
 

 

 

２０１５年３月１８日 

イ オ ン 株 式 会 社 

イ オ ン リ テ ー ル 株 式 会 社 

イオンモール株式会社 
 

 

「イオンレイクタウン」 
３館合計で約４３０店舗の大リニューアルを実施！ 

 
４月２４日（金）ＡＭ９：００ 第１期リニューアルオープン 

 
 

 

イオンは、埼玉県越谷市のショッピングモール「イオンレイクタウン」（以下、当モール）に

おいて、大規模なリニューアルを実施します。本リニューアルは、昨秋から４月２４日（金）ま

での第１期と、今秋の第２期と期間を分け、第１期には、核店舗「イオンスタイル レイクタウン」

を含む３５２店舗を刷新、今秋にも約８０店舗のリニューアルを計画するなど、期間を通して合

計約４３０店舗を刷新するものです。 
 

■「イオンレイクタウン」について 

当モールは２００８年１０月、「イオンレイクタウンｋａｚｅ」（以下、「ｋａｚｅ」）と「イ

オンレイクタウンｍｏｒｉ」（以下、「ｍｏｒｉ」）の２館で構成する国内最大級のショッピン

グモールとしてオープン。２０１１年４月には、「レイクタウンアウトレット」（以下、「アウ

トレット」）を加え、総賃貸面積約１８万㎡、専門店数約７１０店舗、年間５,０００万人以上に

ご来店いただく日本最大級のショッピングモールです。 
 

■リニューアルコンセプト 

当モールのコンセプトである「シゼンに心地いい、ワタシに心地イイ」をよりいっそう進化・

深化させるため、各館の性格付けをより明確化し、３館それぞれがご提供する「心地いい」を具

現化しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「シゼンに心地イイ、ワタシに心地イイ」 
 

 

ｋａｚｅ：都会的で先端的な「都市型ＭＡＬＬ」 

ｍｏｒｉ：豊かで潤いある暮らし「生活創造型ＭＡＬＬ」 

アウトレット：新しい発見・感動・驚きがある「ハイブリッド型ＭＡＬＬ」 
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■主なリニューアルの内容 

 専門店の刷新 

第１期、第２期を合わせた期間合計で、全約７１０店舗の６０％以上に当たる約４３０店舗で

刷新予定です。第１期では埼玉県初出店９９店舗（全国初出店１９店舗+関東初出店１２店舗+

埼玉初出店６８店舗）を含む新規１９３店舗を導入、１５９店舗で移転、改装を実施します。 

【第１期 館別リニューアル数】 

 

 核店舗「イオンスタイル レイクタウン」の大規模リニューアル 

核店舗「イオンスタイル レイクタウン」は、“おいしい・こだわり・わくわくドキドキする楽

しい体験”のコンセプトのもと、開発が進む周辺地域の環境変化への対応とともに、商品やサ

ービスを  通じて新たなライフスタイルをご提案する最新の“イオンスタイル”ストアへと

生まれ変わります。 

 

 施設、環境面の刷新 

・「ｍｏｒｉ」の新たな「顔」づくり 

２Ｆ南側、「ｋａｚｅ」からの連絡ゾーンを全面リニューアル。新たにギャザリングペースを

配するなど、顔となるに相応しい空間として生まれ変わります。 

・「ｋａｚｅ」の中央部を貫く吹き抜け空間を一新 

１Ｆから３Ｆをつなぐ大空間にアートシャンデリアを設置。吹き抜け周りには、フロア毎に

趣向を凝らした食の空間を配します。 

・フードコートの刷新 

「ｋａｚｅ」、「ｍｏｒｉ」それぞれに配置するフードコートを、各館の特色やコンセプトに

合わせて全面リニューアルします。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新 店 移 転 改 装 合 計 

ｋａｚｅ ９６店舗 ２６店舗 ３３店舗 １５５店舗 

ｍｏｒｉ ８５店舗 ４２店舗 ５６店舗 １８３店舗 

アウトレット １２店舗 ２店舗 店舗 １４店舗 

合計 １９３店舗 ７０店舗 ８９店舗 ３５２店舗 

越谷レイクタウン駅 
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【イオンレイクタウン 概要】 

 

・ モール名称：イオンレイクタウン 

・ 所 在 地：ｋａｚｅ 埼玉県越谷市レイクタウン４－２－２ 

      ｍｏｒｉ 埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１ 

            アウトレット 埼玉県越谷市レイクタウン４－１－１   

・ 電 話：ｋａｚｅ ０４８－９３４－３０００ 

            ｍｏｒｉ ０４８－９３０－７３００ 

            アウトレット ０４８－９４０－０７００ 

・ ＨＰアドレス：http://www.aeon-laketown.jp/ 

・ 責 任 者：ｋａｚｅ ゼネラルマネージャー 清田 宏道（きよた ひろみち） 

      ｍｏｒｉ ゼネラルマネージャー 秀方 純 （ひでかた じゅん） 

      アウトレット ゼネラルマネージャー 小林 一夫（こばやし いちお） 

      イオンスタイル レイクタウン   店長 青柳 正一（あおやぎ しょういち） 

・ 面積/数値 

 合計 ｋａｚｅ ｍｏｒｉ アウトレット 

敷 地 面 積 約３４０,０００㎡ 約 ８６,０００㎡ 約１７８,０００㎡ 約 ７６,０００㎡ 

延 床 面 積 約３９４,０００㎡ 約１４６,０００㎡ 約２１９,０００㎡ 約 ２９,０００㎡ 

総賃貸面積 約１８３,０００㎡ 約 ６１,０００㎡ 約 ９９,０００㎡ 約 ２３,０００㎡ 

専 門 店 数 約７１０店舗 約２３０店舗 約３４０店舗 約１４０店舗 

駐 車 台 数 約１１,０００台 約２,４００台 約７,２００台 約１,４００台 

従 業 員 数 約９,６００名 約３,０００名 約５,７００名 約９００名 
 

・ 営 業 時 間：専門店（ｋａｚｅ・ｍｏｒｉ）     ９：００～２２：００ 

      専門店（アウトレット）       １０：００～２０：００ 

      イオン（ｍｏｒｉ内）         ９：００～２２：００ 

                         ※１Ｆは２３：００まで 

      マルエツ（ｋａｚｅ内）        ９：００～２３：００ 

      レストラン街（ｋａｚｅ・ｍｏｒｉ） １１：００～２３：００ 

      レストラン街（アウトレット）    １１：００～２１：３０ 

      イオンシネマ・ツタヤ（ｋａｚｅ内）  ９：００～２３：００ 

               ※一部営業時間が異なる店舗、日がございます。            

・ 休 業 日：年中無休  

・ 基 本 商 圏：車４５分圏 約４００万世帯 約９５０万人 
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【イオンレイクタウン 専門店の特徴】 
 

 

（１）舌が肥えたオトナも満足。「旬」「上質」にこだわったグルメ・カフェ＆ダイニング 

 「ｋａｚｅ」の新たなシンボル。吹き抜け空間をとりまくグルメ空間 

「ｋａｚｅ」中央部では、サーキットモールの特性を活かし、上下階の連動性や回遊性を高め

るため、１Ｆから３Ｆまでの吹き抜け大空間の周囲に異なる表情を持つ食の世界を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１Ｆ フードコート「ＧＯＵＲＭＥＴ ＳＱＵＡＲＥ」】 

シンボリックな四角い池の周りにカフェ、ランチはもちろんのこと、ディナーやアルコール

のニーズにもご対応可能な美食を追求した全１４店舗で構成するフードコートは、すべての

店舗が新規出店です。 

・全国初出店の「牛たん炭焼き 仙台たん太」、関東初出店となる「うどん 伊吹や製麺」の

ほか、埼玉県初では、商業施設内、またフードコート内にははじめての出店、行列の絶えな

い話題の立ち食いステーキ店「いきなりステーキ」のほか、熟練した職人が一貫から目の前

でにぎる江戸前寿司の「竹若すし」、６種類の餃子をご提供する「タイガー本舗」など、地

域初お目見えとなる話題の店舗が揃います。 

・全国初出店となる「ＣＡＦＥ
カ フ ェ

＆ＢＡＲ
バ ー

 ＰＡＬＥＴＴＥ
パ レ ッ ト

 ＰＬＡＺＡ
プ ラ ザ

」や、埼玉県初出店とな

るベーカリーカフェの「Ｐｏｌａｎ
ポ ラ ン

」、パンケーキの「Ｂｕｔｔｅｒ
バ タ ー

 Ｐａｎｃａｋｅ
パ ン ケ ー キ

」な

ど、スイーツやカフェ＆バーも新たにラインナップに加わります。 

【２Ｆ ＣＡＦＥ ＰＬＡＺＡ】 

２Ｆ中央には、ｋａｚｅの新たなシンボリックゾーンとなる「ＣＡＦＥ ＰＬＡＺＡ」を新設。

６店舗のカフェを配し、女性はもちろんのこと、ご家族やお一人でのご利用など、さまざま

なご利用シーンに対応するカフェやスイーツが軒を連ねる空間です。 

・紅茶とスイーツ、パスタをいただきながら、ゆったりとした時間を演出する「アフタヌー 

ンティ・ティールーム」のほか、埼玉県初出店となる「リムヴェール パティスリー・カ

フェ」、手作りチョコレートケーキの名店「ＴＯＰ
ト ッ プ

’Ｓ
ス

 ＫＥＹ
キ ー

’ＳＣＡＦＥ
ズ カ フ ェ

」、本格的なベ

トナム料理も味わえる「ニャーベトナム」が出店します。 

・「コーエングランドストア」や「チチカカムンド」など、カフェ併設型店舗の新業態も導

入します。 

 

 

 

 

 

 差替済 

１Ｆ ２Ｆ ３Ｆ 

至 越谷レイクタウン駅 

至 ｍｏｒｉ 

GOURMET 
SQUARE 

 

CAFE PLAZA DINING 
TERRACE 
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【３Ｆ レストラン街「ＤＩＮＩＮＧ ＴＥＲＲＡＣＥ」】 

