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2012 年 9 月 20 日
ＪＲ東京西駅ビル開発株式会社

多摩地区最大級の食品売場と充実したファッションエリア
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2012 年 10 月 25 日（木）
オープンのご
オープンのご案内
のご案内
～世代を超えて楽しめる商業施設「Hachioji Life Style Station」～
ＪＲ東京西駅ビル開発株式会社（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：清水公男）は、世代を超え
て楽しめる「Hachioji Life Style Station」をコンセプトにした JR 八王子駅の新しい駅ビル「セレオ八王子
北館」を、2012 年 10 月 25 日（木）10 時にオープンいたします。
当ビルは、2012 年１月末のそごう八王子店の営業終了後改装工事を進めており、この度、JR 八王子
駅直結の新たな大型商業施設として誕生します。
「セレオ八王子 北館」は、店内は多摩地区最大級の食品売場のほか、ファッション、生活雑貨、ベビ
ー・キッズ用品などが入ります。2012 年 10 月 25 日時点では約 200 ショップ、12 月以降 3 ショップが順次
オープン予定となっております。なおその後もクリニックや子育て支援施設などもオープン予定です。
「おさんぽセレオ わたしのお庭 ～行くたび 潤う 満たされる～」をデザインコンセプトに、よりお客様に
親しまれる施設を目指し、親子 3 代で楽しめるポイントとして、遊び場としてのレストスペースや 6、7 階に
は子どもが楽しめるトイレスペースなどを設置しました。さらに、お客様に楽しく施設内を回って頂けるよ
うに、各フロアにテーマを設け、森の木々を登り降りするようなモチーフを使用し、リラックス感漂う中に個
性豊かなショップを配置し、お気に入りの場所を散策するような心地よい時間をお届けします。
オープンに伴い、セレオ八王子で利用ができるセレオポイントカード事前入会キャンペーンを実施いた
します。10 月 5 日～10 月 24 日の間に特設カウンターで、セレオポイントカードにご入会いただいた方に、
100 ポイントをプレゼントいたします。

２Ｆ コンコースから見たエントランス

3F 吹抜けスペース

【本件に
本件に関する報道関係者
する報道関係者のお
わせ】
報道関係者のお問
のお問い合わせ】
JR 東京西駅ビル開発株式会社
担当：皆川
E-mail： minakawa@tws.jregroup.ne.jp
TEL：042-621-0431 FAX：042-621-0428

セレオ八王子ＰＲ事務局（㈱イニシャル内）
担当：藤瀬・鈴木
E-mail：celeohachioji@vectorinc.co.jp
TEL：03-5572-6062 FAX：03-5572-6065

◆コンセプト ～「Hachioji Life Style Station」
Station」～
住宅やキャンパスなどが集合し、多摩地区最大級の都市である八王子エリア。世代の違うお客様がそ
れぞれに楽しめる豊かなライフスタイルを提案します。便利でモノが揃うだけではなく、居心地がよく、つ
い立ちよってしまう。この街に住んでいる人も通勤通学している人も、八王子で生活するひとりひとりにと
って「Only One」の魅力を感じてもらえる商業施設「Hachioji Life Style Station」（八王子ライフスタイルス
テーション）がコンセプトです。
◆デザインコンセプト ～「おさんぽセレオ
～「おさんぽセレオ わたしのお庭
わたしのお庭 ～行くたび 潤う 満たされる～」～
たされる～」～
気軽に立ち寄れてゆったりと過ごせる施設づくりを目指します。木立ちのモチーフや木漏れ日をイメージ
したデザインが、開放的なエントランス、館内の吹抜けや広場を演出し、街と駅をつなぐ散歩道のように
楽しい毎日を彩ります。わたしのいつもの場所、お気に入りの場所が見つかるような親しみと心地よさを
感じられる空間をお届けします。
◆開放的なエントランス
開放的なエントランス
グランドフロアとなる 1 階、2 階のメインエントランスを大幅に改修し、行き交う人々の日常シーンに溶け
込むような、気軽に立ち寄れる入りやすいエントランスを目指します。2 階メインエントランスは従前のファ
サード面を大幅にセットバック、開かれたファサード面から溢れる賑わいと相まって、”いつもの通り道”
が明るく楽しい場所になります。1 階メインエントランスも中央エレベーターをオープン化し京王八王子方
面への通路を新設します。
◆つながりを演出
つながりを演出するバーチカルゾーン
演出するバーチカルゾーン
2 階のメインエントランスから連続するように新たに設けた 4 階まで
の 3 層吹抜け空間は商業施設の華やぎを演出し、上層階への期
待感を誘います。また、今回の改装で 4～7 階の西側エスカレータ
ーを移設し B1～7 階までを直通化することで上下階の回遊性を向
上させます。
一本の大きな木を昇り降りするように縦動線をつなぎ、各階で違う
温もりのデザインが上下階への回遊を心地よく刺激します。まるで
森を散策しているような、楽しい仕掛けをパブリックゾーンに散りば
め、やさしいリラックス空間を提供します。

2F 吹抜けスペース

「しょくじと対話」
食欲を満たすレストランゾーンには、待ち合わせや食後の休憩を意識。

「おきまりのばしょ」
本屋や美容室といった既存ショップがならぶ滞在型広場。パブリックには公園の
休憩処を思わせるファニチャーを配置。
「あそび心と趣味のひととき」
インテリアやこどもゾーンとして、探し物がなくてもなにげなく通ってしまう多雑貨
遊歩道。共用通路を広く確保し、ファミリーで休憩できるパブリックゾーンを展開。
「ココロもカラダもリフレッシュ」
上下を結ぶ館内の休息フロアとして、広場でのんびりと休息をできるよう、広々と
したパブリックゾーンを展開。
「よりみちこみち」
ファッションゾーンとして、ショップの買いまわりをたのしむ散歩道。
吹抜け周りの空間で一息つけるパブリックゾーンを展開。

「おなかもココロも満たされる」
旬な果実がセレオを彩るフードガーデン。
カフェでひと息ついたり、ついついスイーツに引き寄せられてしまう小路。
木立の中で、明るく、木漏れ日を感じるパブリックデザイン。

◆フロア計画
フロア計画
東西エスカレーターを取り巻くように、光のデザインで個性豊かなショップをつなぎます。ショップの魅力
を最大限にアピールするディスプレイを配置し、商業施設ならではの買い回りの楽しさを高めていきます。
歩きやすさと楽しさを兼ね備えた通路は、世代を問わず心地よい散歩道として“わたしのいつも”を潤し
てくれます。

１F 食品フロア

2F-5F 共用通路

各階エスカレーターまわり

5F レストスペース

◆高齢者、
高齢者、女性、
女性、子供にも
子供にも配慮
にも配慮した
配慮した設計
した設計、
設計、親子 3 代で楽しめるスペース
赤ちゃん・子供用品などのファミリー向けの売場を充実させただけではなく、子供達が使うことが楽しくな
るような「こどもトイレ」、ママやパパと安心して利用できる「おやこトイレ」、赤ちゃん連れの家族が”ほっ”
とできてお食事もできる「ベビー休憩室」を整え、家族みんなでゆっくり過ごせる商業施設を目指しました。
世代を超えてご利用いただけるショップ構成と快適なパブリックスペースでみなさまに楽しい時間を提供
します。
子供用トイレ

