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グランドオープン
埼玉県本庄市、「本庄早稲田の杜」地区に、ベイシアでは埼玉県内最大級のショッピングモールとなる『ベイシ
アゲート本庄早稲田』が誕生いたします。
この度のオープンでは、ベイシアのスーパーセンターとスポーツ専門店のワールドスポーツ、カインズのホーム
センターがオープンいたします。この後、回転寿司の「スシロー」（7 月オープン予定）や大型複合書店の「蔦屋
書店」（年内オープン予定）のオープンにより、最終的にベイシアでは埼玉県内最大級のショッピングモールとな
ります。
『ベイシアゲート本庄早稲田』のオープンにより、ベイシアとカインズがお客様の暮らしをサポートしてまいり
ます。
《 ベイシアゲート本庄早稲田
ベイシアゲート 本庄早稲田の
本庄早稲田 の 特徴》
特徴 》
1.ワンストップショッピング
1. ワンストップショッピングの
ワンストップショッピング の 追求
日々の生活に密着した食料品・衣料品・住関連商品を中心に品揃えしたベイシアのスーパーセンターと
日用雑貨、家庭用品から DIY 用品、インテリア用品、ペット生体・ペット用品、園芸・ガーデニング用品
等を取り揃えたカインズのホームセンター、この 2 核にベイシアのスポーツ用品専門店が加わり、モールで
のワンストップショッピングを実現いたしました。
更に、この度のオープン以降にもテナントを誘致し、魅力あるモールづくりを行ってまいります。
2.ショートタイムショッピング
2. ショートタイムショッピングへの
ショートタイムショッピング への対応
への 対応として
対応 として
目的の店舗の前に自動車を止めて買い物ができるオープン・モールとして、店舗前面に約 1,500 台の駐車
場を配置しております。ベイシア・カインズともに、ワンフロアの店内は、広い通路と高い天井など開放
的な空間に売場を配置し、大型カートでゆったりとお買い物をお楽しみいただけます。
3.環境対策
3. 環境対策への
環境対策 への取
への 取 り 組 み
太陽光パネルや高効率ガス空調機、店内 LED 照明、自動調光照明、リーチイン冷蔵・冷凍ケース、EV 急
速充電器などの導入など、環境配慮型のモールとなります。新たな取り組みとして、壁面緑化や園芸売場な
どに雨水を利用し散水する水資源節約のシステムの導入や、駐車場の一部に遮熱塗料を使用することによる
アスファルトの温度抑制なども実験してまいります。
尚、オープンに先立ち、下記の通りプレオープンいたします。何卒、貴社紙面へのお取り上げ、並びに
ご来店下さいますよう、お願い申し上げます。

プレオープン
カインズホーム
ベイシアスーパーセンター

6 月 26 日(水)
6 月 27 日(木)

