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西武線沿線 駅ナカ・駅チカ商業施設
エ
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オ

「Emio狭山市」を５月下旬にオープンします
-お客さまの「毎日の生活のお手伝い」と「あったらいいな」をご提案-

株式会社西武プロパティーズ（本社：埼玉県所沢市、社長：田島幸夫）では 5 月下旬、西武鉄道新宿線狭山市
駅に駅ナカ・駅チカ商業施設「Emio 狭山市」をオープンいたします。
「Emio 狭山市」は、「駅をご利用いただくお客さまや近隣にお住まいの皆さまが集うコミュニティ」をコンセプトに
食を中心として駅をご利用いただくお客さまだけではなく、近隣にお住まいの皆さまにも日常的にご利用いただ
ける商業施設です。毎日の食卓に必要な食料品をお買い求めいただけるスーパーマーケットやスイーツ・惣菜
店、通勤時や日常の生活に便利なドラッグストアやコンビニエンスストア、駅での待ち合わせにもご利用いただ
けるカフェやベーカリー、また、毎日の生活を楽しくするファッション雑貨・書籍などのお店が揃います。
また、オープンにあわせて、駅周辺に駐車場および駐輪場を新規開設し、お客さまに便利な環境づくりを行っ
てまいります。
株式会社西武プロパティーズは、これからも地域の皆さまに愛される商業施設の開発・運営を行ってまいりま
す。

Emio 狭山市完成イメージ

「Emio狭山市」

概要

1．所在地

埼玉県狭山市祇園 4-55

2．店舗面積

3,126.72 ㎡ （延床面積 4,141.99 ㎡）

3．店舗数

19 店舗

4．「Emio 狭山市」予定店舗
１階西口
■

書

原

（株式会社書原）

新刊書籍、雑誌、コミックを中心に実用書から辞書、児童書まで、多くのお客さまのご要望
にお応えできるはば広い商品構成を心がけています。また、地域のお客さまのニーズにあっ
た品揃えを目指しています。
■

エステサロンさくら

（ロイヤル商事株式会社）

全店直営のエステサロンは、きめ細かいフェイシャルケアや全身トリートメントをベースと
した独自の技術によって、高い評価をいただいているエステサロンです。また、内装や価格
などにもこだわり、よりはば広いお客さまに愛される新しいタイプのエステサロンをご提案
します。
■

狭山市駅ビル歯科

狭山市駅ビル歯科では患者さまの歯に関する不安に耳を傾け、不安を安心に変えられるよう、
ドクター、スタッフが最先端の設備とともに、心ある診療を心掛けています。
■

西武バス案内所

（西武バス株式会社）

バス定期券発売所

１階東口
■

ファミリーマート

（株式会社ファミリーマート）

「あなたと、コンビに、ファミリーマート」
～お客さまの気持ちに一番近い、なくてはならない「コンビニ」になることを宣言します～
■

ドトールコーヒーショップ（株式会社福泉舎・FC）

禁煙席 46 席、喫煙席 29 席、完全分煙の快適な空間で直火焙煎のこだわりコーヒーと、モー
ニング、ランチ、ティータイムまではば広く対応するフードメニューをお楽しみください。
■

マツモトキヨシ

（株式会社マツモトキヨシ）

「よりよい品をよりやすく」と「親切なお店」をモットーに、お客さまに喜ばれる店づくり
を常に目指しております。お客さまのニーズに沿った店舗展開と優良商品を豊富に揃え、専
門知識をもつスタッフのコンサルティングサービスにより、お客さまとの間に確かな信頼関
係を築きあげています。

２

階
■ タリーズコーヒー

（タリーズコーヒージャパン株式会社）

スペシャリティコーヒーショップ。最高の一杯をお客さまに召し上がっていただくために
素材の品質、安全を常に考えています。そしておいしさ。どなたにもご満足いただける一杯
を、丁寧に手作りしてご提供しています。一杯がより一層、美味しいものであるために、ゆ
ったりくつろげる空間、おもてなしの心を込めたホスピタリティをご一緒にご提供いたしま
す。
■

おむすび権米衛

（株式会社イワイ）

権米衛では、おむすびを一つ一つ店舗でつくることを大切にしています。おむすびは本来お
母さんの愛情を最も感じる日本人の基本食であり、その愛情は手を通じて直に伝わっていく
ものだと考えているからです。市販品の 1.5 倍のごはんを、つぶさずにそっとむすんだおむ
すびを愛情込めて手渡しをさせていただきます。
■

とんかつ和幸

（和幸フーズ株式会社）

昭和 33 年創業以来、こだわりの味と伝統の技術を守り続けているとんかつ専門店。
上質の豚肉と自家製生パン粉で包み、純正植物油で揚げたとんかつは冷めてもおいしくいた
だけます。お惣菜をお買あげのお客さまには、とんかつ和幸オリジナルサービスとしてキャ
ベツとソースを無料で差しあげています。
■

ちよだ鮨

（株式会社ちよだ鮨）

築地・ちよだ鮨。鮮度と旨さにこだわったテイクアウトすし専門店です。
徹底した鮮度管理と衛生管理による安全でおいしい江戸前すしを、お手ごろ価格で彩り豊か
に取り揃えています。
■