ベビー休憩室

◆ 環境への
環境への配慮
への配慮
屋上への太陽光発電パネル設置や LED 照明の積極採用、各種高効率設備機器の導入など、地球環境
にも優しい商業施設とします。
◆12 月以降 3 ショップ、
ショップ、クリニック、
クリニック、子育て
子育て支援施設などが
支援施設などが順次
などが順次オープン
順次オープン
10 月 25 日オープン以降もショップが順次オープンいたします。ヒビヤカダンスタイル、ＩＴＳ’ＤＥＭＯ、イセ
タンミラーが 12 月以降オープンを予定しております。なお、その後クリニックや子育て支援施設などのオ
ープンも予定しており、より地域に密着したショップ展開をしていきます。

セレオポイントカードのご案内
セレオポイントカードのご案内
「セレオポイントカード」について
セレオカードは、セレオ八王子でのお買物やお食事でポイントがたまるオリジナルポイントカードです。
入会金、年会費無料、ご利用 100 円（税抜）ごとに 1 ポイントがたまり、500 ポイントで「セレオお買物券」
と交換できます。※一部対象外のショップがございます。
※ポイントには、積立期間と交換期間があります。
セレオポイントカード事前入会キャンペーン
実施時期
2012 年 10 月 5 日（金）～10 月 24 日（水）
実施場所
1F 正面入り口特設カウンター
概要
期間中にセレオポイントカードにお申し込みいただいた方には、100 ポイントプレゼントし
ます。

＜「CELEO」名称の由来＞
CELEO とは、中央線をイメージした Central Line と Orange からなる造語。
地域の暮らしを意識したネーミングです。

「セレオ八王子
セレオ八王子
所在地
施設名称
ショップ面積
営業階数
運営会社
ショップ数
営業時間

北館」
北館」 概要
東京都八王子市旭町 1-1
セレオ八王子 北館
約 29,000 ㎡
B1～10F、屋上
ＪＲ東京西駅ビル開発株式会社
約 200 ショップ ※その他一部ショップについては順次オープン
10：00～21：00（レストランは 22：00 まで）
※一部ショップによって営業時間が異なります
※ご来店の際は公共交通機関をご利用ください

JR 東京西駅ビル
東京西駅ビル開発株式会社
ビル開発株式会社 概要
住所
〒192-0083 東京都八王子市旭町 1-1
TEL
042-621-0431（代） FAX: 042-621-0428 URL http://www.celeo.co.jp/
設立
昭和 55 年 8 月 1 日
代 表 者 代表取締役社長 清水 公男
事業概要 駅ビルの管理・運営、JR 東日本との駅ビル共同開発等
運営施設 八王子ナウ （10 月 25 日に「セレオ八王子 北館」と施設名称を変更いたします）
セレオ八王子 （10 月 25 日に「セレオ八王子 南館」と施設名称を変更いたします）
国分寺エル、甲府エクラン、相模原ナウ、セレオ武蔵小金井、西八王子ロンロン

◆「セレオ八王子
セレオ八王子 北館」
北館」詳細
＜ショップ一覧＞
B1F 食品
八王 子
初出 店

新 業態

●

●

シ ョ ップ名
ップ 名

カテ ゴ リー

会社 名

スーパーマーケット ブルーミング ブルーミー

スーパーマーケット

株式会社 いなげや

マツモトキヨシ

ドラッグストア

株式会社 マツモトキヨシ

京都 八百一

青果

株式会社 セントラル・フルーツ

魚力

鮮魚・寿司

株式会社 魚力

●

大川水産

塩干

大川水産 株式会社

●

タカギフーズ

精肉・惣菜

株式会社 タカギフーズ

珈琲倶楽部 田

カフェ

株式会社 田

十勝おはぎ

和菓子

サザエ食品 株式会社

シ ョップ紹介
ョップ 紹介 文
新鮮さを、お安く、心をこめて…。豊かな生活をご提案する商品ラインナップと、様々
なサービスをご提供する食品スーパーマーケットです。
「よりよい品をよりやすく」、「親切なお店」がモットーのドラッグストアです。疲れを癒
すドリンク、ビタミン剤を豊富に扱っております。
全国から選び抜いた300以上のアイテムを揃え、食べ方や旬の野菜の味をお伝えし
ます。
安心、安全、満足をモットーに、鮮魚専門店ならではの新鮮な魚、こだわりのテイクア
ウト寿司をご提供いたします。
驚くほど美味しい干物を食べたい！！そんなお客様の期待に応えるべく、厳選した自
家製の極上干物をご用意しております。
リーズナブルな価格の商品からハイグレードな商品を幅広く取り揃えた肉の専門店
です。
これまでになかった新しい珈琲ギフトスタイルをご提案。一杯だてで煎れる炭火焙煎
珈琲をお楽しみください。
北海道十勝産小豆と北海道産もち米を使用した「十勝おはぎ」を始め、パリパリ生地
の「うす皮たい焼」など、自慢の和菓子をどうぞ。