今秋本格リニューアルを迎える「ＤＩＮＩＮＧ ＴＥＲＲＡＣＥでは、関東初となる「鉄板焼

き 寿々の助」が先行オープンするほか、本格的炭火ステーキを提供する「ステーキくに」や、

発祥の地であるハワイでも行列の絶えない「ＫＵＡ
ク ア

’ＡＩＮＡ
ア イ ナ

」もリニューアルします。 

 

 １Ｆ プチグルメゾン 

毎日の暮らしに「ちょっとした幸せ」をご提案する食の関連ゾーン。新たにお菓子作り・パン

作りの材料と道具の専門店、自由が丘に本店を構える「ｃｕｏｃａ
ク オ カ

」が埼玉県初出店します。 

 

 カフェ 

広い館内には、さまざまな表情を持つ趣向を凝らしたカフェを多数導入。２Ｆの「ＣＡＦＥ Ｐ

ＬＡＺＡ」内店舗と合わせて、気分や好みに合わせて使い分けを楽しんでいただけます。 

・１Ｆでは、洋菓子店「モロゾフ」が展開する「Ｃａｆ
カ フ

é
ェ

 Ｍｏｒｏｚｏｆｆ
モ ロ ゾ フ

」は関東初出店で

す。 

・２Ｆでは、「無印良品」が展開する、ドリンクやスイーツはもちろん、多彩なデリやアラカ

ルトも揃う「Ｃａｆ
カ フ

é
ェ

＆Ｍｅａｌ
ミ ー ル

 ＭＵＪＩ
ム ジ

」を配置します。 

・３Ｆでも、世界のドーナツや色鮮やかなドーナツをデイリー価格でお楽しみいただける埼玉

県初出店の「ＪＡＣＫ
ジ ャ ッ ク

 ＩＮ
イ ン

 ＴＨＥ
ザ

 ＷＯＲＬＤ
ワ ー ル ド

 ＤＯＮＵＴＳ
ド ー ナ ツ

」を導入します。 

 

（２）時流に即した高感度トレンドファッション 

 キャリア＆トレンドファッション 

シンプルでトラディショナルなウエアと、歴史あるヨーロッパの工場で作られる生活雑貨をセ

レクトする「Ｌｅ
ル

 ＴｉＲＯｉＲ
テ ィ ロ ワ

 ｄｅ
ド ゥ

 ＤＲＥＳＳＴＥＲＩＯＲ
ド レ ス テ リ ア

」、アメリカ西海岸のリラック

スカジュアルとスタイリッシュな東海岸スタイルをご提案するコンセプトショップ「Ｐｉｅｒ
ピ ア

 

Ｌｏｕｎｇｅ
ラ ウ ン ジ

 ｂｙ
バ イ

 ＡＲ
ア ー ク

Ｋ」、お気に入りを身にまとい出かける女性の毎日を応援するレディブ

ランド「ＡＳＴＯＲＩＡ
ア ス ト リ ア

」などがいずれも埼玉県に初登場。また、人気ブランド「ＰＲＯＰＯ

ＲＴＩＯＮ ＢＯＤＹＤＲＥＳＳＩＮＧ」から、新たな大人の女性へ向けたワードローブをご提

案する「ＢＬＡＮＣＨＩＣ
ブ ラ ン シ ッ ク

」が出店します。 

 

 カジュアルスタイル 

・人気ブランド「ＶＥＮＣＥ ＥＸＣＨＡＮＧＥ」が発信する新業態「ＶＥＮＣＥ
ヴ ァ ン ス

 ｓｈａｒｅ
シ ェ ア

 

ｓｔｙｌｅ
ス タ イ ル

」や「イーブス」がご提案する「イーブスサプライ」が全国初として出店します。 

・ハワイのカルチャーやスピリッツをご提案、素材にこだわり抜いた商品が充実する「Ｌａ
ラ

 

Ｌｅｉａ
レ イ ア

」、“洗練されたｂａｓｉｃ ｃａｓｕａｌ”がコンセプト、毎日着たい服と雑貨をご提

案する「ＢＯＮＩＣＡ
ボ ニ カ

 ｄｏｔ
ド ッ ト

 ＧＡＲＤＥＮ
ガ ー デ ン

」をいずれも関東初出店です。 

・ＯＮ＆ＯＦＦ、あらゆるシーンも自分らしく着こなせる輝く女性のためのブラン

「ＰＡＴＴＥＲＮ
パ タ ー ン

 ｆｉｏｒｅ
フ ィ オ ナ

」、スペイン・バルセロナ発、「ＺＡＲＡ」の姉妹ブランド

「Ｓｔｒａｄｉｖａｒｉｕｓ
ス ト ラ デ ィ バ リ ウ ス

」など、話題の店舗もラインナップに加わります。 
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（３）“都市型文化スタイル”をご提案するホビー＆ライフ 

 ＮＥＷＣＯＭ（Ａｐｐｌｅ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｒｅｓｅｌｌｅｒ） 

Ａｐｐｌｅ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｒｅｓｅｌｌｅｒは、ｉＰｈｏｎｅやｉＰａｄ、Ｍａｃなど

の最新のＡｐｐｌｅ製品やアクセサリを取り扱うＡｐｐｌｅの正規代理店です。 
 

「ＮＥＷＣＯＭ」はＡｐｐｌｅ製品の修理を行う代理店として、製品の購入前・購入後の相

談をはじめ、設定やデータ移行、修理まで一貫したサービスも提供します。Ａｐｐｌｅ製

品について知識豊富な専任スタッフが接客を行い、地域のお客さまに最高のサポートとサ

ービスをお届けします。 

 

 エムアイプラザ 

三越伊勢丹ホールディングスが展開する、常に上質で新しいライフスタイルをご提案する

新しいタイプの小型店です。“毎日の日常生活に潤いと豊かさを提供し続け、頻繁に気軽に

ご利用いただける小型店”をめざし、デイリー性の高いフードや雑貨、ちょっとしたギフ

トアイテムなどをご提案します。 

 

 心地よい毎日を演出する生活雑貨をご提案する関東初となる「グロリアスマーケット」のほか、

昨年日本に上陸したスペイン発のインテリアブランド「ＺＡＲＡ ＨＯＭＥ」、お客さまからご

要望を多くいただいていた待望の「無印良品」が出店します。 

 

（４）大型店舗の刷新 

 ＶＩＶＲＥ ＧＥＮＥ 

全２０店舗で展開する「ＶＩＶＲＥ
ビ ブ レ

 ＧＥＮＥ
ジ ー ン

」は、「女性の美と健康、ライフスタイル提案」

をコンセプトに、心地よくおしゃれな暮らしを求める女性のために新しいライフスタイルをご

提案します。今回のリニューアルでは、「美と健康」のカテゴリーを中心に５店舗、ライフスタ

イル提案型ショップ２店舗を刷新します。 
 

・「美と健康」のカテゴリーでは、エステティックとヘアサロンがひとつになったｓｏｃｉｅ

の新業態１号店「ｕｔｕＱｃｉａ
ウ ツ ク シ ア

 ｓｏｃｉｅ
ソ シ エ

」や、「タイ王宮式流儀」に基づいたボディケ

ア、オイルトリートメントからフットトリートメントまでをご提供する「Ｂａａｎ
バ ー ン

 Ｈａｎａ
・ ハ ナ

」

が出店。また、ウィッグ専門店「Ｒｅｎｅ
ル ネ

 ｏｆ
オ ブ

 Ｐａｒｉｓ
パ リ ス

 ｂｙ
バ イ

 フォンテーヌ」、振袖や

ウェディングのレンタル・撮影を併設する「ふりそでＭＯＤＥ
モ ー ド

 ｗｅｄｄｉｎｇ
ウ ェ デ ィ ン グ

・
・

ＢＯＸ
ボ ッ ク ス

」も

導入。また、「もっと身近にオーガニックを！」がキーワードの「コスメキッチン」では、

よりお気軽にオーガニックライフをお楽しみいただけるよう、ナチュラル＆オーガニック商

品を充実させるリニューアルを行います。 

・ライフスタイル提案型ショップでは、「日本の伝統からうまれる、生活を楽しくする新定番」

「鎌倉で暮らす」をテーマにしたライフスタイル提案型セレクトストア「ａｍａｔｅｒａｓ
ア マ テ ラ ス

  

ｋａｍａｋｕｒａ
カ マ ク ラ

」、アウトドアだけでなく、街中でも活躍するウェアからトートバックや

靴まで、大人の女性向けにも大自然と歴史に磨かれた確かなアイテムを豊富に取り揃える「Ｌ
エル

.

Ｌ
エル

.Ｂｅａｎ
ビ ー ン

」が出店しました。 
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（１）“いつもの毎日”をランクアップ。日々の装いに彩りを加えるデイリーファッション 

 アーバンコンフォートスタイル 

２Ｆ南側、「ｍｏｒｉ」の新たな顔となるゾーンでは、デッキでつながる「ｋａｚｅ」との

連動性を持たせ、トレンドを意識し都会的でありながらも、ご家族皆さまでお楽しみいた

だけるライフスタイルをご提案する店舗が充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ベーシックウェアを中心に、雑貨やインテリアまで、ライフスタイルに密着した全てのプロ

ダクトをモダンに進化させたアイテムを取り揃える全国初出店の「コロニー２１３９」もオ

ープンしました。 

・人気の「アーバンリサーチ」から２ショップが出店。グループの全カテゴリーから魅力的な

ワードローブをご提案するほか、雑貨や食品などをご提案する「アーバンリサーチストア」、

世界のトレンドをより早くリーズナブルに展開するファストファッションブランド「センス

オブプレイス ｂｙ アーバンリサーチ」をいずれも埼玉県初として導入します。 

・デニムを中心に魅力的なアイテムをリーズナブルな価格で展開する「アメリカンイーグルア

ウトフィッターズ」も埼玉県初として出店します。 

・国内外から人気の高いバッグブランドをセレクトするほか、オリジナルの「ｅｆｆｆｙ」も

展開する「アンド エフィー」や、シルバー・ゴールド・プラチナを中心素材にしたカジュア

ルアクセサリーの「レモンツリー」も埼玉県初出店。ファッショングッズも充実します。 

 