オアフ（当社初出店）

（株式会社オアフ）

食に厳しい京都の地で育まれた「オアフ」のシュークリーム＆スイーツは、甘さ控えめ、す
っきりまろやかな味わい。
“ぜいたくなおいしさをお気軽に！”をモットーに、最高品質の商
品をお届けいたします。
■

日本橋屋

（株式会社日本橋屋長兵衛）

江戸時代の伝統文化・歴史・歳時記をベースにしながら、未来への和菓子の心を創造する「日
本橋屋」です。なめらかなこし餡を、もっちりとした生地で包み、縁起の良い鯛の姿に焼き
上げた「天下鯛へい」は人気の看板商品です。
■

ミスタードーナツ

（大和フーヅ株式会社）

お客さまにできたてのおいしさをお届けするため一店一店でドーナツを手づくりしています。
オリジナルのレシピを忠実に守り、いつも最高のドーナツをご提供いたします。
■

ブルーブルーエ

（ブルーブルーエジャパン株式会社）

季節ごとに居心地のよさを感じさせるようなナチュラルな生活雑貨を中心に取り揃えてい
ます。気軽に立ち寄れて毎日が楽しくなるような品揃えでお客さまをお待ちしています。

■

カルディコーヒーファーム（株式会社キャメル珈琲）

こだわりのオリジナルコーヒー豆 30 種をはじめ、見ているだけで楽しくなるような世界各国
の珍しい食材やお菓子、ワイン、チーズ、スパイスなどがところせましと並んでいます。店
頭でサービスをしているオリジナルブレンドのコーヒーを飲みながら世界の食材巡りの旅を
お楽しみください。
■

ヴィ・ド・フランス

（株式会社

ヴィ・ド・フランス）

スタンダードな製品から、季節感や旬の素材にこだわったオリジナルの惣菜パンが勢ぞろい、
バラエティーに富んだ品揃えで、はば広いお客さまをお迎えします。気軽に立ち寄れるイー
トインコーナーでは、おすすめのカフェオレやコーヒーとともに焼きたてのパンをお楽しみ
ください。
■

ブルーミングブルーミー（当社初出店）

（株式会社いなげや）

首都圏に 125 店のスーパーマーケットを展開しているいなげやの新しいタイプのお店・ブル
ーミングブルーミーは横浜と鴻巣についでの出店です。豊かな生活をご提案する商品をおも
てなしの心でご提供するお店です。
■

その他洋菓子店

について
商業施設「Emio（エミオ）」は、西武グループのスローガンである「でかける人を、ほほえむ人へ。」
に基づき、駅をご利用されるお客さまや地域の方々から親しみを持っていただけるよう、「あなたの
くらしにほほえみを」という思いをこめ命名したものです。
「Emio 練馬」
（2007 年 8 月）
「Emio 中村橋」
（2007 年 9 月）
「Emio 武蔵境」
（2008 年 8 月）
「Emio 保谷」
（2009 年 4 月）
「Emio 東久留米」
（2010 年 5 月）に続き、今回の「Emio 狭山市」は 6 つ目の商業施設
となります。

駐車場・駐輪場
■

概要

（仮称）ジャストパーク

狭山市駅西口

所在地

埼玉県狭山市入間川１丁目 2779 番地の 2 ほか

予定台数

自動車

57 台（身障者用 2 台含む）

バイク
営業形態
■

2台

時間貸し

（仮称）ジャストパーク

サイクル２１

狭山市駅西口

所在地

埼玉県狭山市入間川 1 丁目 2792 番地の１ほか

予定台数

自転車

営業形態

時間貸し

126 台

■

（仮称）ジャストパーク

サイクル２１

狭山市駅東口

所在地

埼玉県狭山市入間川１丁目 3413 番地の 2 ほか

予定台数

自転車 94 台
バイク

営業形態

10 台

時間貸し

ジャストパークについて
西武プロパティーズが運営・管理する時間貸駐車場・駐輪場「ジャストパーク」では、西武線沿線
を中心に東京都・埼玉県・神奈川県内で、駐車場（32 か所約 2,940 台）駐輪場（16 か所約 3,070 台）
バイク（3 か所約 90 台）を展開しています。
駅周辺での展開により「パーク＆ライド」を促進、CO２削減に貢献します。また、鉄道をご利用いた
だくお客さまの利便性向上のため PASMO（パスモ）電子マネーがご利用いただけます。

狭山市駅
所在地

概要
埼玉県狭山市入間川 1－1－1

乗降人員 43,516 人（平成 21 年度 1 日平均）
川越鉄道・川越（現・本川越）～東村山駅間が開通した 1895 年（明治 28 年）に入間川駅とし
て開業。1979 年（昭和 54 年）に市の代表駅ということで、現在の「狭山市」に改称されました。
なお、Emio 狭山市の前身の駅ビル「西武狭山ステーションビル」もその年に開業しました。

【お問合せ先】
株式会社西武プロパティーズ 広報チーム
TEL：04-2926-2370

FAX：04-2926-2407

担当：安武・三浦

e-mail：PR@seibupros.jp

