
 

  

【イオンモール川口 専門店一覧】 

 
埼玉県初：１６店舗、地元企業：１０店舗 ※旧店からの再出店企業 ：１９店舗 
・地元企業：埼玉県内に本社を持つ企業 
 

 ■店名・業態および本資料については、５月２４日現在のため変更となる場合がございます。 
 

 

１Ｆ 

ＮＯ． 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

１ グレディ ブリリアン レディス   

２ in the groove LAB． レディス   

３ ベイフロー レディス・メンズ   

４ チャオパニックティピー レディス・メンズ・キッズ   

５ ユニクロ                 ※ レディス・メンズ・キッズ   

６ サマンサモスモス ケイッティオ レディス   

７ アメリカンホリック レディス   

８ サックスバー 鞄・財布・小物   

９ ワンズテラス 生活雑貨   

１０ オンネマトカ シューズ 婦人靴 〇  

１１ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＳＰＯＲＴＳ 靴・レディス・メンズ   

１２ ｏｇａｗａ ＧＲＡＮＤ ｌｏｄｇｅ 川口 キャンプ用品   

１３ イオンバイク 自転車   

１４ キソラ 鞄・財布・小物   

１５ ブランドショップハピネス ブランド品   

１６ モノアース 雑貨・コスメ 〇  

１７ ジュエリーツツミ             ※ 宝飾  〇 

１８ 無印良品 生活雑貨・食品   

１９ ラフィネ／無重力マッサージ     ※                リラクゼーション   

２０ 美容室ＡＰＯＬＬＯ 美容室 〇  

２１ PAPATTO STATION 
宅配受付カウンター 

配送資材販売 
  

２２ イオン銀行ＡＴＭ            ※ ＡＴＭ   

２３ 埼玉県縣信用金庫ＡＴＭ ＡＴＭ  〇 

２４ 埼玉りそな銀行ＡＴＭ         ※ ＡＴＭ  〇 

２５ ティップネス フィットネスクラブ   

２６ ワンダープライス            ※ 買取  〇 

２７ リアット リペア   

２８ 銀座グラティア・ラココ エステ・脱毛   

２９ Michinowa ネッツトヨタ東埼玉 自動車販売   

３０ イオンクレジットサービス 金融サービス   

３１ ゴト―クリーニング クリーニング   

３２ 宝くじチャンスセンター        ※ 宝くじ   
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１Ｆ つづき 

食物販ゾーン 「Ｈｉｌｌｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ」 

ＮＯ． 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

３３ 九州屋 青果   

３４ 魚力 鮮魚・鮨   

３５ タカギフーズ 精肉   

３６ 日本一                  ※ 焼き鳥・鰻   

３７ とんかつ新宿さぼてん とんかつ   

３８ おめで鯛焼き本舗 たい焼き   

３９ 果汁工房果琳 フルーツジュース   

４０ デイジイ ベーカリー・洋菓子  〇 

４１ カルディーコーヒーファーム 輸入食品   

４２ 久世福商店 食品   

４３ ㊇ユナイテッドネイチャー フルーツサンド・グロッサリー   

４４ フロプレステージュ 洋菓子   

４５ シャンドワゾーグラシエショコラティエ チョコレート・ジェラート  〇 

４６ ＡＥＮＡ 自然食品   

レストラン街 「ＨＩＬＬS ＤＩＮＥＲ」 

４７ スターバックスコーヒー カフェ   

４８ 北海道キッチンＹＯＳＨＩＭＩ 洋食 〇  

４９ 熟成豚とんかつ わか葉 とんかつ 〇  

５０ 魚力食堂 和食   

５１ カウアイダイナー＆フードボートカフェ ハワイアンレストラン   

５２ コメダ珈琲店 カフェ   

５３ 富沢屋本店 中華ブッフェ・しゃぶしゃぶ 〇  

５４ 築地飛賀屋 和食   

５５ 承知の助ｂｙがってん寿司 回転寿司  〇 

５６ ビービーキューオリーブチキンカフェ フライドチキン   

２F 

５７ アンソレイユ レディス   

５８ グイオ アクセサリー   

５９ たまゆう 呉服   

６０ チュチュアンナ グランデ ランファン   

６１ ハニーズ                 ※ レディス   

６２ ｅｍａ＆ａｇｒｅａｂｌｅ レディス 〇  

６３ ＷＥＧＯ レディス・メンズ   

６４ ライトオン レディス・メンズ・キッズ   
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２Ｆ つづき 