 カジュアルスタイル 

カジュアルスタイルにも埼玉県初が軒を連ねます。木下優樹菜プロデュース、ファッションを

愛する全ての女のコたちへ贈る遊び心のあるブランド「Ａｖａｎ
ア ヴ ァ ン

 Ｌｉｌｙ
リ リ ィ

」、トレンドに流さ

れることなく現在を敏感に捉えながら、自分を表現したい上質カジュアルを好む大人の女性に

向けたブランド「ミューラー」などがオープンしたほか、健康的でスタイリッシュなライフス

タイルをご提案する「ベイフロー」はカフェ併設として出店します。 

 

 アダルトエレガンス 

ＢＡＳＩＣ、ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ、ＶＩＮＴＡＧＥをキーワードに、カジュアルな大人の

デイリースタイルをご提案する関東初出店の「ナンバースタンダード ドロシーズ」をはじめ、

自分の家のようにくつろげるお店を洗練された女性たちにご提案する「シェトワ クレエ」や、

「Ｇｉｒｌｙ Ｔｒａｄ」をコンセプトに人気のアナトリエが発信するセレクトショップ「ボン

メルスリード アナトリエ」など、埼玉県初出店となる話題の店舗もラインナップに加わりまし

た。 
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（２）日常生活をより豊かに。“コト”ニーズにお応えする専門店 

 アウトドア＆スポーツライフ 

・２Ｆ北側は、既存の「スポーツオーソリティ」を核に「ＩＣＩ石井スポーツ」、「モンベル」

と合わせ、アウトドア、スポーツなどをご提案するゾーンです。履きやすさにとことんこだ

わったメイドインジャパンのコンフォートシューズを展開する埼玉県初の「リゲッタカヌー」

を新たに導入したほか、スタイリッシュで大胆なデザインのゴルフウェアや、シューズやア

クセサリーも展開するイタリアのスポーツブランド「ラ・ストラーダ カッパ」を同エリア

に移転、装いも新たにリニューアルいたします。 

・１Ｆでは、豊富な品揃えと万全のサービスでお客さまの自転車ライフをサポートする「イオ

ンバイク」を導入しました。 
 

 ホビー＆カルチャー 

・３Ｆ南側は、好奇心をくすぐり、暮らしの中のちょっとしたこだわりや趣味や余暇のニーズ

を満たす空間としてリニューアル。トレーディングカード、プラモデル、フィギュア等を多

数取り扱うホビー専門店「ホビーゾーン」や、ケースをカスタマイズする楽しさをご提案す

る「カセット」を新たに導入するほか、日本茶の販売を中心に、人気の抹茶ソフトクリーム

を提供する「茶寮ｋｉｋｕｓｕｉ」もオープンし、ショッピングの間の休憩場所としてもご

利用いただけます。 

・既存店では、「島村楽器」が様々なレッスンを取り揃えた「ミュージックサロン」併設型とし

てリニューアルするほか、旅行代理店の「ＪＴＢ」も同エリアへ移転、快適な旅をサポート

します。 

・３Ｆ北側のアミューズメント「ナムコ」に併設する複合型アミューズメント「アソミックス」

が全国初出店。お子さまに大人気の「アイカツショップ」のほか、屋内型砂場「あそびパー

ク」や「電動カート」も配し、ご家族皆さまでお楽しみいただけます。 
 

（３）お腹を満たすだけではない、“団らん”や“心地よさ”などのトキをご提供するグルメ空間 

 １Ｆ レストラン街 「グルメダイニングレストラン」 

１Ｆの「グルメダイニングレストラン」では、他県から転居で来られる方が多い商圏特性を鑑

み、誰もが知る有名店や名店、また、ふるさとの味が堪能できる店など、全国各地から選りす

ぐりの店舗が軒を連ねます。 

・「箸で切れるやわらかなとんかつ」でおなじみの「とんかつ まい泉」、精肉店直営の新鮮な

豚肉で作った北海道・帯広名物「豚丼」をご提供する地元の有名店「ぶたいち」、濃厚なう

まみをもちながら低カロリーが魅力のヘルシーな秋田県の「短角牛」をご提供する「鉄板焼

き 花蝶」が埼玉県初出店。また、鹿児島県産「さつま雅鶏」を使用し、様々なソースで楽

しめる宮崎名物「チキン南蛮」が名物メニューの「九州沖縄食堂 チキ南亭」も導入し、各地

のお肉をご堪能いただけます。 

・選りすぐりの新鮮で上質なネタをリーズナブルに楽しめる回転寿司「廻るすしざんまい」、 

一年を通して、全国の産地より安心で安全な"旬の生牡蠣"を初めとしたシーフードをご提供

する「ザ・オイスターハウス」も埼玉県初としてオープンしました。 

・東京・駒沢に本店を置く行列が絶えない大人気ラーメン店「せたが屋」がオープンするほか、

既存店の旭川で有名な白湯スープが魅力な「らーめん山頭火」もリニューアル。「大勝軒 麺

屋こうじ」やフードコートで新たに導入した「イップウドウラーメンエクスプレス」と合わ

せて、全国でも屈指のラーメン店がｍｏｒｉに集まりました。 

・「木の広場」前では、オーストラリア発、本格エスプレッソのほか、美味しいソーセージシ

ズルやポテトなども味わえるカフェ「ＭｕｚｚＢｕｚｚ
マ ズ バ ズ

」が日本初上陸します。 
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 ３Ｆ フードコート「ＦＯＲＥＳＴ ＴＡＢＬＥ」 

３Ｆの「ＦＯＲＥＳＴ ＴＡＢＬＥ」では、１３店舗を新たに導入するほか、環境デザイン一新

やキッズスペースを新設するなど、ご家族皆さまで団らんのひと時をお過ごしいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１Ｆの新店「廻るすしざんまい」が手がける石焼カットステーキをはじめ、牛タン、ビーフ

シチューをご提供する「肉ざんまい」、築地にある和食の名店「竹若」がご提案する希少肉

「ざぶとん」を使った「牛カツ」と「国産牛スジ煮込み豆腐丼」がダブル主役の「牛かつ た

けわか」をいずれも全国初の新業態として導入しました。 

・自家製にこだわった焼き小籠包や焼売などの中華点心が名物の「横浜鳳凰楼新館」が全国初

出店として出店したほか、繁盛店請負人、中村悌二氏が手がける鉄板焼きそば、漬込み唐揚

げの「大金星総本店」、美容と健康にも良く、スタミナ満点のおいしい韓国料理をご提供す

る「韓国家庭料理 吾
オ

照里
ジ ョ リ

」、麻婆豆腐や炒飯が名物の「ロンフーダイニング」など埼玉県初

となる店舗も配置。フードコートにもこだわりの店舗が揃いました。 

・ハワイ最大級の朝市で大人気、ハンドメイドパウンドケーキの「ハッピーケーキ」が全国初

出店するほか、世界３０カ国以上で展開する低脂肪・低カロリーのヨーグルトスイーツやジ

ェラートをご提供する「ヨゴリーノ」がオープンするなど、おやつやカフェタイムを楽しめ

る店舗も充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッズスペース 
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【新規出店店舗】 

 

 
 
 
 
 

１Ｆ 

ヒューマンウーマン 

フレンチトラッドをベースにした大人の女性に向けたブランド。

自分らしいスタイリングが楽しめる育ちのいい日常着をご提案

します。 

ステファネル 

１９５９年にイタリアで創業。世界中の女性に愛される人気ブラ

ンドです。クオリティーにあったプライスで、着心地がよく、自

分らしいコーディネイトを楽しめます。 

レキップ モガ 
大人の女性のためのセレクトショップ。オフィスからオフタイム

まで、さまざまなコーディネイトをご提案します。 

エイチケーイーヒロココシノ 
全国の専門店やテレビショッピング、カタログ通販で人気のブラ

ンドがいよいよアウトレット初出店です。 

ＧＥＯＸ ＮＩＮＥ ＷＥＳＴ 

…ａｎｄ ｍｏｒｅ！ 

イタリアブランドの「ＧＥＯＸ」、アメリカブランドの「ＮＩＮ

Ｅ ＷＥＳＴ」や「スティーブマデン」、フランスの「メローイエ

ロー」など各国から集めたインポートシューズが揃います。 

ビレロイ＆ボッホ 

１７４８年ドイツ創業の老舗陶磁器ブランド。「Ｏｎｅ Ｂｒａｎ

ｄ．Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ’」（枠にとらわれず、人と時代が求める

様々なスタイルを提案していく）という考え方のもと、食器類は

もちろんのこと、食卓に必要なアイテムをトータルでご提案。 

  

２Ｆ 

エゴイスト 枠にとらわれないＭＩＸＴＵＲＥ ＳＴＹＬＥを楽しみ、チャレ

ンジする自信に満ちて濃い性的な女性に向けたヤングファッシ

ョンブランド。 

ルーミーズ アウトレット 「ロイヤルパーティ」、「スパイラルガール」、「ミーア」などの人

気ブランドが揃う、ワンランク上のミックスコーディネイトが楽

しめるセレクトショップ。 

ヒップショップ 気持ちをコーディネートするファッションアンダーウェア専門店。 

プレシュウジュエ “今の気分を程よく取り入れ、ファッションを楽しむ女性へ向け

た日常で使える靴”がテーマの「ミオノティス」、トレンドを反

映させたアイテムや、天然皮革にこだわった履き心地のよい「ピ

エドラパン」のシューズなど幅広く取り揃えています。 

チャンピオン １９１９年にアメリカで創業したスポーツカジュアルブランド。

ミリタリー、スポーツ、カレッジなど、おなじみのアイテムが揃

います。 

パスタ＆ピッツァ コパン ”モチモチ”したコシの強さと”なめらかさ”が特徴の生麺パス

タと本格的なナポリピッツァをご提供します。 
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【核店舗「イオンスタイル レイクタウン」の特徴】 

 
イオンスタイル レイクタウンは、“おいしい・こだわり・わくわくドキドキする楽しい体験”

のコンセプトのもと、開発が進む周辺地域の環境変化への対応とともに、商品やサービスを通じ

て新たなライフスタイルをご提案する最新の“イオンスタイル”ストアへと生まれ変わります。 

当店は、今回のリニューアルを起点として、今後も魅力あふれるお店を目指し進化を続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪イオンスタイル レイクタウン リニューアルのポイント≫ 
 