午前 9 時～午後 8 時
午前 9 時～午後 8 時

■ ベイシアスーパーセンター本庄早稲田
ベイシアスーパーセンター 本庄早稲田ゲート
本庄早稲田 ゲート店
ゲート 店
ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店（以下 SuC 本庄早稲田店）は、埼玉県下 15 店舗目の出店とな
ります。スーパーセンター業態としてはベイシアで 44 店舗目、埼玉県においては、2006 年 6 月オープンのなめ
がわモール店以来の 6 店舗目の出店です。
当店は Everyday Same Low Price をモットーに、「徹底した低価格」・「豊富な品揃え」・「こだわりの鮮
度」でお客様の毎日の暮らしを応援し、豊かな暮らしづくりをサポートしてまいります。
新鮮でおいしい食料品から、ベーシックな実用衣料品やトレンドを発信するファッション衣料品等、地域に密着
した商品や、話題商品も取り揃え、地域のお客様に満足していただける品揃えになっております。
これからの時代のニーズに対応し、地域情報発信基地として、お客様の毎日の暮らしの向上に貢献してまいりま
す。
ベイシアの
ベイシア の 環境にやさしい
環境 にやさしい店
にやさしい 店 舗 づくり
・レジ袋削減に向けた取り組みとして「
「 エコショッピング」
エコショッピング 」 －レジ袋のいらないそのままお持ち帰りのできる
専用カゴ（1 個 315 円）－を導入しております。
・店頭での資源回収や店舗より排出される廃棄物のリサイクルにも積極的に取り組んでおります。
・店内照明のオール LED 化やリーチイン冷凍ケースの導入など、省エネ化も進めております。
店舗の
店舗の 特徴
【食品ゾーン】
・青果コーナーでは、旬の各産地より新鮮な青果物を取り揃え、日々の生活に密着した使用頻度の高い野菜を
低価格で提供いたします。特に近郊産地で収穫される「とうもろこし」の低価格販売をいたします。また、地
元農家が持ち込む地場野菜売場の拡充や、需要が増加しているカップサラダなどの簡便商材の品揃えの強化を
行っております。
・鮮魚コーナーでは、築地、横須賀市場、金沢市場等、全国から鮮度の良い生魚をお買い得価格で提供いたしま
す。お魚屋さんの生寿司売場での、生寿司 9 貫 498 円は、本まぐろ入りで安くて美味しい一押し商品です。
・精肉コーナーでは、牛肉、豚肉、鶏肉、加工食肉の定番商品を毎日お買い得価格で提供いたします。特に牛肉
は、バイヤーが厳選した国産黒毛和牛をお求めやすい価格で販売いたします。また、普段の献立に欠かせない
豚肉、鶏肉、挽肉は、大型パックの品揃えを充実させ、低価格で販売いたします。
・惣菜コーナーでは、お寿司、お弁当、おかず、サラダ・和惣菜などを豊富に取り揃え、お手頃価格で、お客
様の簡便ニーズにお応えいたします。お弁当ではお買い得な 298 円弁当からボリューム感ある 398 円弁当ま
で品揃えいたします。また、バラエティ豊かな揚げ物バイキングをお求めやすい価格で提供いたします。
・加工食品コーナーでは、カップラーメン、ペットボトル飲料を豊富に品揃えし、均一プライスのお買い得価格
で提供いたします。価格が安く、品質も良い PB 商品の売場での展開を強化しています。カップ麺・飲料にお
いては新商品コーナーを設け話題商品の展開を強化していきます。
・菓子コーナーでは、スナック、ビスケット、チョコレートなどを毎日低価格で提供いたします。米菓売場で
は 100 円均一の他、「1 個 158 円、2 個 300 円」コーナーを設置し、珍味売場でも 70 円、100 円、258 円、
298 円と均一コーナーを設けるなど、買いやすい売場づくりを行っております。カップゼリーや棒ジュースな
ど夏場においしく食べられるシーズン商品や熱中症対策にオススメなキャンディ、干し梅などの機能性商品を
豊富に取り揃え、お手頃価格で販売いたします。
・酒コーナーでは、低価格・高品質の PB 商品から人気の銘柄まで、豊富に取り揃えております。海外ワインで
は、低価格で満足して楽しめる「ベイシアオリジナルワイン」から様々なメディアに取り上げられている話題
のワインまで取り揃えております。また、ワイン選びに迷うという方向けに、料理・ぶどう特徴などの情報か
ら選んでいただけるような陳列を行っております。2013 年モンドセレクション銀賞受賞のベイシアオリジナ
ルの新ジャンルビール「ベルギー産 ベルジャンリッチ」（78 円）の他、ベルギービールも数種類品揃えして
おりますのでビール本場の味を飲み比べをお楽しみいただけます。また、日本酒売場では、香りから好きな商
品選びが出来るように香りのテスターを用意しております。香りを楽しみながら日本酒をお選びいただけます。
・日配品コーナーでは、牛乳・豆腐・納豆・麺類・パンなど生活に欠かせない商品を豊富に品揃えいたします。
特に購入頻度の高い商品を毎日低価格で提供いたします。三之助豆腐・クメハラ・新吉など地元商品の品揃え
を充実させております。また、青果売場内に、にら、春菊、チンゲン菜などの凍菜コーナ－を設けております。
簡単・便利な冷凍食品を毎日お買い得価格にて販売いたします。アイスでは、38 円アイスなどの低価格商品
を豊富に取り揃え、本庄工場が近いことから赤城乳業コーナーも設置しております。

