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＜参考資料①＞  

各フロアテナント一覧 

 

 

  

番号 カテゴリー 業種 店舗名 沿線初 所沢市内初 ＳＣ初出店

1 とこマルシェ 洋菓子 ファクトリーシン・チャプチーノ ○

2 とこマルシェ 自然食品 自然食品F&F ○ ○

3 とこマルシェ コーヒー豆・輸入食品 カルディコーヒーファーム

4 とこマルシェ シュークリーム ビアードパパ

5 とこマルシェ たい焼き 横浜くりこ庵

6 とこマルシェ 焼鳥・惣菜・うなぎ 日本一

7 とこマルシェ 弁当・惣菜 焼肉　八坂　あら川 ○ ○ ○

8 とこマルシェ 中華点心・惣菜 点心・惣菜　KASEI

9 とこマルシェ 洋風惣菜 eashion ○ ○

10 とこマルシェ 惣菜・弁当 健康咲かせる手づくり惣菜　咲菜 ○

11 とこマルシェ 漬物・惣菜 ベジリエ ○

12 とこマルシェ 青果 京都 八百一 ○ ○

13 とこマルシェ 鮮魚・寿司 魚力

14 とこマルシェ 精肉・惣菜 TAKAGI FOODS ○ ○

15 とこマルシェ ベーカリー・カフェ ドンクエディテ ○

16 とこマルシェ ドーナツ・シフォンケーキ ミスタードーナツ/ザ・シフォン＆スプーン ○ ○

17 とこマルシェ 洋菓子 吉祥寺　多奈加亭 ○ ○

18 とこマルシェ 和菓子 日本橋屋長兵衛 ○

19 とこマルシェ 和菓子・あんみつ 浅草梅園 ○ ○

20 とこマルシェ 洋菓子 FRANCAIS ○ ○

21 とこマルシェ 上方鮨・江戸前鮨 京樽/すし三崎港

22 とこマルシェ おこわ 四季を味わう　たごさく ○

23 とこマルシェ とんかつ とんかつ新宿さぼてん

24 とこマルシェ 洋惣菜・洋菓子 フロ プレステージュ ○ ○

25 とこマルシェ 惣菜 グリーン・グルメ

26 とこマルシェ グロサリー ザ・ガーデン自由が丘

27 ドラッグ＆コスメ ドラッグストア ainz ○ ○

28 カフェ＆レストラン カフェ・バー CAFFÉ&BAR PRONTO

29 カフェ＆レストラン イタリアンレストラン キャンティーナ ○ ○

30 カフェ＆レストラン 和カフェ nana's green tea ○ ○

31 サービス・その他 靴・バッグの修理・クリーニング リアット！ ○ ○

32 サービス・その他 保険ショップ よくわかる！ほけん案内

33 サービス・その他 住宅サービス スーモカウンター

34 サービス・その他 バス待合所・案内所 西武バス所沢駅東口案内所

35 サービス・その他 ヘアカット QBハウス

36 サービス・その他 洋服リフォーム おしゃれ工房 ○

37 サービス・その他 クリーニング 白洋舍
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※沿線の定義 … 西武鉄道沿線において西武グループが運営する商業施設 

番号 カテゴリー 業種 店舗名 沿線初 所沢市内初 ＳＣ初出店

38 ファッション・ファッション雑貨 メンズ・レディス・キッズ B:MING LIFE STORE by BEAMS ○ ○

39 ファッション・ファッション雑貨 レディスシューズ ORiental TRaffic ○

40 ファッション・ファッション雑貨 レディス Té chichi ○

41 ファッション・ファッション雑貨 レディス earth music&ecolgy premium store

42 ファッション・ファッション雑貨 メンズ・レディス・キッズ GLOBALWORK ○

43 ファッション・ファッション雑貨 インナーウェア AMO’S　STYLE　ｂｙ　Triumph ○

44 ファッション・ファッション雑貨 バッグ・雑貨 エフィーズ クローゼット ○ ○

45 ファッション・ファッション雑貨 メンズ・レディス・キッズ URBAN RESEARCH DOORS ○ ○

46 ファッション・ファッション雑貨 アクセサリー Ｈearｔdance ○ ○

47 ファッション・ファッション雑貨 靴下・雑貨 un paseo ○

48 ファッション・ファッション雑貨 レディス index ○

49 インテリア・生活雑貨 インテリア・雑貨 Francfranc ○ ○

50 インテリア・生活雑貨 生活雑貨 Afternoon Tea LIVING ○ ○

51 インテリア・生活雑貨 生活雑貨 プレミィ・コロミィ／ことりパーティー

52 ドラッグ＆コスメ コスメ・ファッション雑貨 AINZ＆TULPE

53 ドラッグ＆コスメ 自然化粧品・生活雑貨 マークスアンドウェブ ○ ○

54 カフェ＆レストラン コーヒーストア スターバックス

55 サービス・その他 ネイルサロン ネイルクイック ○

56 サービス・その他 チケット・グッズ ライオンズストア

57 サービス・その他 料理・パン・ケーキ教室 ABC クッキングスタジオ
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番号 カテゴリー 業種 店舗名 沿線初 所沢市内初 ＳＣ初出店

58 ファッション・ファッション雑貨 メンズ・レディス・キッズ グラニフ ○ ○

59 ファッション・ファッション雑貨 シャツ SHIRTS PLAZA ○ ○

60 ファッション・ファッション雑貨 メンズ・レディス・キッズ ユニクロ

61 ファッション・ファッション雑貨 シューズ ＡＢＣ-MART

62 ファッション・ファッション雑貨 ビーズ・アクセサリー PARTS CLUB ○ ○

63 ファッション・ファッション雑貨 メガネ・サングラス Zoff

64 ファッション・ファッション雑貨 バッグ・雑貨 サックスバー ○ ○

65 ファッション・ファッション雑貨 時計・時計修理 タイムランド ○ ○

66 ファッション・ファッション雑貨 ジュエリー VÉRITÉ

67 インテリア・生活雑貨 生活雑貨 吉祥寺菊屋

68 インテリア・生活雑貨 文具・雑貨 Forma ○ ○

69 インテリア・生活雑貨 バラエティ雑貨 Kiitos 〇

70 インテリア・生活雑貨 生活雑貨 アロマブルーム

71 カフェ＆レストラン うどん・天婦羅・おばん菜 椿すずめ ○ ○ ○

72 カフェ＆レストラン 和定食 さち福やCAFÉ ○ ○

73 カフェ＆レストラン とんかつ とんかつ新宿さぼてん

74 カフェ＆レストラン 北海道イタリアン ミアボッカ 〇

75 カフェ＆レストラン つけめん・ラーメン UNDERGROUND RAMEN 頑者 ○ ○
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番号 カテゴリー 業種 店舗名 沿線初 所沢市内初 ＳＣ初出店

76 サービス・その他 学習塾・幼児教室 進学塾サイン・ワン 所沢校/桐杏学園 〇

77 サービス・その他 市民サービス 所沢市役所所沢駅サービスコーナー/パスポートセンター
4F

その他お客さまサービス

機能 店舗名

ゆうちょ銀行ＡＴＭ

みずほ銀行ＡＴＭ

武蔵野銀行ＡＴＭ

セブン銀行ＡＴＭ
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