①都市型ライフスタイルをお楽しみいただけるイオン最大級の“食”の総合フロア 

「“つくること”“食べること”など“食”を楽しむためのフードマルシェ」をコンセプトに

都市型のライフスタイル提案型フロアとイオン最大数を誇る２４の専門店が融合した“食”

の一大ゾーンを展開します。 

②ヘルス＆ビューティーケア専門ショップ「グラムビューティーク」を導入 

毎日の美と健康をサポートする商品に加え、新たに自然素材を起点にしたライフスタイルの

提案やカワイイ雑貨をご提案します。 

③イオンがご提案する “好感度”ファッションスタイルフロアへ進化 

関東初導入の新しい４つのスタイルを、レディス・メンズのファッションコーナーや服飾・

生活雑貨コーナーでご提案します。 

④日々の住まいとくらしを“よりおしゃれに、かわいく、かっこよく”ご提案 

“アーバン”、“ビンテージ”、“カジュアルモダン”、“北欧”の４つのスタイルに加え、    

イオンで初めて、お子さまの新しい環境づくりを応援する“キッズ・ホームファニシング”

を展開します。 

⑤「コンシェルジュ」や「タッチ・ゲット」など新たなサービスを導入 

  イオン初、ベビー用品コーナーでお客さまのご要望に応じて適切な商品のおすすめする  

「ベビーコンシェルジュ」や店舗の品揃えがない商品をお取り寄せ、ご自宅に直接お届け  

する「タッチ・ゲット」、免税対応や行政サービス代行機能など、日々のお買物をさらに快適

にする新たなサービスを導入します。 
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①都市型ライフスタイルをお楽しみいただける“食”の総合フロア 

都市型のライフスタイルをご提案する食のフロアとイオン最大数となる２４の専門店が融合！ 

 

食品売場とスイーツ・お総菜専門店が融合した“食”の一大ゾーンを展開します。食品売場

では、「“つくること”“食べること”など“食”を楽しむためのフードマルシェ」をコンセプト

に、出来たてをご提供する本格メニューを揃えた総菜コーナーから簡単便利な調理済み商品 

まで、都市型ライフスタイルに対応した商品をご提供します。 
 

・「毎日の買物ついでに有名店のスイーツやお総

菜も一緒に選びたい」というお客さまのご要望

にお応えし、新たに１７の食の専門店を集めた

コーナーを展開します。 

“クリームを食べる”ひと巻ロールケーキ 

「堂島ロール」で有名な「ベビーモンシェール」

やイオン初出店のあんみつ店「浅草梅園
うめぞの

」など

の全国の有名店から埼玉銘菓「十万石まんじゅ

う」で知られる和菓子店「十万石」や草加せんべいの専門店「葵の倉」など、県内で親しまれ

ている老舗まで取り揃えます。また、４大中華総菜（北京・上海・四川・広東）をご提供する

「チャイナチューボー」や、赤飯、五目鶏など定番から、うなぎや松茸といった季節限定のお

こわまで取り扱う「田吾作」など、毎日の食卓のおかずから本格メニューまでお持ち帰りに最

適な総菜店も展開します。このほかイオン初出店となる和菓子の「日本橋屋長兵衛」や那須高

原の「南ヶ丘牧場」など、イオン最大となる合計２４店舗を展開します。 
 

・イートインコーナーを店内に６４席をご用意します。

「ＡＥＯＮ
イ オ ン

 Ｄｒｉｐ
ド リ ッ プ

 Ｃａｆｅ
カ フ ェ

」では、一杯ずつドリッ

プスタイルでご提供する、イオンが厳選したコーヒーを

１００円（税込）でお召し上がりいただけます。店内で

購入した焼きたてパンや和洋中のお総菜、デザートと 

ともに、ご自宅や職場へのお持ち帰りはもちろん、モー

ニングやランチ、ショッピングの合間のコーヒーブレイ

クとしてもご利用いただけます。 
 

・「マイセレクトデリ」では、「生ハムとオニオンのマリネ」や「カレーバー」など、毎日の食卓

を彩るメニューまで専門スタッフが栄養バランスを考えて調理した和洋中の量り売り総菜  

約５０種類をビュッフェ形式でご提供します。 
 

・「ピッツアソリデラ」では、手で伸ばした生地を専用の

窯で超高温・短時間で焼き上げ、ご注文いただいてから

焼きたての本格派ピザをご提供します。また、イオン初

導入となる洋総菜ショップ「リワードキッチン」では、

ディナーやパーティーのメインディッシュとなる「ロー

ストビーフ」や「ハンバーグ」を対面形式にてご提供す

るほか、抗火石グリラーで焼き上げた、鶏肉・豚肉など

の直火焼グリルコーナーも導入するなど、出来たての 

お総菜をご提供します。 
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・お野菜・果物のコーナーでは、地元吉川のトマト、小松菜、長ネギなど新鮮野菜や旬の果物を

豊富に取り揃えます。また、お肉コーナーでは、鮮やかな霜降りと、とろけるような舌ざわり

で有名な岩手県奥州市のブランド牛「前沢牛」を新たに取り揃えます。 
 

・お酒の専門店「イオンリカー」では、イオンのワイン専門輸入商社「コルドンヴェール」に     

よる直輸入品を中心に、国内外のこだわりワインをご提供します。専門スタッフ「ワインアド

バイザー」が旬の食材とそれに合うワインの楽しみ方をご提案するなど、ワインを中心とした

新たなライフスタイルをご提案します。 

 

 

②ヘルス＆ビューティーケア専門ショップ「Ｇｌａｍ
グ ラ ム

 Ｂｅａｕｔｉｑｕｅ
ビ ュ ー テ ィ ー ク

」 

毎日の美と健康をサポートする商品に加え、自然素材を起点にしたライフスタイルもご提案。 

 

・ビューティーケアのゾーンでは、国内外のオーガニックコ

スメやフーズを多数取り揃え、自然の力で美しくなる  

食事・美容法をご提案する「ナチュラル＆オーガニックコ

ーナー」を展開します。日本の自然素材を厳選した自然派

コスメ「ＫＯＹＯＲＩ」を導入します。手づくり石鹸

「ＭＡＲＣＨＥＶＯＮ
マ ル シ ェ ボ ン

」では、イオンスタイル レイクタウ

ンリニューアル記念限定商品『ＬＡＫＥ ＳＩＤＥ ＬＩＬ

Ｙ』を発売します。話題のスーパーフードやマクロビオテ

ィックを手軽に楽しめる食品コーナーも充実させるほか、店内にはハーブティーや漢方茶を楽

しめるスペースもご用意し、オーガニック体験イベントなどを定期的に開催します。また、雑

貨コーナーでは、いつまでも“カワイイ”が大好きなココロを持ち続ける女性に向けて、      

「ｈａｐｐｙ
ハ ッ ピ ー

」「ｅｎｊｏｙ
エ ン ジ ョ イ

」「ｒｅｌａｘ
リ ラ ッ ク ス

」をテーマに、バスボディグッズからお出かけ雑貨

まで幅広く取り揃えます。 
 

・ヘルスケアのゾーンでは、お客さまの健康増進をサポート

する「健康食品」「オーラルケア」「ライトトレーニング」

「快眠サポート」「セルフチェック」の５つのコーナーを 

展開します。「快眠サポート」のコーナーでは、「眠りに  

つきづらい」「夜中に目が覚めやすい」といったお悩み別に

リラックスアロマやサプリメントなどを取り揃えます。 

「オーラルケア」のコーナーでは、機能やデザインに優れ

た歯ブラシやオーガニック素材の歯磨き粉など、歯と口の

健康を考えた、こだわりの商品を取り揃えます。また、「セルフチェック」のコーナーでは、   

測定した体脂肪や血圧等の健康状態に合わせて専門担当者が食事や運動のアドバイス、関連  

商品をご提案します。このほか、インターネットを利用して継続的な管理ができ、普段の運動

状態も含めた健康サポートを行う定期カウンセリングプログラム（有料）も展開します。 
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③イオンがご提案する“好感度”ファッションスタイルフロアへ進化 

関東初導入！４つの新しいスタイルを、ファッションや服飾・生活雑貨コーナーでご提案。 

 

・レディスファッションでは、自然を愛し、ファッションを

愛する大人の女性に向けたちょっと上質なカジュアル衣

料、バッグ、靴、雑貨までを取り揃える「ｐｕｒｅｌａｓｔ
ピ ュ ア ラ ス ト

」、

メンズファッションでは、スーツを中心に単なるビジネス

ウェアではなく新しい“ＶＡＧＵＥ
ヴ ァ ー グ

”（フランス語で波）

をご提案する「ＤＲＥＳＳＶＡＧＵＥ
ド レ ス ヴ ァ ー グ

」、シンプルなデザ

インながら組み合わせるだけでトレンドを取り入れられ、

ビジネスファッションを知的に賢く楽しみたい方のため

のブランド「ＷＩＳＥＳＯＮＳ
ワ イ ズ サ ン ズ

」を関東のイオンで初めて展開します。 
 

・レディス服飾コーナー「ＭＡＲＣＨＥ
マ ル シ ェ

 ｒｏｕｇｅ
ル ー ジ ュ

」では、

新たに服飾からリビング雑貨までナチュラルテイストの

アイテムを取り揃えた「ＮＥＳＴ
ネ ス ト ・

 ＤＥ
デ

 ＴＲＥＳＯＲ
・ ト レ ゾ ア

」を

展開するほか、ナチュラル感あふれる皮革素材や鮮や  

かなカラーリングでワンランク上のバッグを集めた

「Ｒｅｃｏｌｔｅ
レ コ ル ト

 Ｎｕｏｖｏ
ヌ ー ヴ ォ

」や、時計をアクセサリー

感覚で楽しみ、ファッションアイテムとして選びたい人の

ための時計ショップ「ＬＵＳＳＯ
ル ッ ソ

」を展開します。  

また、メンズ服飾コーナー「ＭＡＲＣＨＥ
マ ル シ ェ

 ｂｌａｎｃ
ブ ラ ン

」では、イタリア直輸入の靴や鞄を

集めたインポートコーナーを新たに導入するほか、皮革小物ブランドを展開するモルフォ社の

「ＳＴＵＤＩＯ
ス タ ジ オ

 ｄｅｓｉｍｏ
デ ジ モ

」や北欧スタイルをご提案する「ＫＡＦＦＥ
カ ッ フ ェ

」を導入します。 

 