１F 食品
八王 子
初出 店

新 業態

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

シ ョ ップ名
ップ 名

カテ ゴ リー

会社 名

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー

洋菓子

株式会社 ピー・エス・コープ

菓子工房 ヴェールの丘

洋菓子

有限会社 ヴェールの丘

アンティ・アンズ

プレッツェル

プレッツェルジャパン 株式会社

宗家 源吉兆庵

和菓子

株式会社 宗家 源吉兆庵

とらや

和菓子

株式会社 虎屋

和菓子 紀の国屋

和菓子

有限会社 紀の国屋

磯沼牧場

乳製品・イートイン

磯沼ミルクファーム

桔梗屋 黒蜜庵

和菓子

株式会社 桔梗屋

甲州直送グルメ 長寿村 権六

甲州直送グルメ品

株式会社 桔梗屋

ITOEN TEA GARDEN

お茶

株式会社 伊藤園

おかゆと麺の店 粥餐庁

おかゆと麺

株式会社 グリーンハウスフーズ

ポンパドウル

ベーカリー

株式会社 東京ポンパドウル

nana's green tea

カフェ

株式会社 サンケン

鶏三和

惣菜

株式会社 オールドリバー

韓美膳ＤＥＬＩ

韓国惣菜

東亜トレーディング 株式会社

鶏むら

焼鳥・惣菜

株式会社 ミキフーズ

とんかつ和幸

とんかつ・弁当

株式会社 東邦事業

桂林 常菜房

中華惣菜

株式会社 横浜桂林

フロ プレステージュ

洋惣菜

株式会社 フロジャポン

アール・エフ・ワン

洋惣菜

株式会社 ロック・フィールド

神戸コロッケ

コロッケ

株式会社 ロック・フィールド

ワッフル・ケーキの店 R.L（エール・エル）

ワッフル

株式会社 新保哲也アトリエ

モロゾフ

洋菓子

モロゾフ 株式会社

ＣＯＣＯＲＯ ｎｏ ＡＫＡＲＩ

洋菓子

株式会社 ＦＳＮプランニング

フロ プレステージュ

洋菓子

株式会社 フロジャポン

ＧＯＤＩＶＡ

チョコレート

ゴディバ ジャパン 株式会社

ブールミッシュ

洋菓子

株式会社 ブールミッシュ

メリーチョコレート

洋菓子

株式会社 メリーチョコレートカムパニー

高尾ポテト

洋菓子

株式会社 光信

パステルデザート

洋菓子

チタカ・インターナショナル・フーズ 株式会社

ユーハイム

洋菓子

株式会社 ユーハイム

フーシェ

洋菓子

株式会社 松風屋

文明堂

カステラ・和洋菓子

株式会社 文明堂東京

本髙砂屋

和菓子・洋菓子

株式会社 本髙砂屋

東京凮月堂

洋菓子

株式会社 東京凮月堂

銀座鈴屋

和菓子

株式会社 銀座鈴屋

中央軒煎餅

米菓子

株式会社 中央軒煎餅

シ ョップ紹介
ョップ 紹介 文
パティシエが厳選した旬のフルーツをたっぷりと使ったタルト専門店。月替わりのタル
トの他、焼菓子やギフトセットなどもご用意しています。
旬のフルーツを使った色とりどりのケーキ、香ばしいナッツやフレッシュバターの香り
豊かな焼菓子など、豊富に取り揃えてお待ち致しております。
世界中に1200店以上ある、世界No.1のソフトプレッツェル専門店。店内で手作りした
焼き立てのプレッツェルを、ぜひご賞味ください。
菓子の原点である「果実」を使用し季節ごとの「果実」の姿・形・味わいをそのまま生
かした創作果実菓子をご用意いたしております。
創業から480年。伝統の技と心で、最良の原材料を使用した、最高のお菓子をお届け
できるよう努めております。
「みずみずしい和菓子」をコンセプトに、甘さを抑え素材の風味を大事にしています。
「相国最中」「おこじゅ」「あわ大福」などが好評です。
八王子・自家牧場で生産されたフレッシュミルクや、低温殺菌牛乳、ジャージーヨー
グルト、フレッシュチーズ、ヨーグルトソフトなど、各種乳製品を取り揃えております。
新発売の桔梗信玄生プリンなど、ビタミン、ミネラル豊富な黒糖、黒蜜にこだわったヘ
ルシーな創作菓子を販売しています。
ほうとうや一升瓶ワインなど山梨の名産品を取り扱っています。
茶葉それぞれの個性（おいしさ）を最大限に引き出し、厳選、研磨、流麗をもって、お
茶のある新しいライフスタイルを提案します。
野菜たっぷりのおかゆやトマトチーズのおかゆ等、専門店だからこそできる素材を生
かした味覚をご堪能ください。
1969年、横浜元町に誕生した焼きたてパンのベーカリー。季節の商品や新作パンな
ど取り揃えております。
日本の素晴らしい食文化である「抹茶」を、現代人のライフスタイルにあった『新しい
日本のカタチ』として提案いたします。
創業昭和8年、鶏一筋に歩んできた鶏肉専門店です。職人が昔ながらの手さばきで
調理加工したこだわりの鶏惣菜・親子丼をお楽しみください。
ヘルシーな韓国料理のイートインコーナーを始め、手作りのキムチやナムル・お弁当
＆お惣菜等も取り揃えた、コリアンフードショップです。
新鮮な国産鶏を使用した焼鳥は、店内厨房で一本一本丁寧に焼いています。自慢の
唐揚げやお惣菜、お弁当もどうぞ。
和幸レストランの味とこだわりをそのままに、冷めても美味しいとんかつ惣菜やお弁
当など専門店の味わいを取り揃えております。
桂林人気の上海焼き小籠包をはじめ、できたて点心や季節のお弁当、行楽弁当、本
格中華惣菜をご用意いたします。
「ご家庭にプロの味を」をコンセプトに、サラダ、料理、オリーブにキッシュなど、フラン
スの味を提供する総合洋惣菜店。
鮮度を大切に、健康と安全にこだわったSOZAIのトータルブランド。旬の野菜は風味
や栄養が豊かなだけではなく、カラダに必要なチカラを与えてくれます。
生産者の方々とじゃがいもを作るところからこだわったコロッケ専門店。健康を考えた
安全で安心なコロッケをご提供します。
神戸のワッフルケーキ専門店。ふっくら焼き上げたワッフル生地で季節のフルーツや
クリームをサンドした「ワッフルケーキ」をどうぞ。
親しい人との優しい気持ちをつなぐ、神戸モロゾフのこだわりスイーツをお届けいたし
ます。
「和食の技でつくったスイーツ」がコンセプト。南麻布懐石料理店から生まれた「和」
「洋」が融合された優しい味わいのスイーツです。
「ご家庭にプロの味を」をコンセプトに、ケーキやタルト、焼菓子など、フランスの味を
提供する洋菓子店です。
ベルギーを代表する高級チョコレートブランド。上質で味わい深いチョコレート製品を
展開。
本店は銀座中央通り。フランスの伝統的なお菓子と創作菓子の数々を吉田菊次郎
率いるパティシエ達が丁寧に創り上げています。
丁寧に作りあげられたチョコレートや焼き菓子など多彩なスイーツを取り揃えたショッ
プです。ブロックタイプのチョコレートがおすすめです。
八王子T-1（手土産No.1）グランプリ2011でグランプリに輝いた、無添加・手作りのス
イートポテトのお店です。
「なめらかプリン」をはじめとするデザートと季節のスウィーツの専門店です。“元気
になれるおいしさ”をお届けいたします。
自然の風味を大切に、本物のドイツ菓子のおいしさをお伝えします。
フーシェは1819年パリオペラ通りに生まれた、ヨーロッパの食通の間で知らない人は
いないと言われるお菓子の老舗です。
吟味された素材と、熟練職人の技による菓子づくり。そこから生み出される美味しさ
に、真心を添えてお届けいたします。
エコルセを始めとする洋菓子から高砂金鍔などの和菓子、季節やイベントに応じた
期間限定商品など幅広く取り扱っています。
明治5年創業。ゴーフルをはじめとしたバラエティ豊かなお菓子は、いつまでも心にお
いしいお菓子でありたいと思っています。
素材のもつ自然の味わいを大切に、どこにも真似のできない甘納豆づくりに一筋。野
趣豊かな味覚に伝統と匠の技が生きています。
こだわりの素材と米菓職人の伝統の技から生まれた、米の味がする上質な米菓子を
お届けいたします。