【衣料ゾーン】
・婦人衣料コーナーでは、ティーンズからミセス、大きいサイズまでの毎日の普段着からちょっとしたお出か
け着を幅広く品揃えしております。また、これから活躍する T シャツやショートパンツ、今年人気のワンピ
ースやプリントパンツなど、夏物衣料を低価格で展開します。オープニングセールでは、均一ワゴンセールを
開催いたします。
・紳士衣料コーナーでは、これからの季節に最適なカジュアルウェアからデイリーユースにぴったりなビジネ
スウェアまでお求めしやすい価格で豊富に品揃えしております。プリント T シャツ 500 円や半袖カジュアル
シャツ 970 円、ブランドポロシャツ（トロイ、カンサイ、ミチコ、レノマなど）をレジにて 5 割引で販売い
たします。オープニングセールでは、ビジネスワイシャツ 500 円、ショートパンツ 300 円、DRYT シャツ
300 円など、数量限定・超特価で販売いたします。
・服飾コーナーでは、幅広い年齢層に対応したバッグを低価格で豊富に品揃えしております。トラベル商品売
り場では、夏休みのお出かけや旅行用に、使用用途・旅行期間を合わせた商品の品揃えを充実させて提案いた
します。また、オープニングセールでは、特設コーナーにてインポートブランドをお買い得価格で販売いたし
ます。
・靴コーナーでは、婦人靴、子供靴などファミリー層向けのベーシックな靴から、人気のナイキ、ニューバラ
ンスなどのスポーツブランドシューズまで、お求めやすい価格で豊富に品揃えしております。また、オープニ
ングセールでは、婦人カジュアルサンダル 700 円、ニューバランス・FILA などのブランドスポーツシューズ
を数量限定・大特価で販売いたします。
・ベビー・子供衣料コーナーでは、お子様の普段着や通学着を、お買い得価格で提供いたします。子供服では、
半袖 T シャツ 300 円、ハーフパンツ 500 円で販売いたします。また、ベビー用品売場では、ミルクやベビー
フード、おしりふきなど、毎日使う消耗品を低価格で販売いたします。
・軽衣料コーナーでは、毎日身につける肌着・靴下を低価格で品揃えしております。有名メーカーの肌着の常
時割引販売に加え、ベイシアオリジナルの高品質・低価格にこだわった商品を提供いたします。また、オープ
ニングセールでは、今すぐ使える旬な商品を 100 円、300 円、500 円均一価格で販売いたします。
【住関連ゾーン】
・家庭用品コーナーでは、生活に必要なキッチン用品、掃除、洗濯用品を豊富に品揃えしております。また、
犬・猫用ペットフードはお求めやすい価格で提供いたします。
・日用雑貨コーナーでは、毎日使う洗剤、ティッシュペーパー、シャンプーなどの消耗雑貨や化粧品を豊富に品
揃えし、低価格で提供いたします。資生堂・ソフィーナのカウンセリング品、まつ毛・ネイル等のポイントメ
イクなどの化粧品を充実させております。
・玩具コーナーでは、お子様に人気のキャラクター玩具や話題の TV ゲームソフト、プラモデル、ジグソー
パズルまで、豊富に品揃えし、お買い得価格で販売いたします。
・文具コーナーでは、学校で使う文房具を中心に、筆記具からコピー用紙などの消耗品まで幅広く品揃えし、
低価格で販売いたします。
・家電・光学コーナーでは、生活に密着した調理家電やスマートフォン関連グッズ、LED 照明などの消耗家電
を中心に、品揃えしております。また、季節品のリビング扇風機、サーキュレーター扇風機、DC モーター扇
風機などをお求めやすい価格で販売いたします。
・寝装コーナーでは、タオル・スリッパ・浴用品などの生活必需品、布団などを取り揃えております。また、
季節に対応した天然素材・タオルケット・肌掛け布団・敷物などをお求めやすい価格で提供いたします。

