳﾞｨﾚｯｼﾞｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ 書籍 ★ｱﾌﾟﾚﾚｸｰﾙ 子供衣料 

ｱﾅﾋｰﾀｽﾄｰﾝｽﾞ 服飾品 ★ｸｯｺ 子供衣料 

ｸﾚｱｰｽﾞ 服飾品 ★ｹﾞﾝｷｷｯｽﾞ 子供用靴 

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｽﾄｱ 趣味雑貨 

ﾀﾜｰﾚｺｰﾄﾞ CD･楽器 ﾋﾟﾝｸﾗﾃ 子供衣料 

ﾀｲﾑﾎﾞｯｸｽ 時計 JTB ﾄﾗﾍﾞﾗﾝﾄﾞ その他ｻｰﾋﾞｽ 

JIN's ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾒｶﾞﾈ ﾄﾖﾀ FS 証券 その他ｻｰﾋﾞｽ 

ｸﾗﾓｸﾘｰﾓ その他雑貨 未来屋書店 書籍 

ﾌｫﾄﾊｳｽ J’STAGE その他ｻｰﾋﾞｽ 広東炒飯店 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

ﾏﾗｲｶ その他雑貨 ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

ｻﾝﾘｵｷﾞﾌﾄｹﾞｰﾄ その他雑貨 ﾃﾞｻﾞｰﾄ王国 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

ｽｲﾏｰ その他雑貨 おめで鯛焼本舗 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

岡崎ﾏｻﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝ&ﾍﾟｯﾄﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ その他雑貨 ★花門亭 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

GEIHINKAN ﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ ｽｶﾞｷﾔ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞﾙｰ 服飾品 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

ｲｵﾝ保険ｻｰﾋﾞｽ その他ｻｰﾋﾞｽ すき家 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

ﾘﾗｯｸｽﾏｰｹｯﾄ その他雑貨 丸亀製麺 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

ﾘｻｲｸﾙｷﾝｸﾞ その他ｻｰﾋﾞｽ ★丸醤屋 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

 



１Ｆ２７店舗 

ジャスコ専門店（ATM４基含む） 

店舗名 業種 店舗名 業種 

寿がきや ﾗｰﾒﾝ ｽﾅｯﾌﾟｽ ｶﾒﾗ･DPE 

花咲き花咲か屋 焼き物 ﾐﾙﾌﾛｰﾗ 宝飾 

ほなみ どんぶり･うどん ﾓﾝﾃｨｱﾄﾞ 宝飾 

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ﾄﾞｰﾅﾂ ﾙﾅﾊﾟｰｸ 生活雑貨 

ﾛｯﾃﾘｱ ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ LBC 生活雑貨 

ﾏｰﾍﾞﾗｽｱｲｽｸﾘｰﾑ ｱｲｽｸﾘｰﾑ ﾅﾁｭｰﾙﾋﾞｰ 生活･ｱｸｾｻﾘｰ 

にぎりたて おむすび 白竜社 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

胡蝶庵 和菓子 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ 靴･鍵修理 

新宿さぼてん とんかつ･弁当 ｲｵﾝ銀行 ATMｺｰﾅｰ 

寿司丸忠 寿司 西尾信用金庫 ATM ｺｰﾅｰ 

磯田園 お茶 岡崎信用金庫 ATM ｺｰﾅｰ 

KOTOBUKI 洋菓子･ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ 郵貯銀行 ATM ｺｰﾅｰ 

口福堂 和菓子 宝くじ売場 宝くじ 

肉の藤村 肉･惣菜   

 

２Ｆ１１店舗 

ジャスコ専門店 

店舗名 業種 店舗名 業種 

ﾊﾞｹｰｼﾞY 鞄 ｶﾌﾞﾘ 婦人衣料 

ｷｰﾌﾟﾊﾞﾗﾝｽ ｱﾘｼﾞﾅﾙﾊﾞｯｸ きもの やまと 呉服 

ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ 靴 ﾊﾆｰｽﾞ 婦人衣料 

ﾗｲﾌﾞﾘｰ ｷﾞﾌﾄ･雑貨 ﾆｭｰﾊﾞﾘｰ 婦人衣料 

BIBI 婦人衣料 RUSH on LUCK  婦人衣料 

ｾｲﾊ子供英会話教室 教室   

 

３Ｆ８店舗 

ジャスコ専門店 

店舗名 業種 店舗名 業種 

ﾒｶﾞﾈの愛眼 ﾒｶﾞﾈ ｼｭｼｭ 子供服 

ﾋﾟｻﾞｯｶ ﾌｧﾝｼｰ･雑貨 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｷｯｽﾞ 子供服 

ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾊﾟ 玩具･ｷﾞﾌﾄ ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ ｱﾆｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 

ｽｰﾊﾟｰ7ﾏｰｹｯﾄ 子供服 ﾄﾞﾗｷｯｽﾞ 幼児教室 

 

 

 

合計２１２店舗（ジャスコ内専門店４６店含む） 

新規出店：９７店舗（ジャスコ内専門店１０店舗含む） 

★ 愛知県初出店：２１店舗                          １０月１６日現在 
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