八王 子
初出 店

新業態

シ ョップ 名
青木万年堂

カテ ゴ リー

会 社名

和菓子

株式会社 青木万年堂
株式会社 坂角総本舖

●

坂角総本舖

米菓子

●

両口屋是清

和菓子

株式会社 両口屋是清

赤坂柿山

和菓子

株式会社 赤坂柿山

山本山

お茶・のり

株式会社 山本山

茶 丸山園

お茶・のり

株式会社 丸山園本店

京都 宇治式部郷

米菓子

株式会社 宇治式部郷

茶山

お茶

株式会社 茶山

鈴廣かまぼこ

蒲鉾

株式会社 小田原鈴廣

百年、つけもの一心 まるこし

漬物・味噌

株式会社 丸越

●

●

●

●

知久屋

弁当・惣菜

株式会社 知久

佃煮・和惣菜・デザート菓子

株式会社 鮎家

新橋玉木屋

佃煮

株式会社 新橋玉木屋

好餃子

中華惣菜

株式会社 ハオチャオズ

京ダイニング垣内

和惣菜・弁当

有限会社 心日本料理垣内

八王子 一丁庵

豆腐・豆腐惣菜

有限会社 豆匠たかち

とんかつ まい泉

とんかつ・和惣菜

井筒まい泉 株式会社

崎陽軒

シウマイ

株式会社 崎陽軒

●

おかず本舗 佃浅

和惣菜・弁当

株式会社 佃浅商店

香豚煮本舗 まつおか

和惣菜・弁当

株式会社 まつおか

京樽

寿司・米飯

株式会社 京樽

ちよだ鮨

寿司

株式会社 ちよだ鮨

黄金おこわ たごさく

米飯・和惣菜

山和食品 株式会社
株式会社 ドンク

●

寛永11年（1634年）創業。尾張藩のお菓子御用をつとめた和菓子の老舗です。
おかき・あられの専門店。富山県特産の「新大正糯米」を用い、熟練の職人が1枚1
枚丁寧に焼き上げた上質の味をどうぞ。
元禄三年、お茶で名高い宇治から日本橋に移り茶舗を創業したのが始まりです。老
舗の美味しい海苔とお茶をご賞味ください。
静岡茶を中心として、全国（宇治・八女・嬉野・狭山）の有名茶産のお茶を取り扱う日
本茶専門店です。
「源氏物語」の雅を菓子で表現し、お客様の縁をつなぐ贈り物としてお届けいたしま
す。
地元八王子のお茶屋「茶山」。ご家庭用からご返礼ギフトまでご用意しております。

鮎家

●

シ ョップ 紹介 文
創業1818年。代表銘菓「葵千人」は、八王子の地玉子を使用した乳菓です。昭和40
年発売以来、地域の皆様に親しまれています。
江戸時代に由来する技と自然の恵みから生まれた海老せんべい。真心を込めた伝
統の美味しさをお届けしていきます。

創業慶応元年、江戸の頃より味づくり一筋。職人の技を極めた商品。贈り物から、ご
自宅づかいまで、幅広く取り揃えております。
二十四節気をテーマに、御漬物のある豊かな暮らしを提案。旬の野菜と伝統の製法
で美味しい浅漬けをご提供いたします。
食材の下処理から自社で行い科学調味料、合成着色料、合成保存料を使用せず、
体にやさしいお惣菜をご提供します。
職人の手で一本一本丁寧に巻いた昆布巻を素材のうま味をいかした鮎家秘伝の製
法で炊き上げます。
創業1782年、おいしさ届けて3世紀。江戸前の佃煮をはじめ、伝統の手づくり技法で
つくったご飯のお供を多数取り揃えております。
国産豚肉・野菜にこだわった人気商品ハオ餃子と、しそ餃子に加え、季節餃子や点
心をお届けいたします。
旬の食材と地元八王子野菜を中心とした御弁当・おそうざいを販売。季節にあわせて
移り変わる品揃えをお楽しみください。
厳選した国産大豆のみを原料としたこだわりの豆腐、豆腐惣菜、豆腐デザート等を取
り揃え、皆様のご来店をお待ちしております。
「箸で切れるやわらかなとんかつ」でお馴染みの東京・青山のとんかつ専門店。人気
の「ヒレかつサンド」を中心にメニューが豊富です。
冷めてもおいしい「シウマイ」や独自の製法で炊いたご飯が自慢の「シウマイ弁当」な
ど、横浜の味をお楽しみください。
創業明治17年、懐かしの下町おかずと伝統の和惣菜を融合した、毎日食べても飽き
ない佃浅の味をお届けしております。
名古屋発祥のおふくろ惣菜の店。香豚煮や煮物、弁当などどこか懐かしくほっとする
和惣菜を、毎日手作りでお届けします。
伝統の上方鮨に加え、新鮮な海の幸の江戸前鮨、旬の食材を詰合せた「季節のお
すすめ品」など、品揃えが豊富です。
鮮度と旨さにこだわった、テイクアウトすし専門店です。

ドンク

ベーカリーカフェ

ミニワン

ベーカリー

株式会社 ドンク

サンドイッチハウス メルヘン

サンドイッチ

株式会社 メルヘン

ナチュラルハウス

オーガニック食品

株式会社 ナチュラルハウス

ＨＯＫＵＯ

ベーカリーカフェ

株式会社 北欧トーキョー

もち米や具材、製法に至るまで、とことんこだわり抜いた、もち米100%出来立ておこ
わとお弁当の専門店です。
明治38年神戸生まれのベーカリー。フランスパンをはじめ、食パンやヴィエノワズ
リーなど焼き立てをご用意してお待ちしております。
ミニクロワッサンなどプチサイズの焼きたて商品を、量り売りでご提供いたします。お
客様の毎日に、ちょっとうれしいを作り出します。
タニタとコラボレーションしたヘルシーサンドが話題のサンドイッチ専門店。店内厨房
で作りたてをご提供いたします。
協働生産者の有機野菜、食品から、オーガニック基準をクリアしたスキンケア・メイク
アップ商品まで、幅広い品揃えで、ライフスタイルを提案いたします。
店内には約80種類以上のパンをご用意。喫茶スペースは焼き立てパンやオーガニッ
クコーヒーがお楽しみいただけます。

M2F ファッション
八王 子
初出 店

新 業態

シ ョ ップ 名

カテ ゴ リー

会社 名

職人工房

靴・バッグ修理・合鍵

株式会社 職人工房

白洋舎

クリーニング

株式会社 白洋舎

お直しサロン アン・コトン

衣料リフォーム

株式会社 アン・コトン

シ ョップ 紹 介文
クツ、ハンドバッグの修理、合鍵の作製など、生活の便利を提案する工房です。
明治39年創業の日本で初めてドライクリーニングを導入した老舗です。様々な衣類
に合わせた確かな技術をこの機会にぜひ、お試しください。
ボタン付けからシルエットの改造まで、洋服お直しのご相談を承ります。フィッティング
ルームでゆったりご試着いただけます。

2F ファッション
八王 子
初出 店
●

新 業態

シ ョ ップ 名

カテ ゴ リー

会社 名

BISES OPAQUE

レディスファッション

株式会社 ワールド
株式会社 アカクラ

●

Flag blu-verde

レディスシューズ

●

TOPKAPI Account of Journey

レディスファッション・服飾雑貨

クリケット 株式会社

●

アーバンリサーチ ドアーズ

メンズ・レディスファッション

株式会社 アーバンリサーチ

●

Cath Kidston

ライフスタイル雑貨

株式会社 サンエー・インターナショナル

●

nano・universe The 1st． Floor

メンズ・レディスファッション

株式会社 ナノ・ユニバース

●

UNITED ARROWS green label relaxing

メンズ・レディス・キッズ
ファッション

株式会社 ユナイテッドアローズ

●

TiCTAC

腕時計

株式会社 ヌーヴ・エイ

●

canal4℃

ジュエリー・アクセサリー

株式会社 エフ・ディ・シィ・プロダクツ

●

Jouete

アクセサリー

株式会社 ミルク

Mostri

アクセサリー

株式会社 キャロットハウス落合

エクセシオールカフェ

カフェ

株式会社 ドトールコーヒー

●

シ ョップ 紹 介文
Beauty and cute trend style.キレイで可愛いトレンド・スタイルを提供するビュー
ティー・セレクト・ストアです。
“上品さ”を忘れず、それでいて“かわいい”をテーマにシック＆フェミニンなシューズ
をご提案いたします。
ブリティッシュとフレンチの融合をコンセプトに、豊富なカラーリングにこだわった雑貨
メインのトータルスタイリングショップです。
「着る・食べる・住む」という日々の暮らしを内面から心地よくしてくれるアイテムた
ち、価値あるものを大切にしているショップです。
ファッション雑貨・インテリアを中心としたライフスタイル商品を扱う英国のブランドで
す。
気に入ったアイテムに囲まれて、心地いい日常を提案する場所、ナノ・ユニバース ザ
ファーストフロアー。日々の喜びを演出する、そんなショップです。
～Be happy ココロにいいオシャレな毎日～訪れるたびに新しい発見があって心が豊
かになる「モノ」「コト」を提案する服と雑貨のブランドです。
国内外の最旬ブランドからオリジナルまで、デザイン・機能性に優れた腕時計を取り
揃えるウォッチ・セレクトショップです。
「自由」「楽しさ」「かわいらしさ」をテーマにセレクトしたジュエリーショップです。
デイリーユースからパーティーシーンまで、女性の個性をより輝かせる幅広いジュエ
リーを提案します。
自分らしさを表現したいと考えている女性にヘアアクセサリーと様々なファッション雑
貨をご提案いたします。
お待ち合わせにも最適な立地、各種セットメニューを豊富にご用意しております。