 

④日々の住まいとくらしを“よりおしゃれに、かわいく、かっこよく”ご提案 

“アーバン”、“ビンテージ”、“カジュアルモダン”、“北欧”の４つのスタイルに加え、      

イオン初！お子さまの新しい環境づくりを応援する“キッズ・ホームファニシング”を展開。 

 

・「Ｋｉｄｓ
キ ッ ズ ・

 Ｈｏｍｅ
ホ ー ム

 Ｆｕｒｎｉｓｈｉｎｇｓ
フ ァ ニ シ ン グ

」では、個性と可能性を秘めたお子さまの新しい 

環境づくりを応援するため、無垢材を使用したデスクやカーテン、雑貨などのホームファッシ

ョン関連商品を展開します。また、お子さまの成長と共に、お部屋のイメージを変えることが

できるシンプルなデザインを中心にコーディネート提案します。 
 

・“大人の書斎”をテーマにした文具コーナーでは、

「Ｏｒｏｂｉａｎｃｏ
オ ロ ビ ア ン コ

」などヨーロッパ生まれのブランド

を集め“ＤＥＳＫ(デスク)”“ＲＯＯＭ(ルーム)”“ＭＯＶ

Ｅ(ムーブ)”の３つのスタイルでご提案。お客さまのお好

みに合わせてビジネススタイルの中から最適な商品を 

お選びいただけます。 
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⑤イオンスタイル レイクタウンの新たなサービス 

「コンシェルジュ」や「タッチ・ゲット」など新たなサービスを導入 

 

・サービスカウンターでは、新たな機能として「インバウンド（免税）対応カウンター」や、    

「公共料金収納サービス」などを開始します。また、お買上げ品をその日のうちにご自宅に  

お届けする「即日便」の専用カウンターを導入します。 
 

・ファッションと住まいとくらしのフロアでは、お客さまの個別のご要望にお応えし、お買物の

ご相談を専任で行う「コンシェルジュ」を配置します。また、ベビー用品コーナーでは、専門

的な知識と接客技術を持ち、お客さまのご要望やご相談に応じて適切な商品のおすすめする  

ことができるイオンの社内資格「イオンベビーアドバイザー」を取得した「ベビーコンシェル

ジュ」をイオンで初めて導入します。 
 

・専用のタブレット端末を使い、店舗にない商品もお取り寄せ、

店頭でのお受け取りやご自宅にお届けすることができる  

「タッチ・ゲット」サービスをインテリア・寝具・収納用品  

や大型ベビー雑貨など約８,２００アイテムを展開します。 

また、店内各所に１５台の大型デジタルサイネージを設置し、

商品・イベントから地域の観光やサービスまで、さまざまな 

情報を発信します。 

 

 

 

「イオンスタイル レイクタウン」リニューアル後のフロア構成 

 

３階 

〔キッズと住まいとくらしのフロア〕 

子供服、ベビー用品、玩具、台所・家事用品、寝具・インテリア用品、収納、

照明、住まいのリフォーム、家電、携帯電話、手芸、文具・テレビゲーム 

２階 

〔ファッションと雑貨のフロア〕 

紳士服、婦人服、肌着、服飾雑貨、腕時計、カバン、トラベル用品 

専門店：「グリーンボックス」（靴） 
「セルフ＋サービス」（カジュアル） 

「トップバリュコレクション」（カジュアル） 

１階 

〔食と美と健康のフロア〕 

農産、水産、畜産、加工食品、デイリー、デリカ、ベーカリー、銘店、日用

雑貨、医薬品、調剤薬局、化粧品、健康食品、ペット用品 

専門店:２４店舗（内、新規導入１７店舗） 
「イオンリカー」（お酒･輸入食品）、「カンテボーレ」（ベーカリー） 
「オリジン弁当」（総菜）、「焼魚屋さん」（焼き魚）、「伊藤園」（お茶） 
「ファクトリーシン」（洋菓子）、「クロワッサンタイヤキ」（たい焼き） 
【新規導入店舗】 
「キャトーズジェイエ」（洋菓子）、「ベビーモンシェール」（堂島ロール） 
「南ヶ丘牧場」（乳製品）、「鹿鳴館」（ゼリー）、「レーマン」（洋菓子） 
「十勝甘納豆本舗」（和菓子）、「東京ひよ子」（焼菓子）、「十万石」（和菓子） 
「葵の倉」（せんべい）、「菓匠 清閑院」（和菓子）、「梅園」（あんみつ） 
「日本橋屋長兵衛」（和菓子）、「チャイナチューボー」（中華総菜） 
「デリ・サラ」（サラダ）、「紀文」（魚練）、「田吾作」（おこわ） 
「ＴＯ；ＦＵＫＵ」（和総菜） 
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【施設・環境面でのリニューアル】 

■連動性、回遊性の強化 

 「ｍｏｒｉ」２Ｆの南側、「ｋａｚｅ」とデッキで連絡する導入エリアを全面リニューアル。

ゾーン中央部にはギャザリングスペースを配し、天井には、越谷市の木である「ケヤキ」の葉

をイメージしたデザインを取り入れ、見通しと開放感を充分に確保した空間としました。エリ

アを構成する専門店は、「ｋａｚｅ」のファッションクオリティと連動した都市型ファッショ

ンやカフェなどを配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ｋａｚｅ」の中央を１Ｆから３Ｆまでつなぐ吹き抜けに、新たなｋａｚｅのシンボルとなる

水の流れをイメージしたアートシャンデリアを設置します。吹き抜け周りには、それぞれ１Ｆ

「ＧＯＵＲＭＥＴ ＳＱＵＡＲＥ」、２Ｆ「ＣＡＦＥ ＰＬＡＺＡ」、３Ｆ「ＤＩＮＩＮＧ ＴＥ

ＲＲＡＣＥ」とコンセプトの異なる飲食店舗の集積を配置。異なるコンセプトを持つ各フロア

に、縦軸の連動性を創出することで一体感を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ｋａｚｅ」、「アウトレット」のそれぞれ２Ｆを結ぶデッキを新設します。これまで直接行

き来ができなかった両モール間をスムーズに移動することが可能となるとともに、電車でご来

店の方もスムーズにアウトレットへと誘います。 

リニューアル前 

リニューアル後 



 
17 

 

 

■グルメ空間の刷新 

 ｋａｚｅ１Ｆ フードコート「ＧＯＵＲＭＥＴ ＳＱＵＡＲＥ」 

モダンな空間に、アクセントとして気品を感じさせる素材を組み合わせたオトナの空間へとリ

ニューアル。配置する専門店では、バーカウンターでご提供するアルコール類、職人が握る寿

司、話題のスイーツなど、舌が肥えたオトナも満足するラインナップへと刷新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｍｏｒｉ３Ｆ フードコート「ＦＯＲＥＳＴ ＴＡＢＬＥ」 

３つのゾーンに約１,５００席で展開していたフードコート「ＦＯＲＥＳＴ ＴＡＢＬＥ」では、

ゾーンデザインをそれぞれ刷新するとともに、フォレストゾーンに隣接するキッズゾーンを新

設、席数も約２００席増の約１,７００席へと増席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッズゾーン 
ニュートラルゾーン 

ファーストフードゾーン スタミナグルメゾーン 
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【イオンレイクタウン 店舗一覧】 
 

 ■ｋａｚｅ １Ｆ 新規３０店舗 移転１４店舗 改装１０店舗 
新規店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 関東初 埼玉県初 
1 ＯＮＳＰＯＴＺ 帽子 １０月 ８日（水）  ○ 
2 ＳＵＰＵＲＥ レディス １１月２１日（金）  ○ 
3 ｃｕｏｃａ 製菓・製パン材料・道具 １１月２２日（土）  ○ 
4 いきなりステーキ ステーキ １２月 ５日（金）  ○ 
5 ゆうちょ銀行 ＡＴＭ ２月 ５日（木）   
6 Ｖ２＆Ｍ ｂｙ Ｆｒｕｉｔｓ Ｂａｒ ＡＯＫＩ フレッシュジュース ２月２７日（金）  ○ 
7 ｇｒａｉｎ ｐｌａｉｒｅ ｂｙ ＰＡＲＴＳ ＣＬＵＢ ビーズ＆アクセサリー ３月２０日（金）   
8 竹若すし 江戸前寿司 ３月２０日（金）  ○ 
9 ティーヌン タイ料理 ３月２０日（金）  ○ 
10 大釜屋 たこ焼き、釜めし ３月２０日（金）   
11 うどん 伊吹や製麺 うどん、巻き寿司 ３月２０日（金） ○  
12 タイガー本舗 餃子 ３月２０日（金）  ○ 
13 牛たん炭焼き 仙台たん太 牛たん ３月２０日（金） 全国初  
14 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ ＰＡＬＥＴＴＥ ＧＡＲＤＥＮ カフェ＆バー ３月２０日（金） 全国初  
15 アクシーズファム ノスタルジー レディス ３月２１日（金）   
16 こめらく おひつ飯 ３月２３日（月）  ○ 
17 ＴＨＥ ＥＭＰＯＲｉｕＭ レディス・服飾雑貨 ４月 ３日（金）   
18 Ｂｕｔｔｅｒ Ｐａｎｃａｋｅ パンケーキ ４月２２日（水）  ○ 
19 ゆずり葉 食品 ４月２３日（木）   
20 エムアイプラザ 百貨店 ４月２４日（金）   
21 ｏｆｆ＆ｏｎ キッチン雑貨 ４月２４日（金）   
22 ＯＲＢＥＮＥ レディス ４月２４日（金）   
23 Ｃａｆｅ Ｍｏｒｏｚｏｆｆ カフェ ４月２４日（金） ○  
24 Ｐ’３ｓｔｙｌｅ  生活雑貨 ４月２４日（金） 全国初  
25 グロリアスマーケット 生活雑貨 ４月２４日（金） ○  
26 ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ 時計 ４月２４日（金）   
27 東京タンメン トナリ タンメン ４月２４日（金）   
28 Ｐｏｌａｎ ベーカリーカフェ ４月２４日（金）  ○ 
29 野菜を食べるカレー ｃａｍｐ ｅｘｐｒｅｓｓ カレー ４月２４日（金）   
30 全国ご当地グルメ屋台 produced byほてぢゅう B 級グルメ ５月中   