【テナント】
インテナントとして、『B：pizza』（ナポリピッツァ専門店）※、清月堂(和菓子)、ホワイト急便(クリーニ
ング)、ほけんの窓口（保険の総合代理店）、レッツ（美容室）、カットファクトリー（ヘアカット専門店）が
オープンいたします。
※）ベイシアフードサービスよりナポリピッツァ専門店『B：pizza』の 2 号店がオープンいたします。本格
ナポリピッツァを 450 円～というお買い得価格で提供いたします。“生”生地からつくる“焼きたて”の
美味しさをご賞味下さい。

■ カインズホーム
カインズ ホーム本庄早稲田
ホーム 本庄早稲田店
本庄早稲田 店
本庄早稲田店は、カインズの埼玉県下 30 店舗目の出店となります。
当店舗は、日用雑貨、家庭用品、インテリア用品等の日常生活に密着したベーシックアイテムから、DIY・木
材等のプロユースアイテムまで、豊富な品揃え、きめ細かいサービスで地域のお客様の利便性を高めるとともに、
ESLP(Everyday Same Low Price)の実現はもとより、使いやすさにこだわった品質で商品を提供いたします。
今後も、地域の一員として、安心・快適にお買い物をお楽しみいただける店づくりに努め、地域一番店を目指
します。また、カインズホームならではの価格と品揃えで、より一層お客様の暮らしに貢献できるよう努めてま
いります。
店舗の
店舗 の 特徴
【買いやすい売場構成】
・本館と資材館の間に壁がない一体型の店舗レイアウトにより、ワンフロアでお買い物がしやすい売場構成と
なっております。また、資材売場では正面と側面に積込み専用スペースを設け、利便性を考慮しております。
・中央レジは食品スーパーのベイシアとつながるコンコース沿いに配置しました。コンコース沿いにあるため
ベイシアとの往来や店舗への入退店がスムーズにできるつくりとなっております。
・季節のおすすめ商品は、主通路沿いにコーナーごとに展開しており、見つけやすい、買いやすい売場となっ
ております。
【ライフスタイルの提案】
・「切花」と「ワイン」を融合させた「CAINZ LIQUOR」コーナーは専門店さながらの雰囲気をもった売場
となっております。『ワインと花のある暮らし』を地域のみなさまに提案いたします。
【商品・サービス】
・ペットコーナーでは、かわいいワンちゃん・ネコちゃんが大集合してお客様をお待ちしております。
カインズオリジナルのペットウェアや、インテリア用品とコーディネートができるペットベッドの他に、
ペットフード、ペットシーツなどの関連商品も充実させて、お手頃価格で提供いたします。
・ペットサロン「エステカーサ」では、トリミングやペットホテルなどのサービスが充実し、ペットとの暮ら
しをサポートいたします。
・ガーデンセンターでは、苗木・樹木などの関する商品からガーデニング用品、草刈り用品まで展開し、ご
家庭のお庭のお手入れを幅広くサポートいたします。
・資材館では、プロのお客様はもちろんのこと、一般のお客様にもお使いいただける品揃えとサービスで幅
広くサポートいたします。サービス面では、簡単な工作機械と工具が自由にお使いいただける工作室や、
木材カット(有料)ができるプロカウンターが設置されており、様々な要望にお応えできる売場となってお
ります。
・リフォームセンターでは、システムキッチン、洗面化粧台、温水暖房便座を安心してお選びいただけるよ
うに、工事料金をパック化して提案いたします。他社にない品質と価格のおすすめ商品を取り揃えており
ます。