3F ファッション
八王 子
初出 店

新 業態

シ ョップ 名

カ テ ゴ リー

会社名

●

Forest Heart

レディスファッション

●

Hare no hi

レディスファッション・生活雑貨

株式会社 パレモ
株式会社 パレモ

●

a.g.plus

レディスファッション

株式会社 ジャパンイマジネーション

てもみんSUITE

リラクゼーション

株式会社 ヘルフェン

●

ORiental TRaffic

レディスシューズ

株式会社 ダブルエー

●

SAC’S BAR Jean

バッグ・服飾雑貨

株式会社 東京デリカ

as know as de base

レディスファッション

株式会社 アズノゥアズ

●

AMPHI

ランジェリー

株式会社 ワコール

●

INDEX

レディスファッション・服飾雑貨

株式会社 ワールド

LEPSIM LOWRYS FARM

レディスファッション

株式会社 ポイント

アフタヌーンティー・ティールーム

カフェ

アイビー 株式会社

Afternoon Tea LIVING

生活雑貨

株式会社 アイシーエル

MOCO

アクセサリー

株式会社 モコ

THE BODY SHOP

化粧品

株式会社 イオンフォレスト

ジュエリー・トウキョウ

アクセサリー・ジュエリー

株式会社 東京

グローバルスタンダードの視点でオリジナリティ溢れるドメスティックブランドをセレク
トした大人のためのバッグショップ。先進のインテリアがブランドの世界感を再現しま
す。

AMO’S STYLE by Triumph

ランジェリー

トリンプ・インターナショナル・ジャパン 株式会社

Aroma Bloom

リラクゼーション雑貨

日本リビング 株式会社

Fellows ACCENT FASHON GOODS

服飾雑貨

株式会社 フェローズ

earth music ＆ ecology premium store

レディスファッション

株式会社 クロスカンパニー

POWDER PALETTE

化粧品

ピアスショップワーク 株式会社

●

ダッシングディバ

ネイルサロン

ダッシングディバ インターナショナル 株式会社

●

Discoat

レディスファッション

株式会社 パル

●

ロペピクニック

レディスファッション

株式会社 ジュン

●

●

●

●

シ ョップ 紹介 文
暖かさやぬくもりの感じられる素材感を生かしながら、スタイリッシュなカジュアルスタ
イルを提案します。
ナチュラルなウェアと素材を大切にした雑貨。「身にまとう」だけで気持ち良い、「使う」
だけで笑顔になる、そんな商品を集めました。
ナチュラルなカジュアルスタイルを提案するa.g.plusと”シンプルで自分らしいスタイ
ル”を提案するrid.dle from...の初の複合型ショップです。
「リラクゼーション」と「美」がコンセプト。足裏から顔＆頭まで豊富なメニューを揃え
ました。
デザイン豊富なシューズブランド、オリエンタルトラフィック。サイズも22.5～26.0cmと
幅広く展開します。

ALDELUXE

レディスファッション

有限会社 ティーエヌ コンペティション

Ｔé ｃｈｉｃｈｉ

レディスファッション

株式会社 キャン
株式会社 プライムコーポレーション

Artwork Blue

レディスファッション

BUONA GIORNATA

レディスファッション

株式会社 ファイブフォックス

INDIVI

レディスファッション

株式会社 ワールド

Pinky ＆ Dianne

レディスファッション

株式会社 サンエー・インターナショナル

ディテールに凝っている服、かわいらしさの中に大人の雰囲気を漂わせた服など、ア
イテムや素材の楽しい組み合わせを提案します。
ワコール発の下着のセレクトショップ。女の子をドキドキ、ワクワクさせちゃうランジェ
リーアイテムがいっぱいです。
ライフスタイルを自分らしく楽しみたい女性に向けて、トレンド感あるアイテムを提案す
るセレクト型ショップです。
SIMPLEでありながら新しさを感じる。日常生活の中に自然に溶け込む気取らないカ
ジュアルスタイルを提案します。
午後のお茶の時間を演出する、ゆったりとした空間ときめ細やかなサービス。日常の
なかに心地よい刺激をもたらします。
一日一日を積極的に愉しむ気持ちと、ちょっとした演出。ぬくもりやときめきを感じるア
イテムを通して、暮らしのスパイスとなるようなライフスタイルを提案します。
夢と個性をテーマに 豊富なアイテムでの販売、きめ細やかな修理、加工を追求する
アクセサリー・ジュエリーの専門ショップです。
世界各地の天然原料をベースにした英国の自然派化粧品ブランド。豊かな香りと潤
いに包まれる全身のボディケアが楽しめます。
「THE KISS」などのペアジュエリーを始め、お客様一人ひとりに合わせたジュエリー
のご提案や修理・加工まで、米国宝石学会鑑定士がご提供いたします。
お客様にぴったりな下着選びをお伝えいたします。お仕事帰りやお買い物の際に、ぜ
ひ、お立ち寄りください。
自然のかおりで心もからだも癒されるアロマテラピーを中心に、お肌に優しいボディ
ケアアイテムや五感で楽しむリラクゼーションアイテムを取り揃えております。
モデルプロデュースのコスメやトレンドのタトゥタイツ・靴下など、キレイとオシャレを
意識する女性に向けたトレンド発信型ショップです。
アースのスタンダード型ショップ。ガーリーなアイテムに、モードやクールなアイテム
をMIXしたナチュラルモードスタイルを提案します。
自由に「選ぶ・試す・見つける」楽しさと、カウンセリングによりお客様に最適な化粧品
を提案するコスメティックショップです。
NY発セレブ御用達のネイルブランドDASHING DIVA。人気のジェルネイルをはじめ、
豊富なネイルメニューを揃えております。
オシャレな女の子のライフスタイルにフューチャーした、リラックス仕立てのヨーロッパ
カジュアルを提案するショップです。
Simple&Relax。時代のトレンドを取り入れながら、ベーシックで着心地の良さを大切に
したオリジナル商品がメインです。
ワントレンドを2つのシーンで表現した新感覚のセレクトショップです。
ベーシックな中にクラシックテイスト・トレンド感をさりげなく取り入れた、やさしさとかわ
いらしさを持つアイテムを提案します。
いくつになってもオシャレを楽しみたい大人をターゲットに洋服から小物雑貨までトー
タルで展開するセレクトショップです。
ブランドコンセプトは〝STYLISHSEXY〟。プライス以上の価値あるウエアをキーワー
ドにキャリアの為のオン、オフを提案します。
シャープで洗練されたテイストをベースにトレンドを表現し、時代に合わせて進化する
ブランドです。
COOLでSHARPで完成されたシルエット。どことなくSEXYさを表現できるスタイリング
を提案します。