 
移転店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 
31 フォルムフォルマ レディス １０月２日（木） 
32 エヴァンジル アクセサリー １２月５日（金） 
33 アイシティ コンタクトレンズ ２月 ６日（金） 
34 ３ｃｏｉｎｓ 生活雑貨 ３月 ４日（水） 
35 ＭＤＡＹＳ ステーショナリー雑貨 ３月２０日（金） 
36 クイックシルバーストア メンズ・レディス・キッズ ３月２０日（金） 
37 レトロガール レディス ３月２０日（金） 
38 ブランドショップハピネス ブランドショップ ３月２７日（金） 
39 アンプール ランプ雑貨 ４月 ８日（水） 
40 ＨＥＡＲＴ ＭＡＲＫＥＴ レディス ４月１７日（金） 
41 マクドナルド ハンバーガーレストラン ４月１９日（日） 
42 サムソナイト 鞄・旅行用品 ４月２４日（金） 
43 ラコステ メンズ・レディス ４月２４日（金） 
44 ＧＯＬＤ ＢＩＺ メンズ・レディス ４月２４日（金） 

改装店舗 

45 ミニストップ コンビニエンスストア １２月２０日（土） 
46 スターバックスコーヒー カフェ ２月２１日（土） 
47 ＴＴＭ ＪＥＷＬＲＹ ＴＳＵＴＳＵＭＩ 宝飾 ２月２７日（金） 
48 ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ 呉服・和装小物 ３月 ６日（金） 
49 ＭＯＭＩ＆ＴＯＹＳ クレープ ３月２０日（金） 
50 ２１２ＫＩＴＣＨＮ ＳＴＯＲＥ キッチン雑貨 ３月２０日（金） 
51 ＱＢハウス ヘアカット ３月２７日（金） 
52 マルエツ 食品スーパー ４月２２日（水） 
53 ＡＭＯ’Ｓ ＳＴＹＬＥ ランジェリー ４月２４日（金） 
54 フロプレステージュ スイーツ ４月２４日（金） 
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■ｋａｚｅ ２Ｆ 新規５４店舗 移転５店舗 改装１０店舗 
新規店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 関東初 埼玉県初 
55 アフタヌーンティ・ティールーム カフェ １０月 ８日（水）   
56 トランスコンチネンツ メンズ・レディス １１月 ８日（土）  ○ 
57 オークリー ｱｲｳｪｱ・ｽﾎﾟｰﾂｳｪｱ １１月２０日（木）  ○ 
58 Ｃｏｚｙｆｌａｔ レディス １１月２７日（木）   
59 Ｌａｌｉｎｅ コスメ・雑貨 １１月２８日（金）  ○ 
60 東急ハンズトラックマーケット（期間限定） 雑貨 １２月１３日（土）   
61 ＆ Ｃｈｏｉｃｅ レディス ３月１３日（金） ○  
62 ＲＯＰＥ’ＰＩＣＮＩＣ レディス ３月２０日（金）   
63 Ｃｈｕｔ！ＩＮＴＩＭＡＴＥＳ ランジェリー ３月２０日（金）  ○ 
64 ディスコートパリシアン メンズ・レディス ３月２７日（金） ○  
65 ＬＵＳＨ 自然派化粧品 ３月２７日（金）   
66 サンリオギフトゲート キャラクター雑貨 ４月 ２日（木）   
67 ＦＲＥＥ’Ｓ ＭＡＲＴ メンズ・レディス ４月 ３日（金）   
68 Ｆｌｏｒ by Ｒｅｗ ｄｅ Ｒｅｗ 

  
レディス ４月 ３日（金）   

69 トラベルスタイル トラベルグッズ・ポップコーン ４月１０日（金）   
70 コーエングランドストア メンズ・レディス・カフェ ４月１６日（木） 全国初  
71 ＮＥＷＣＯＭ 雑貨 ４月１７日（金） 全国初  
72 ｋａｈｉｋｏ ハワイアン雑貨 ドーナツ ４月２４日（金）  ○ 
73 Ｃａｆｅ＆Ｍｅａｌ ＭＵＪＩ デリ・カフェ ４月２４日（金）  ○ 
74 無印良品 生活雑貨 ４月２４日（金）   
75 イーブスサプライ メンズ・レディス ４月２４日（金） 全国初  
76 Ｔｉｃ ＴＡＣ 時計 ４月２４日（金）   
77 Ｓａｍａｎｔｈａ ＆ Ｃｈｏｕｅｔｔｅ ＆ ｇａｌｌｅｒｙ 服飾雑貨 ４月２４日（金）   
78 Ｌｅ ＴｉＲＯｉＲ ｄｅ ＤＲＥＳＳＴＥＲＩＯＲ レディス・メンズ・雑貨 ４月２４日（金）  ○ 
79 Ｐｉｅｒ Ｌｏｕｎｇｅ ｂｙ ＡＲＫ メンズ・レディス ４月２４日（金）  ○ 
80 トリニティ メンズ・レディス ４月２４日（金）  ○ 
81 ＭＯＲＧＡＮ ＤＥ ＴＯＩ！ メンズ・レディス ４月２４日（金）   
82 ＡＳＴＯＲＩＡ レディス ４月２４日（金）  ○ 
83 ＰＡＴＴＥＲＮ ｆｉｏｒｅ レディス ４月２４日（金）   
84 ＢＬＡＮＣＨＩＣ レディス ４月２４日（金）   
85 フットセラピー ﾌｯﾄｽﾊﾟ&ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ ４月２４日（金）  ○ 
86 Ｍｅｗ’ｓ レディス ４月２４日（金）  ○ 
87 ＺＡＲＡ ＨＯＭＥ インテリア・生活雑貨 ４月２４日（金）   
88 Ｓｔｒａｄｉｖａｒｉｕｓ レディス ４月２４日（金）   
89 Ｓａｍａｎｔｈａ Ｖｅｇａ レディスバッグ ４月２４日（金）   
90 Kiehl’s 

 
コスメ ４月２４日（金）   

91 リトルドロワーズ アクセサリー ４月２４日（金）   
92 ＢＯＳＥ Ｄｉｒｅｃｔｓｔｏｒｅ オーディオ ４月２４日（金）  ○ 
93 チチカカムンド エスニック雑貨・カフェ ４月２４日（金） 全国初  
94 Ｓｅｃｒｅｔ Ｈｏｎｅｙ Ｐｉｎｋ Ｌａｂｅｌ レディス ４月２４日（金） 全国初  
95 ニャーベトナム ベトナム料理 ４月２４日（金）  ○ 
96 リムヴェール パティスリー・カフェ スイーツカフェ ４月２４日（金）  ○ 
97 ＴＯＰ’Ｓ ＫＥＹ’ＳCAFE 

 

カフェ ４月２４日（金）  ○ 
98 フォーラル まつ毛エクステ ４月２４日（金）   
99 ファストネイル ネイルサロン ４月２４日（金）   

ＶＩＶＲＥ GENE 内 
 100 ふりそでＭＯＤＥ wedding・ＢＯＸ 振袖・ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ １０月３１日（金）   

101 Ｒｅｎｅ ｏｆ Parisｂｙフォンテーヌ ウイッグ １１月 １日（土）   
102 バーン・ハナ タイ王宮リラクゼーション １１月２０日（木）   
103 Ｌ．Ｌ．Ｂｅａｎ ファッション・雑貨 １１月２１日（金）   
104 ｕｔｕＱｃｉａ ｓｏｃｉｅ エステ＆ヘアサロン １１月２９日（土） 全国初  
105 ナチュラシベリカ/マヌファクトゥーラ 化粧品・雑貨 ４月１９日（日）   
106 マミュ コスメ＆メイクレッスン ４月２４日（金）   
107 エイチエス フラワー＆グリーン 生花＆フラワー ４月２４日（金）   
108 ａｍａｔｅｒａｓ ｋａｍａｋｕｒａ アパレル・雑貨 ４月２４日（金）     
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移転店舗 
109 ジュリア・オージェ ｳｨｯｸﾞ・ﾍｱｱｸｾｻﾘｰ ３月２０日（金） 
110 ｃｏｎｆｉｒｍ・ＩＬＬ’Ｓ メンズ ３月２６日（金） 
111 ＪＩＮＳ メガネ ４月 ３日（金） 
112 ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ メンズ・レディス ４月２４日（金） 
113 コールド・ストーン・クリマリー アイスクリーム ４月２４日（金） 

改装店舗 

114 Ａ・Ｊ・Ｄ ＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ 服飾雑貨 ２月１４日（土） 
115 オルビス・ザ・ショップ コスメ ２月２６日（木） 
116 チュチュアンナ 靴下・ランジェリー ３月１３日（金） 
117 Ａｎｄｒｅｗ’ｓ Ｔｉｅｓ ネクタイ ３月２０日（金） 
118 ＧＯＤＩＶＡ チョコレート ４月２４日（金） 
119 Ａｍｏｉｒｅ ｃａｐｒｉｃｅ レディス ４月２４日（金） 
120 ＺＥＬＥ ＡＶＥＤＡ 美容室・ネイル ４月２４日（金） 
121 フォッシル 服飾雑貨 ４月２４日（金） 
122 マハラジャダイヤモンド 宝飾 ４月２４日（金） 

ＶＩＶＲＥ GENE 内 
 123 コスメキッチン コスメ・雑貨・食物販 ４月２４日（金） 

 
 