【テナント】
インテナントとして、グローバル・モバイル（携帯電話販売）、theou＜ザオウ＞（貴金属・ブランド買取専
門店）、やきもの本舗『鯛あん吉日』（たいやき専門店）※がオープンいたします。

※）カインズフードサービスよりたいやき専門店として今回初出店いたします。素材本来の味を生かした自慢の
あんこは、厳選した北海道十勝産の小豆を 100%使用しております。おやつに、お土産にぜひご賞味ください。

■ ベイシアワールドスポーツ本庄早稲田
ベイシアワールドスポーツ 本庄早稲田ゲート
本庄早稲田 ゲート店
ゲート 店
ベイシアワールドスポーツは、ベイシアが展開する大型スポーツ専門店です。本庄早稲田ゲート店（以下 WS
本庄早稲田店）は、ワールドスポーツ 9 店舗目となります。埼玉県下 2 店舗目の出店です。
当店は、サッカーや野球などの球技、アウトドア、陸上競技、トレッキングなどのスポーツ関連商品を、入門者
用から専門性の高い商品まで総合的に品揃えし、これを低価格で提供することで、幅広いニーズに応えてまいりま
す。また、テニス・バドミントンラケットのガット張りやオリジナルユニフォームの製作など、スポーツ専門店と
してのサービスも充実させております。
店舗の
店舗 の 特徴
・スポーツウェアコーナーでは、ナイキ・アディダス・プーマを中心に、競技者向けからファッション性に優れ
たカジュアルまで幅広い品揃えをしております。
・スポーツシューズコーナーでは、幅広い層の健康指向に対応できる充実の品揃えとなっております。
・野球コーナーでは、軟式・ジュニア用の野球用品を豊富に取り揃え、子供から中高生・一般競技者まで幅広く
対応できる充実の品揃えとなっております。
・サッカーコーナーでは、子供から中高生・一般競技者まで対応できる品揃えをしております。 また、「アデ
ィダスコーナー」を設置しスピード型・テクニック型など、特徴に合ったスパイクを幅広く品揃えしておりま
す。
・テニス・バドミントンコーナーでは、ラケットやシューズの充実とともに、テニスウェアでは女性に人気の
エレッセ等の取り扱いにより、女性ユーザーにも満足いただける充実の品揃えになっております。
・バレー・バスケットコーナーでは、ジュニアから中高生向け商品の充実のほか、特にママさんバレーに親しむ
層に対応できる品揃えをしております。
・キャンプコーナーでは、エントリー層から短期滞在層に向けた品揃えをしております。コールマンやキャプ
テンスタッグを取り扱いいたします。
・ゴルフコーナーでは、ツアーステージやゼクシオなどの国産ブランドをはじめ、輸入クラブ等も豊富に品揃え
しております。また、ナイキ・アディダス・ルコックなどのウェアや、小物、練習用品、便利グッズ等も豊富
に取り揃えております。レディースコーナーも充実させております。

【サービス】
○硬式・ソフトテニス・バドミントンラケットのガット張りを承ります。
○オリジナルユニフォームの製作を承ります。マーキングもご相談下さい。
○野球のＰ皮の取り付け、グローブの修理等を承ります。
○ゴルフ試打室に加え、野球のバットやテニスのラケットも試打することができる「ヒッティングブー
ス」も設置いたしました。