4F ファッション
八王 子
初出 店

新業態

シ ョップ名
ョップ名

カテ ゴ リー

会 社名

無印良品

生活雑貨

株式会社 良品計画

Café＆Meal MUJI

カフェ

株式会社 良品計画

●

ローラ アシュレイ

レディスファッション
ホームファニシング

ローラ アシュレイ ジャパン 株式会社

●

BENETTON.（UNITED COLORS OF BENETTON.）

ファミリーファッション

ベネトン ジャパン 株式会社

arnoldpalmer timeless

メンズ・レディス・キッズ
ファッション

株式会社 レナウン

和紙工芸の店 どっぽ

和雑貨

株式会社 パルス

きもの日本橋 かのこ

呉服

株式会社 かのこ

銀座マギー

レディスファッション

株式会社 銀座マギー

乙女ヤ

レディスファッション

株式会社 乙女屋

吉祥寺菊屋

陶磁器・生活雑貨

株式会社 菊屋

京王百貨店

レディスファッション・雑貨
ギフト・その他

株式会社 京王百貨店

●

アシックスウォーキング

シューズ

株式会社 アシックス

●

form forma

レディスフォーマル

株式会社 東京ソワール

●

annabeille

服飾雑貨

株式会社 ヌーヴ・エイ

靴下屋

靴下

株式会社 クク

●

karasade by ANAHITA STONES

天然石アクセサリー

株式会社 めのや

ナナ

アクセサリー・服飾雑貨

有限会社 ナナ

●

●

●

●

●

DillyDally

シューズ・服飾雑貨

有限会社 スリーナイン

ワコール ザ ストア

ランジェリー・ルームウェア

株式会社 ワコール

ビースリー

ストレッチパンツ

株式会社 バリュープランニング

シ ョップ紹
ョップ紹 介文
無印良品の「食」に関わる商品を総合的に展開、Cafe＆MealMUJIと物販による初め
てのコラボレーション店舗です。
「素の食はおいしい」をコンセプトに、季節の素材をたっぷり使ったカラダにやさしく、
食べておいしいメニューが揃っています。
優美で上品なフラワープリントと、豊富なカラーバリエーションのオリジナルテキスタ
イルで英国のライフスタイルを提案。フェミニンなレディスウエアを中心に英国の香り
漂うホームファニシング・コレクションを展開しています。
イタリアを代表するグローバルカジュアルブランド。白を基調とした店内は、ベネトン
らしいカラフルな色使いが映えるモダンなデザインです。
"HAPPY LIFE"をコンセプトに、元気で遊び心のあるＲｅｌａｘしたカジュアルを「メンズ・
レディス・キッズ・雑貨」トータルで提案するライフスタイルブランドです。
日本伝統の友禅紙など日本の和紙を多数取り揃えた和紙の専門店です。小物類も
充実しています。
日本橋に本社を持ち、全国展開するきもの専門店です。高級呉服から和装小物ま
で、幅広い品揃えでおしゃれを演出致します。
トレンドを程よく取り入れた上質なウエアから、気分が楽しくなる様な雑貨まで、大人
の女性にふさわしいライフスタイルをご提案いたします。
イギリス・リントン発のブランド商品が八王子に初デビュー！ ベーシックを中心にトレ
ンドを取り入れた上質なライフスタイルがコーディネートできます。
創業から63年。和食器の老舗ならではの、こだわりの器を中心に、生活雑貨を豊富
に取り揃え、日々の生活に楽しさをお届けします。
デザインや機能にこだわった婦人ファッションアイテムに加え、おせちなど、百貨店な
らではの季節商品やギフト商品などを取り揃えました。
自動計測機で足をお測りし、ぴったりサイズをお探しいたします。スポーツで培った機
能を取り入れたシューズを取り揃えております。
「もっと気軽に立ち寄れるフォーマルショップを。」そんなお客様の声から生まれた、
新しいフォーマルコンセプトショップです。
流行に敏感な女性のために、帽子・バッグ・財布やストールをはじめとするファッショ
ン雑貨をセレクトしたショップです。
履き心地にこだわり、日本の繊細な技術で一足づつ丁寧につくりあげられた靴下をご
提供します。
天然石を中心に雑貨・天然石アクセサリーを取り扱っております。あなただけのオリ
ジナルアクセサリーをハンドメイドでお作りします。
普段使いからフォーマルまで多彩な品揃え＆おしゃれをお気軽に楽しめるお店です。
この冬はヘッドドレスがおすすめです。
ぶらぶら寄り道するという意味がある「DillyDally」にお立ち寄りいただき「歩くを楽しむ
コーディネート」をぜひ、お試しください。
ワコールブランド中心の直営ストア。ライフスタイルに合わせた品揃えで、スタッフが
皆様の下着選びのお手伝いをさせていただきます。
上質ストレッチの快適なはき心地で、ゆったり＆ぴったりシルエットも豊富な“魔法の
パンツ”専門店です。

5F ファッション
八王 子
初出 店

新 業態

●

シ ョップ 名

会 社名

メンズ・レディスファッション

株式会社 ＡＯＫＩ

ABC-MART

シューズ

株式会社 エービーシー・マート

Zoff

メガネ

株式会社 ゾフ

DRASTIC THE BAGGAGE

バッグ・服飾雑貨

株式会社 東京デリカ

ユニクロ
●

カテ ゴ リー

ORIHICA

SEVENDAYS=SUNDAY

メンズ・レディス・キッズ
ファッション
メンズ・レディス・キッズ
ファッション

シ ョ ップ 紹 介文
メンズ・レディスのビジネス＆ビジカジスタイルを提案する新しいスーツのお店です。

株式会社 ユニクロ
株式会社 クロスカンパニー

ナイキやヴァンズなどの新作スニーカー、レディス、ビジネス、キッズまで足元からラ
イフスタイルを提案するシューズ専門店です。
全てレンズ付きの完成品価格で5,250円、7,350円、9,450円のスリープライスです。
もっと気軽で楽しいメガネの世界をお楽しみください。
30代から40代前半の自分自身にこだわりを持つ男性をターゲットに、インターナショ
ナルな時代性や感性を持ったハイクラス・スタイリッシュ・ブランドを展開します。
いつでも、どこでも、だれでも着られる、ファッション性のある高品質なベーシックカ
ジュアルをリーズナブルな価格でご提供いたします。
ウエアから生活雑貨まで多彩に展開。オフタイムのカジュアルスタイルを提案するセ
レクトショップです。