■ｋａｚｅ ３Ｆ 新規１２店舗 移転７店舗 改装１３店舗 
新規店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 関東初 埼玉県初 
124 Ｌａ Ｌｅｉａ レディス・キッズ・服飾雑貨 ９月２０日（土） ○  
125 コムサスタイル メンズ・レディス １０月４日（土）   
126 ＶＥＮＣＥ ｓｈａｒｅ ｓｔｙｌｅ メンズ・レディス ３月２０日（金） 全国初  
127 ＧＯＲＧＥ レディス ３月２０日（金）   
128 ＣＲＹＸ レディス ３月２０日（金）   
129 ＢＯＮＩＣＡ ｄｏｔ ＧＡＲＤＥＮ レディス ３月２０日（金） ○  
130 ＳＫＩＮＮＹ ＬＩＰ レディス ３月２０日（金）   
131 鉄板焼き 寿々の助 鉄板焼き ４月 ９日（金） 全国初  
132 Ｒ＆Ｅ レディスシューズ ４月１０日（金）  ○ 
133 ラクリマクリスティ レディス ４月２４日（金） 全国初  
134 ａｄａｍｓ ＪＵＧＧＬＥＲ メンズ ４月２４日（金）  ○ 
135 ＪＡＣＫ ＩＮ ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ ＤＯＮＵＴＳ ドーナツ ４月２４日（金）  ○ 

 
移転店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 
136 エステティック ミス・パリ エステティック ２月 １日（日） 
137 ＳＩＬＶＥＲ ＢＯＸ シルバーアクセサリー ３月 ３日（火） 
138 一丁目一番地 駄菓子 ３月２０日（金） 
139 金古屋 帽子 ４月１０日（金） 
140 ＮＡＵＧＨＴＩＡＭ メンズ服飾雑貨 ３月２６日（木） 
141 Ｆｅｍｉｎｉｎｅ ｃａｆｅ レディスシューズ ３月２７日（金） 
142 流儀圧搾 メンズ・レディス・キッズ ４月２4 日（金） 

改装店舗 

143 ＹＯＵ’Ｓ ＬＡＮＤ アミューズメント １２月１２日（金） 
144 ＨＩＤＥＷＡＹＳ メンズ・雑貨 ２月１３日（金） 
145 炭焼きステーキくに ステーキ ２月２０日（金） 
146 オリーブ デ オリーブ レディス ２月２５日（金） 
147 ｏｎｅ way 

 
レディス ２月２７日（金） 

148 ＩＮＧＮＩ レディス ３月 ６日（金） 
149 Ｇａｒｂｏ メンズ ３月 ８日（金） 
150 ＡＮＯＴＨＥＲ ＳＩＤＥ ＳＱＵＡＲＥ メンズ・レディス ３月２０日（金） 
151 恵比寿 かつ彩 とんかつ ３月２０日（金） 
152 エイチ・アイ・エス 旅行代理店 ３月２０日（金） 
153 ＡＮＡＰ レディス ４月２４日（金） 
154 ｇｒａｎｉｐｈ メンズ・レディス・キッズ ４月２４日（金） 
155 ＫＵＡ’ＡＩＮＡ ハンバーガーレストラン ４月２４日（金） 
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■ｍｏｒｉ １Ｆ 新規２７店舗 移転１１店舗 改装２４店舗 

新規店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 関東初 埼玉県初 
1 リアット！ リペア １０月２１日（火）   
2 レイカズン レディス １０月２４日（金）   
3 ディッキーズ メンズ・レディス １０月３１日（金）  ○ 
4 ミューラー レディス １１月 ７日（金）  ○ 
5 イエッカヴェッカ レディス・雑貨 １１月 ７日（金）   
6 せたが屋 ラーメン １１月 ９日（金）  ○ 
7 時計倉庫 ＴＯＫＩＡ 時計 １１月２１日（金）  ○ 
8 グッドシングスｂｙリベット＆サージ レディス １１月２１日（金）   
9 Ａｖａｎ Lily 

 
レディス １１月２１日（金）  ○ 

10 ドスパラ ＰＣパーツ １２月 ５日（金）   
11 ｅ.ｒ.ｇ* レディス １２月 ５日（金）   
12 オゾック レディス １２月 ５日（金）   
13 チャオパニックＴＹＰＹ メンズ・レディス １２月 ５日（金）   
14 久世福商店 和食材・食品 １２月 ５日（金）  ○ 
15 とんかつまい泉 とんかつ １２月 ５日（金）  ○ 
16 鉄板焼花蝶 和食 １２月 ５日（金）  ○ 
17 ぶたいち 豚丼 １２月 ５日（金）  ○ 
18 廻るすしざんまい 回転寿司 １２月 ５日（金）  ○ 
19 串揚げビュッフェ楽膳 串揚げ １２月 ５日（金）  ○ 
20 カフェデンマルク ベーカリー １２月 ５日（金）  ○ 
21 ユイットユイット パンケーキ・カフェ １２月１２日（金）  ○ 
22 ザ・オイスターハウス 牡蠣＆シーフード １２月１２日（金）  ○ 
23 九州沖縄食堂 チキ南亭 薩州ごはん処 １２月３０日（火）   
24 イオンバイク サイクル ３月 ６日（金）   
25 ＭｕｚｚＢｕｚｚ カフェ ３月２０日（金） 全国初  
26 ベイフロー メンズ・レディス ４月２４日（金）  ○ 
27 こて吉 お好み焼き ４月２４日（金）  ○  

移転店舗 
NO. 店名 業種 オープン日 
28 アンジェリーク 服飾雑貨 １０月２４日（金） 
29 京セラソーラーＦＣ越谷 太陽光発電 １０月２４日（金） 
30 マジックミシン リフォーム １０月２４日（金） 
31 マーレマーレデイリーマーケット 靴 １０月２４日（金） 
32 ギンザラブラブ ブランドショップ １０月３１日（金） 
33 イーハイフンワールドギャラリーフレンズ レディス １１月 ７日（金） 
34 レプシィムローリーズファーム レディス １１月２１日（金） 
35 置地廣場 和雑貨 １１月２１日（金） 
36 暮らしのマネープラザ 金融・保険 １１月２６日（水） 
37 ＡＢＣクッキングスタジオ 料理教室 １月１６日（金） 
38 ａ.ｖ.ｖ noble standard レディス・メンズ ２月２７日（金） 

改装店舗 

39 フラワープロデュース フラワー ２月２７日（金） 
40 ロテルドビュッフェ ビュッフェレストラン ２月２７日（金） 
41 ハドウス ライブステーキレストラン ２月２８日（土） 
42 ポニークリーニング クリーニング ３月 ６日（金） 
43 ラーメン山頭火 ラーメン ３月 ６日（金） 
44 スターバックスコーヒーガーデンウォーク店 カフェ ３月１５日（土） 
45 ルネッテリア グラス アルファ メガネ ３月２０日（金） 
46 ネ・ネット レディス・メンズ・キッズ ３月２０日（金） 
47 おひつごはん四六時中 おひつごはん・和食 ３月２０日（金） 
48 ママズキッチン 洋食 ３月２０日（金） 
49 一汁五穀 釜炊き五穀米と和食 ３月２０日（金） 
50 牛たん炭焼き利休 牛たん ３月２０日（金） 
51 ＱＢハウス 理容室 ３月２０日（金） 
52 椿屋カフェ 和カフェ ３月２０日（金） 
53 スターバックスコーヒー１階店 スペシャリティコーヒーストア ３月２１日（土） 
54 ヴィレッジヴァンガードダイナー グルメハンバーガーレストラン ４月 １日（水） 
55 ブルーファーム レディス・メンズ ４月２４日（金） 
56 マルシュドゥエクラ アクセサリー ４月２４日（金） 
57 森の朝 コスメ・ファッショングッズ ４月２４日（金） 
58 かにチャーハンの店ダイニング かに料理 ４月２４日（金） 
59 鍋専門店 籠菜 なべ料理 ４月２４日（金） 
60 サリュー 生活雑貨 ４月２４日（金） 
61 カルディーコーヒー コーヒー ４月２４日（金） 
62 そば衞 更科蕎麦 ４月２４日（金） 
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■ｍｏｒｉ ２Ｆ 新規３３店舗 移転１６店舗 改装１１店舗 

新規店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 関東初 埼玉県初 
63 ジャックローズ メンズ １１月 ８日（土）   
64 アングレーム レディス １１月２１日（金）  ○ 
65 オリエンタルトラフィック レディスシューズ １１月２１日（金）   
66 レストローズ レディス １１月２１日（金）   
67 シェトワ クレエ レディス １１月２１日（金）  ○ 
68 ナンバースタンダードドロシーズ レディス １１月２１日（金） ○  
69 ボンメルスリードアナトリエ レディス １１月２１日（金）  ○ 
70 ラギッドファクトリー メンズ・レディス １１月２１日（金）  ○ 
71 グランビュフル レディス １２月 ５日（金） ○  
72 イオンハウジング 不動産仲介 １２月 ５日（金）   
73 サンマルクカフェ カフェ １２月１２日（金）   
74 コロニー２１３９ メンズ・レディス・雑貨 １２月１２日（金） 全国初  
75 スクオーバル メンズ・レディス １２月１２日（金）  ○ 
76 エディションワークスメンズビギ メンズ・レディス １２月１２日（金）   
77 Ｖｉｎ レディス ２月２０日（金）   
78 リゲッタカヌー 靴・服飾雑貨 ２月２７日（金）  ○ 
79 クローヴ レディス ３月 ６日（金）  ○ 
80 タカキュー メンズ ３月１２日（木）   
81 グラスライン レディス ３月２０日（金）   
82 センスオブプレイスｂｙアーバンリサーチ レディス・メンズ ３月２０日（金）  ○ 
83 ラブサックス レディス ４月２４日（金）   
84 ホットヨガスタジオＬＡVA 

Ａ 
ホットヨガ ４月２４日（金）   

85 キャナル ドゥ リュクス メンズ・レディス ４月２４日（金）   
86 ユニバーサルランゲージ メンズ・レディス ４月２４日（金）  ○ 
87 アーバンリサーチストア メンズ・レディス・雑貨 ４月２４日（金）  ○ 
88 アメリカンイーグルアウトフィッターズ メンズ・レディス ４月２４日（金）  ○ 
89 ディープラス アクセサリー ４月２４日（金）  ○ 
90 アンド エフィー アクセサリー ４月２４日（金）  ○ 
91 レモンツリー アクセサリー・ジュエリー ４月２４日（金）  ○ 
92 ラティス アクセサリー ４月２４日（金）   
93 ミルキッシモ ジェラート ４月２４日（金）   
94 マスターキングズ 鞄 ４月２４日（金）   
95 カラーズﾊﾞｲジェニファースカイ 鞄 ４月２４日（金）   