■ベイシアゲート本庄早稲田 オープン日程表
日 程
6/26（水）
6/27（木）
カインズホーム

プレオープン

グランドオープン

9:00～20:00

9:00～20:00

6/28（金）
→

ベイシア
ワールドスポーツ

グランドオープン

9:00～20:00

→

ベイシア
スーパーセンター

プレオープン

グランドオープン

9:00～20:00

9:00～20:00

※ 7 月 2 日（火）から営業時間が変わります。
ベイシアの営業時間は
ワールドスポーツの営業時間は

10:00～20:00 になります。
10:00～20:00 になります。

ベイシアゲート本庄早稲田のオープニングイベント
《 ベイシアゲート本庄早稲田
ベイシアゲート 本庄早稲田
6/27(木)～30(日)の 4 日間

3店舗共通》
店舗共通 》
大抽選会
毎日先着 2,000 名様
ベイシア、カインズ、ベイシアワールドスポーツ
でのお買い上げ合計 3,000 円毎に 1 回
（お一人様最大 5 回まで）
風船プレゼント
毎日先着 1,000 名様のお子様に
カラフルな風船プレゼント

6/ 27(木)

6/ 27(木)・28(金)

NACK5 ラジオカー「ドリームキャラバン」
生中継 午後 3：50 頃開始
ご当地キャラがやってくる（はにぽん他）

《 ベイシアスーパーセンター》
ベイシアスーパーセンター 》
6/28(金)オープン初日

ベイシアオリジナル
「コクがありまろやかなマヨネーズ」
＋「ピタッ！と包むラップ」セットでプレゼント
アンケートにお答えいただいた方先着 1,000 名様

《 カインズホーム》
カインズホーム 》
6/27(木)オープン初日

6/ 30(日)

カインズオリジナル「天然水バナジウム 120」プレゼント
先着 1,000 名様(無料)

かわいいワンちゃんファッションショー
午前 11：00～12：00

1．ベイシアゲート本庄早稲田
所 在 地
敷地面積
店 舗 数
営業面積
建物構造
駐車台数
商圏人口

概要

埼玉県本庄市本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業 43 街区 40 画地
78,222 ㎡（モール全体）
3 店舗（6 月オープン時）
※最終的には 10 店舗を計画
約 19,000 ㎡ （6 月オープン時）
※最終的には約 22,000 ㎡
鉄骨平屋建て
1,500 台（モール全体）
埼玉県本庄市、深谷市、上里町、神川町、群馬県伊勢崎市、高崎市、藤岡市などで約 33 万人

2．ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店
売場面積
人
員
店
長
T E L
取扱商品

営業時間

7,658 ㎡
169 名（正社員 22 名、専任社員 3 名、パート 87 名、アルバイト 57 名）
鴇崎 靖(トキザキ ヤスシ）
0495-27-7000
青果､鮮魚､精肉、総菜、加工食品、日配品、米、パン、酒、婦人衣料、紳士衣料、
ベビー・子供用品、肌着、靴下、服飾、靴、日用雑貨、家庭用品、薬品、ペット用品、
文具、玩具、寝具
【通常時】
10:00～20:00
【ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ期間】 9:00～20:00(7 月 2 日まで)

3．カインズホーム本庄早稲田店
売場面積
人
員
店
長
T E L
取扱商品

営業時間

概要

8,220 ㎡
92 名（正社員 18 名、専任 4 名、パート 19 名、アルバイト 51 名）
太田 穣史（オオタ ジョウジ）
0495-23-5000
日用雑貨、家庭用品、飲料、ドラッグ、ペット用品、インテリア、寝具、収納用品、
家電用品、カー用品、レジャー用品、 オフィス用品、サイクル、DIY 用品、ワーキング、
園芸用品、グリーン、ガーデン、建築資材、農業資材、エクステリア用品、リフォーム、
ハウス・カーポート、物置
【通常時】
9:00～20:00
【ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ期間】 9:00～20:00

4．ベイシアワールドスポーツ本庄早稲田ゲート店
売場面積
人
員
店
長
T E L
取扱商品
営業時間

概要

概要

2,563 ㎡
25 名（正社員 6 名、専任社員 1 名、パート 11 名、アルバイト 7 名）
松島 幸久 (マツシマ ユキヒサ）
0495-22-9000
スポーツ用品、キャンプ用品、トレーニング用品など
【通常時】
10:00～20:00
【ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ期間】 9:00～20:00(7 月 2 日まで)