6F ライフスタイル
八王 子
初出 店

新 業態

●
●

●

シ ョップ 名

カテ ゴ リー

会 社名

ロフト

生活雑貨

株式会社 ロフト
株式会社 レプハウス

off&on

生活雑貨

Uchino Bath Designs

生活雑貨

内野 株式会社

織部

陶器・和雑貨

株式会社 織部
株式会社 スキップキッズ

●

SKIPKIDS Cafe

カフェ

●

Mother garden

木製／布製玩具・雑貨

株式会社 クリエイティブ・ヨーコ

●

ほけん百花

保険

いずみライフデザイナーズ株式会社

●

●
●

英会話のミネルヴァ

カルチャースクール

株式会社 こども英会話のミネルヴァ

カラダファクトリー

ボディメンテナンス・整体

株式会社 ファクトリージャパングループ

Lulu by UNITED BEES

倉敷帆布・雑貨

ユナイテッドビーズ 株式会社

セレモピアン

葬儀相談

セレモアホールディングス 株式会社

NCL/ナチュラル・コンフォート・ライフ

生活雑貨・家具

株式会社 Comfort Life

ハウス オブ ローゼ

化粧品・雑貨

株式会社 ハウス オブ ローゼ

生活の木

ハーブ・アロマテラピー

株式会社 生活の木

シ ョ ップ 紹 介文
美容・健康雑貨、文具を中心にデイリーに使えるアイテムや、シーズン性にこだわっ
た“旬”のアイテムがあり、いつでも話題の生活雑貨が見つかる楽しいお店です。
シンプルモダン＆ファッショナブルハイセンスでありながらカジュアルそしてリーズナ
ブルを基本とした目線よりワンランク上のアーバンライフを提案いたします。
「美しく、健康で心地よい暮らし」をテーマに、バス商品をはじめ、様々な生活シーン
にあわせた品を取り揃えております。
「暮らしアートフル」をテーマに、和洋食器・インテリア雑貨・ギフト商品をリーズナブ
ルにご提供いたします。内祝、贈り物にもどうぞ。
お子さま連れにやさしい親子カフェ。ピザやパスタ、アニマルパフェやキッズプレート
など、楽しく美味しいカフェメニューが充実しています
「親子のふれあい」をテーマに木のおままごとと着せ替え人形等の知育玩具とキャ
ラクター雑貨のお店です。
16社の保険商品の中から、自分にふさわしい商品をくらべて選べる〝来店型保険
ショップ〟。プロのスタッフがお客様の保険選びを無料でサポートします。
相手を理解し、自分の思いを伝えられる総合的なコミュニケーション能力を育てる新
しい形の英会話教室です。
整体・骨盤調整、ボディメンテナンスサロン。東京・横浜を中心に全国120店舗以上
展開しています。
倉敷帆布を中心に日本各地の伝統産業で培われた技術や素材から生まれた、こだ
わり商品を数多く取り揃えております。
仏事に関するあらゆるご相談を承ります。
ゆったりとした時間の流れを感じさせてくれる素敵な雑貨を取り揃えております。
ハウス オブ ローゼは、自然の恵みで素肌本来の美しさを引き出すナチュラルスキン
ケアのコスメショップです。
ハーブある暮らし「ハーバルライフ」をご提案。世界51カ国の提携農園からオーガ
ニックハーブや精油などを厳選しています。

Orange

バラエティ雑貨

株式会社 スモール プラネット

キャラクターグッズや服飾雑貨、インテリア小物まで取り揃えた楽しいショップです。

ボーネルンド

輸入玩具・遊具

株式会社 ボーネルンド

赤ちゃんから小学生までの子どもの健全な成長を応援するあそび道具を、世界中か
ら厳選しお届けするショップです。

7F ライフスタイル
八王 子
初出 店

新 業態

●
●

シ ョップ 名
オリンピア

●
A-street
国内初！
KP

カテ ゴ リー

会 社名

バラエティ雑貨

株式会社 オリンピア

キッズファッション

ダイワボウアドバンス 株式会社

キッズファッション

株式会社 ニットプランナー

●

メリーランド

キッズファッション

株式会社 乙女屋

●

ブランシェス

キッズファッション

ブランシェス 株式会社
株式会社 グランドスラム

●

●

キッズファッション
写真館

株式会社 スタジオアリス

アカチャンホンポ

ベビー用品専門店

株式会社 赤ちゃん本舗

epi by CELEC

ベビー・キッズファッション

フーセンウサギ 株式会社

赤い風船

ベビー・キッズファッション

有限会社 中村兄弟社

●

cody coby

キッズファッション

ロハスジャパン 株式会社

●

après les cours

ベビー・キッズファッション・雑貨

株式会社 Ｆ・Ｏ・インターナショナル

Mezzo Piano

キッズファッション

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

ピクニックマーケット by ミキハウス

ベビー・キッズファッション

三起商行 株式会社

ストンプ・スタンプ

ベビー・キッズファッション

株式会社 ストンプ・スタンプ

●

●

Orange county
こども写真城 スタジオアリス

シ ョ ップ 紹 介文
「何かありそうだ」「おもしろそうだ」そんな“ドキドキわくわく”する楽しいお買い物が体
験できるバラエティショップです。
国内初出店！チャンピオンブランドを中心にアメカジ、スポーツ、ストリートテイストを
ミックスした子供服のお店です。
ヨーロピアンカジュアルをベースに、品があって元気でカワイイ女の子と男の子の服
を展開しています。
八王子発！ ペパーミントを基調としたお店はベーシックを中心に可愛いナチュラルテ
イストの服。遊び心のインポート服を揃えた親子で楽しめるセレクトショップです。
ナチュラルを基調に旬のトレンドを取り入れ、さり気ないユーロテイストの自己主張を
演出できるキッズブランドです。
個性的なキャラクターがお出迎え。かっこ可愛いコーデに大変身！パパ、ママサイズ
も揃えています。
写真は未来の宝物。マタニティ・お宮参り・お食い初め・入園入学・七五三などの記
念撮影はお任せください。
マタニティ・ベビー・キッズの専門店です。いちばん幸せなお買い物をサポートしま
す。
「みんなの毎日にepiを」というコンセプトをもとに、simple&relaxの中にトレンドを取り入
れたヨーロピアンテイストのデイリーキッズウエアを提案します。
新生児から4歳までは、日本製を中心の「シシュノン」、「小川」、80～130cmの子供
達には、「チックタックル」をオススメしています。
斬新なアイデアとヨーロピアンテイストのデザイン、機能性を備えた着心地の良いベ
ビー、子供服を提案しています。
アンティークな雰囲気が漂う空間に、こだわりの1枚から毎日着たいスタンダードアイ
テムが並んでいる、ベビー・キッズのショップです。
女の子が大好きなロマンティックでラブリーな世界を表現。カジュアルウエアから
フォーマルドレスまで展開しています。
新生児からキッズまで、デイリーにお使い頂けるウエアやシューズを中心に、パパ・
ママが使う雑貨や、絵本やおもちゃも取り揃えたミキハウスショップです。
「ラグジュアリー＆デイリーカジュアル」をテーマに、国内外200以上のブランドから
集めたキッズファッションやグッズが揃う、ビッグスケールのセレクトショップです。