NO. 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

６５ アンサーガレージ レディス・メンズ   

６６ 中央コンタクト コンタクトレンズ   

６７ スリーコインズ プラス 生活雑貨   

６８ ｍｉｏ ｍｉｏ バラエティ雑貨   

６９ ココヒルズ 服飾雑貨   

７０ ＡＳＢｅｅ 靴   

７１ チェルシーニューヨーク 生活雑貨・服飾雑貨   

７２ ｅｙｅｖｏｒｙ ｂｙ ビジョンメガネ 眼鏡 〇  

７３ サンキューマート バラエティ雑貨   

７４ ザ・クロックハウス           ※ 時計   

７５ マナベインテリアハーツ 家具   

７６ 足道楽プラス 靴・インソール   

７７ ミルフローラ 宝飾   

７８ スーパースポーツゼビオ スポーツ用品   

７９ セイハイングリッシュアカデミー 英会話教室   

８０ そろばん教室８８くん そろばん教室   

８１ ａｕ Ｓｔｙｌｅ 携帯電話   

８２ ドコモショップ 携帯電話   

８３ ＫＡ・ＲＡ・ＤＡファクトリー リラクゼーション   

８４ マジックミシン              ※ 洋服お直し   

８５ イオンのほけん相談 保険   

８６ セガ アミューズメント   

フードコート「FOOD FOREST」 

８７ 築地銀だこ               ※ たこ焼き   

８８ 葵製麵 つけ麺 新業態 〇 

８９ 武蔵野うどん 澤村 うどん  〇 

９０ モンスターグリル ステーキ   

９１ 広島お好み焼 ちんちくりん お好み焼き 〇  

９２ 京都北白川ラーメン魁力屋 ラーメン   

９３ 吾照里（オジョリ） 韓国料理   

９４ びっくりドンキー ポケットキッチン ハンバーグ   

９５ 鳥さく 唐揚げ 〇  

９６ 良記餃子軒 中華 〇  

９７ ケンタッキー・フライド・チキン フライドチキン   

９８ マクドナルド ハンバーガー   

９９ ミスタードーナツ ドーナツ   

１００ サーティワンアイスクリーム アイスクリーム   

１０１ ディッパーダン タピオカ／クレープ   
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３F 

NO. 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

１０２ おかしのまちおか お菓子   

１０３ ｐｏsｉｔｉｖａ レディス   

１０４ ファム バイ アレイル 鞄・靴   

１０５ ｃｏｃａ レディス・メンズ   

１０６ ハイドアンドシーク 生活雑貨   

１０７ フクスケ 靴下・ルームウェア・インナー 〇  

１０８ 東急ハンズトラックマーケット バラエティ雑貨   

１０９ ヴィレッジヴァンガード バラエティ雑貨   

１１０ ロセルプラス 雑貨 〇  

１１１ Purse バラエティ雑貨   

１１２ アクアシルバー アクセサリー   

１１３ トイザらス 玩具   

１１４ 東京スターメガネ               ※ 眼鏡  〇 

１１５ ＰＥＴＥＭＯ ペット用品   

１１６ セリア                   ※ 均一雑貨   

１１７ 手芸の丸十 手芸   

１１８ #Ｃ－Ｐｌａ カプセルトイショップ   

１１９ じぶんまくら 寝具   

１２０ コドモディーポ ホビー   

１２１ iPhone修理プラント 携帯修理 〇  

１２２ 未来屋書店               ※ 書籍   

１２３ Ｚｏｆｆ 眼鏡   

１２４ ポポンデッタ                   ※ 鉄道模型・Nゲージ   

１２５ シナボン シアトルズベストコーヒー カフェ   

１２６ サイゼリヤ                ※ イタリアン   

１２７ スタジオシエル 写真スタジオ   

１２８ 学研スクエア 学習塾   

１２９ スマプラ 携帯アクセサリー   

１３０ 楽天モバイル 携帯電話   

１３１ ソフトバンク 携帯電話   

１３２ ＱＢハウス ヘアカット   

１３３ ＺＥＮ GOLF RANGE シュミレーションゴルフ   

１３４ イオンハウジング 不動産   

１３５ ほけんの窓口 保険   

１３６ ネイス体操教室            ※ 体操教室   

１３７ 保険クリニック 保険   

１３８ ヘアカラー専門店 ファーストカラー ヘアカラー 〇  

１３９ ヤマデデンキ テックランド 家電   
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３Ｆ つづき 

NO. 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

１４０ ひらいし眼科 眼科   

１４１ 川口サンデー歯科・矯正歯科 歯科   

１４２ モーリーファンタジー          ※ アミューズメント   

１４３ リトルプラネット アミュ―ズメント   

 
 
 

４Ｆ 

NO. 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

１４４ イオンシネマ シネマ   

核店舗（１Ｆ～３Ｆ） 

１４５ イオンスタイル川口 総合スーパー   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