 
移転店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 
96 プルミエ－ル アクセサリー １０月２９日（水） 
97 ハッシュハピー メンズ・レディス・シューズ １０月３１日（金） 
98 きもの日本橋 かのこ 呉服 １１月 ８日（土） 
99 Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ 携帯電話 １１月１４日（金） 
100 ケントアヴェニュー メンズ １１月２１日（金） 
101 ＰＬＳＴ レディス・メンズ １１月２１日（金） 
102 じぶんまくら 寝具・雑貨 １１月２１日（金） 
103 生活の木 アロマ雑貨 １１月３０日（日） 
104 美容健身房 小町苑 リラクゼーション １１月３０日（日） 
105 ツヴァイ/イオンウェディング 結婚相談 １２月 ５日（金） 
106 カ・ラ・ダストレッチ ストレッチ整体 １２月 ６日（土） 
107 サックスバーアナザーラウンジ 鞄 １２月１２日（金） 
108 ｎｉｃｏ ａｎｄ．．． レディス＆雑貨 １２月１２日（金） 
109 フォービーオブファム レディス １２月１３日（土） 
110 ラ・ストラーダ・カッパ アパレル・雑貨 ３月２０日（金） 
111 グローバルワーク メンズ・レディス・雑貨 ４月２４日（金） 

改装店舗 

112 リーガル 靴 ３月 ６日（金） 
113 セリエルーチェ 宝飾 ３月 ６日（金） 
114 ほけん百花 保険代理店 ３月 ６日（金） 
115 グリーンパークストピック レディス ３月 ６日（金） 
116 マガジンス メンズ・レディス・雑貨 ３月２０日（金） 
117 ブロック/ＭＢＴウォーキングショップ 靴 ３月２０日（金） 
118 ミシャ 韓国コスメ ３月２０日（金） 
119 果汁工房 果琳 フレッシュジュース ３月２０日（金） 
120 ファイテンショップ 健康雑貨 ３月２６日（木） 
121 Ｃ.Ｐ.ｂｙバックステージ メンズ・レディス ４月２４日（金） 
122 ＭＡＲＹ ＱＵＡＮＴ コスメ・衣料品・雑貨 ４月２４日（金） 
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■ｍｏｒｉ ３Ｆ 新規２５店舗 移転１５店舗 改装２０店舗 

新規店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 関東初 埼玉県初 
123 キッズランド キッズ １０月１０日（金）   
124 丸亀製麺 うどん １１月 ７日（金）   
125 ｚｏｆｆ メガネ １１月 ７日（金）   
126 ハッピーケーキ スイーツ １１月 ７日（金） 全国初  
127 パルメナーラ パスタ・ピザ １１月１４日（金）  ○ 
128 Ｚ－ＣＲＡＦＴ メンズ・レディス・キッズ １１月２１日（金）  ○ 
129 ノーザリープラス ランジェリー・水着 １１月２１日（金） ○  
130 韓国家庭料理 吾照里 韓国料理 １１月２１日（金）  ○ 
131 オレガスファイブ 喫煙具 １１月２１日（金） ○  
132 大金星総本店 鉄板焼きそば・唐揚げ １２月 ５日（金）  ○ 
133 チームラボ お絵かき水族館 アミューズメント １２月 ５日（金）  ○ 
134 肉ざんまい 肉料理 １２月 ５日（金） 全国初  
135 横浜鳳凰楼新館 中華 １２月 ５日（金） 全国初  
136 アソミックス 屋内プレイルーム １２月１１日（木） 全国初  
137 だがし夢や 駄菓子 １２月１２日（金）   
138 牛かつたけわか 牛かつ １２月１２日（金） 全国初  
139 びっくりドンキーポケットキッチン ハンバーグ １２月１２日（金）   
140 イップウドウラーメンエクスプレス ラーメン １２月１９日（金）   
141 エウルキューブ レディス ２月２７日（金）   
142 カセット 携帯アクセサリー ３月２０日（金）   
143 ホビーゾーン 模型・玩具 ３月２０日（金）  ○ 
144 ＶＧ/ＰｉｎｋＭｉｘ レディス ３月２０日（金）   
145 ロンフーダイニング 中華 ４月１７日（金）  ○ 
146 ヨゴリーノ スイーツ ４月１７日（金）   
147 リンガーハット ちゃんぽん ４月１７日（金）   

 
移転店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 
148 ランドリー Ｔシャツ・雑貨 １０月１１日（土） 
149 マジェンダ レディス １０月１１日（土） 
150 島村楽器ミュージックサロン 音楽教室 １１月 １日（土） 
151 チェルシーニューヨーク ライフスタイル雑貨 １１月 ７日（金） 
152 ゼノビア ジュエリー １１月２１日（金） 
153 ブレス アパレル・服飾雑貨 １２月 ５日（金） 
154 茶寮ｋｉｋｕｓｕｉ 茶・菓子・スイーツ １２月 ５日（金） 
155 ビラボン アパレル・服飾雑貨 １２月１２日（金） 
156 ユザワヤ クラフト １月 ５日（月） 
157 ＪＴＢ 旅行代理店 ２月２６日（木） 
158 ジーンズショップオサダ メンズ・レディス・キッズ ２月２７日（金） 
159 ｍ.ｆ.エディトリアル メンズ・レディス ３月１２日（木） 
160 ディハンス レディス雑貨 ３月１３日（金） 
161 トウキョウシャツコレクション・２８１２・ メンズ・レディス ３月２０日（金） 
162 銀だこ 銀ちゃん たこ焼き ４月１７日（金） 

改装店舗 

163 Ｈｏｎｅｙｓ ｄ.ｓｔｏｒｅ レディス ２月 ６日（金） 
164 クリピエ 靴 ２月２７日（金） 
165 ベイビーシュープ レディス ２月２７日（金） 
166 上等カレー カレー ２月２７日（金） 
167 スターバックスコーヒー３階店 カフェ ３月 ６日（金） 
168 アーニス レディス・服飾雑貨 ３月 ６日（金） 
169 Ｇ－ＬＡＮＤ エクストリーム メンズ・レディス・キッズ ３月 ６日（金） 
170 カールカナイ メンズ ３月 ６日（金） 
171 イッカ メンズ・レディス ３月２０日（金） 
172 ストーンマーケット ストーンアクセサリー ３月２０日（金） 
173 おかしのまちおか お菓子 ３月２０日（金） 
174 さくら平安堂 印鑑 ３月２０日（金） 
175 サーティーワンアイスクリーム アイスクリーム ３月２１日（土） 
176 ドコモショップ 携帯電話 ４月２２日（水） 
177 横濱下町食堂 オムライス ４月２４日（金） 
178 ミスタードーナツ ドーナツ ４月２４日（金） 
179 タイムステーションＮＥＯ 時計 ４月２４日（金） 
180 ラウレア ハワイアンジュエリー ４月２４日（金） 
181 ケンタッキーフライドチキン フライドチキン ４月２４日（金） 
182 かつ丼和幸 とんかつ ４月２４日（金） 

 
■ｍｏｒｉ １Ｆ～３Ｆ 改装１店舗 

改装店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 
183 イオンスタイル レイクタウン 総合スーパー ４月２４日（金） 
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■ＯＵＴＬＥＴ １Ｆ 新規６店舗 移転２店舗 

新規店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 関東初 埼玉県初 
1 ヒューマンウーマン レディス １０月１０日（金） ○  
2 ＧＥＯＸ ＮＩＮＥ ＷＥＳＴ・・・ａｎｄ ｍｏｒｅ！ 靴 １０月１０日（金）   
3 エイチケーイーヒロココシノ レディス １０月１０日（金）   
4 ビレロイ＆ボッホ 食器 ４月 １日（水）   
5 ステファネル レディス ４月１８日（土）   
6 レキップ モガ レディス ６月１２日（金）   

 
移転店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 
7 Ｋ+Ｈ ｂｙ キャサリンハムネット メンズ ３月２０日（金） 
8 シュリセル メンズ ３月２０日（金） 

 
■ＯＵＴＬＥＴ ２Ｆ 新規６店舗 

新規店舗 

NO. 店名 業種 オープン日 関東初 埼玉県初 
9 プレシュウジュエ 靴 １０月１０日（金）  ○ 
10 エゴイスト レディス ３月２０日（金）   
11 パスタ＆ピッツァ コパン レディス ３月２０日（金）   
12 ヒップショップ アンダーウェア ３月２０日（金）   
13 チャンピオン スポーツ・アパレル ４月１８日（土）   
14 ルーミーズ アウトレット レディス ４月１８日（土）   

 
 
 
■ １期リニューアル店舗数 

  新 規 移 転 改 装 合 計 

ｋａｚｅ 

１Ｆ ３０（１７） １４ １０ ５４ 

２Ｆ ５４（２４） ５ １０ ６９ 

３Ｆ １２（８） ７ １３ ３２ 

合計 ９６（４９） ２６ ３３ １５５ 

ｍｏｒｉ 

１Ｆ ２７（１７） １１ ２５ ６３ 

２Ｆ ３３（１７） １６ １１ ６０ 

３Ｆ ２５（１４） １５ ２０ ６０ 

合計 ８５（４８） ４２ ５６ １８３ 

ＯＵＴＬＥＴ 

１Ｆ ６（１） ２  ８ 

２Ｆ ６（１）   ６ 

合計 １２（２） ２  １４ 

総合計 １９３（９９） ７０ ８９ ３５２ 

 
※「新規」のカッコ内は全国初・関東初・埼玉県初の合計  

 
■１期 地域初出店店舗数 

 全国初 関東初 埼玉県初 合 計 
ｋａｚｅ １２ ７ ３０ ４９ 
ｍｏｒｉ ７ ４ ３７ ４８ 
ＯＵＴＬＥＴ ０ １ １ ２ 
総合計 １９ １２ ６８ ９９ 

 
 

 
全国初出店１９店舗／関東初出店１２店舗／埼玉県初出店６８店舗 

※ 「関東初」は、埼玉県及び茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県を指します。 

※ 店名・業種及び本資料については、４月２４日（金）現在のため、変更になる場合がございます。 

※ 文中のイメージパース全てイメージのため、変更になる可能性がございます。 