8F ライフスタイル
八王 子
初出 店

新 業態

シ ョ ップ 名
有隣堂

カテ ゴ リー

会社 名

書籍・文具

株式会社 有隣堂

Victoria/L-Breath

スポーツ用品/アウトドア用品

株式会社 ヴィクトリア

銀座 山野楽器

ＣＤ・ＤＶＤ・楽器・楽譜・音楽教室 株式会社 山野楽器

Perm Pam

美容室

エステティックサロン ソシエ

エステティック

株式会社 カーナカリス化粧品
株式会社 ソシエ・ワールド

ヘアーサロン ソシエ

美容室

株式会社 ソシエ・ワールド

シ ョップ 紹 介文
専門店ならではの品揃えとゆとりある広い店内には、様々な本や文具、雑貨との素
敵な出合いが待っています。
ランニング用品から各種スポーツ用品まで多数展開します。また、アウトドア専門の
「エルブレス」ではライフスタイルもご提案いたします。
音楽・映像ソフト・楽譜・楽器から音楽教室まで、ミュージックライフをトータルでコー
ディネートいたします。
頭皮や毛髪にやさしい薬剤を使用。落ち着いた雰囲気の中、経験豊富なトップスタイ
リストがお客様の個性を引き出します。
創業から52年、100万人以上の肌を知る熟練の技を持ち、初めての方にも安心して
ご利用いただけます。
髪型だけでなく、髪や頭皮のお悩みもご相談ください。落ち着いた空間と癒しのメ
ニューで、少し贅沢な時間をご提供いたします。

9F レストラン
八王 子
初出 店

新 業態

シ ョ ップ 名
とんかつ和幸

●

●

カテ ゴ リー
とんかつ

会社 名

シ ョップ 紹 介文
良質の豚肉を生パン粉で包み、植物性100％の揚げ油で作り上げたとんかつは、こ
だわりの逸品です。

株式会社 東邦事業

家族亭

そば・うどん

株式会社 家族亭

和食さがみ

和食

株式会社 ニュートーキョー

打ちたて、茹でたてのおそばを真心込めてご提供します。

中国麺家

中国ラーメン

西洋レストランシステムズ 株式会社

実演手打うどん 杵屋

手打ちうどん

株式会社 グルメ杵屋

ばんぶう

お好み焼き・鉄板焼

有限会社 ばんぶう

ピッツァ＆パスタ パパミラノ

イタリアン

株式会社 ダイナック

オリーブハウス

南欧風料理

株式会社 中村屋

野菜をふんだんに使ったお料理を、健康・美容・季節感をキーワードに様々な料理法
でご提供します。
黒胡椒の辛さと黒酢の酸味が効いた、酸辣湯麺が名物。夕方からは中華小皿料理
でお酒もお楽しみいただけます。
打ちたて、茹でたてのおいしい手打うどんをご賞味ください。

Mother Leaf

カフェ

株式会社 モスフードサービス

ルルドの部屋

占い

有限会社 ルルド

神戸元町ドリア

窯焼きドリア

株式会社 サンマルクホールディングス

本格中華そば 檜庵

中華そば

山和食品 株式会社

一葉

日本茶カフェ

株式会社 丸山園本店

九州沖縄食堂 チキ南亭

地鶏・海鮮・九州沖縄料理

まるかみ水産 株式会社

手間いらず！！ お好み焼はオープンキッチンの厨房で焼き上げ、元気なスタッフが
お持ちします。
ローマ風薄焼きピッツァとこだわりパスタの数々はご家庭では味わえない本格メ
ニューばかり。カジュアルな雰囲気の中でお楽しみください。
新宿中村屋直営のイタリアン洋食系レストランです。上質な料理を手軽な価格でご
提供いたします。
摘みたて紅茶と焼きたてアメリカンワッフルのお店。季節のフルーツを使ったワッフル
やランチメニューもご用意しています。
四柱推命、易学、気学、西洋占星術など、各種運命学の深い専門知識で、お客様の
ご相談にお答えします。
チーズと素材のうまみが調和した窯焼きドリアをレトロモダンな和の空間でお楽しみく
ださい。
職人のこだわりが活きた「本格中華そば」をご賞味ください。季節に合わせた期間限
定メニューもご用意いたします。
日本茶専門店が運営するカフェ。緑に囲まれた心安らぐ空間で、こだわりの日本茶と
甘味、食事が楽しめます。
毎日直送で届く新鮮なお肉と魚、ガッツリのうまか飯から、軽く一杯の肴まで。心身沸
き立つ九州の味をどうぞ。

10F レストラン
八王 子
初出 店

新 業態

●

●

シ ョ ップ 名

カテ ゴ リー

会社 名

寿司田

寿司

株式会社 寿司田

信州そば処 そじ坊

そば

株式会社 グルメ杵屋

味乃宮川

うなぎ・和食

山口商事 株式会社

つきじ植むら

日本料理・しゃぶしゃぶ

株式会社 植むらフーズ

洋麺屋 五右衛門

スパゲティー

日本レストランシステム株式会社
日本レストランシステム株式会社

安全・安心・健康 さんるーむ

自然食レストラン

チェゴヤ

韓国家庭料理

株式会社 チェゴヤ

よみうりカルチャー

カルチャースクール

株式会社 読売日本テレビ文化センター

セレオ八王子歯科クリニック

歯科

-

シ ョップ 紹 介文
旬の食材と人気のタネを豪華絢爛に盛り込んだ人気の「胡蝶」をはじめ、多彩なメ
ニューが揃っています。
季節の食材を使用したオリジナリティ溢れるそばをはじめ、信州の地酒や郷土料理を
堪能できるお店です。
琴の音色を聞きながら落ち着いた雰囲気の中で秘伝のタレで関東風に焼き上げた鰻
をご提供いたします。
創業昭和三年。伝統と技術を受け継ぎながら時代のニーズを柔軟に取り入れ、素材
を活かした日本料理をご提供いたします。
おなじみのお箸で食べるスパゲッティ専門店。大きな五右衛門釜で茹で上げた麺を
お楽しみください。
「安心・安全・健康」をキーワードに、体に優しいメニューを取り揃えた自然食レストラ
ンです。
お子様からお年を召したお客様まで3世代で楽しめる韓国料理です。120種類の豊富
なメニューをご提供いたします。
幅広いジャンルにわたって講座があり、約3,400人の受講者が充実したカルチャーラ
イフを楽しんでいます。
当院では患者様のニーズに合わせて治療計画を立案し、歯周病治療を中心に常に
新しい治療法を取り入れ、お口の総合的な診察を提供いたします。
※11/1オープン予定

10 月 1 日オープンショップ
オープンショップ
八王 子
初出 店

新 業態

シ ョ ップ 名

成城石井

カテ ゴ リー

スーパーマーケット

12 月以降順次オープン
月以降順次オープンショップ
オープンショップ
八王 子
初出 店

●

新 業態

シ ョ ップ 名

会社 名

シ ョップ 紹 介文
世界から厳選したワイン、チーズ、調味料、菓子など品質がよく、おいしいものが豊富
に揃います。原材料や製法にこだわった自家製の惣菜パン、デザートもどうぞ。

株式会社 成城石井

2F ファッション
カテ ゴ リー

会社 名

シ ョップ 紹 介文

Hibiya-Kadan Style

フラワー

株式会社 日比谷花壇

～いつもそのシーンには花がある～
をショップコンセプトに旬の生花を取り揃え、花のあるライフスタイルを
提案するHibiya-Kadan Style.

イセタンミラー

化粧品

株式会社 三越伊勢丹

メイクシーンのアイコン「MiRROR (鏡)」。そこに映る、もう一人の自分になるために。
コスメのスペシャリスト「ボーテコンシェルジュ」のノウハウを結集し、伊勢丹のミラー
リングのように、もう一つのショップがオープン

ITS’DEMO

レディスファッション
化粧品・雑貨

株式会社 ITS’DEMO

働く女性が「朝も帰りも立ち寄りたくなる」商品とサ-ビスを提案するファッション・コン
ビニエンス・ストアの「ＩＴＳ’ＤＥＭＯ」

