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b8ta Japan［本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：北川 卓司、以下b8ta］は、国内4店舗

目となる「b8ta Koshigaya Laketown」を明日4月27日（水）に越谷レイクタウン2階KAZEにオー

プンいたします。 

 

 

 

 

 

オープン時の出品企業は、アジア初進出となる、世界に720万人のユーザーを抱え最も利用されてい

るミールキットHelloFreshをはじめ、国内外から46の日本初出品やオフライン展開初を含むバラエ

ティーに富んだ商品やサービスが揃いました。 

体験型ストアb8ta（ベータ） 

明日4月27日(水)レイクタウンKAZE内にグランドオープン 

アジア初進出企業を含む46の国内外からの出品ブランドを発表 
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日本初進出/オフライン展開初出品商品 

◼ HelloFresh / ミールキットサービス / ハローフレッシュ・ジャパン合同会社（アジア初進出、日本初出品） 

◼ Table for All / 食物アレルギーケア / 日本ハム株式会社 (オフライン初出品) 

◼ Meatful / 新しい食体験・食の価値を提供するD2Cプラットフォーム / 日本ハム株式会社 (オフライン初出

品) 

◼ G'day Wine(グッダイワイン）/ オーストラリアワインのサブスクリプションサービス / 株式会社新陽トレ

ーディング (オフライン初出品) 

◼ ジョーダン歯ブラシ / 日本未上陸キッズむけ歯ブラシ / エフエルジャパン株式会社 (日本初出品) 

◼ D-CORE CIRRUS / マッサージチェア / ニン株式会社 (日本初出品) 

 

また、株式会社埼玉りそな銀行様と株式会社地域デザインラボさいたま様との協業により、埼玉県所

在企業5社の出品も決定しました。今後もりそなグループ様と共に埼玉県にゆかりのある企業様を多

くの方に知っていただく機会を創出してまいります。 

 

◼ ペットキャリー iCO / 株式会社ティーアンドエス 

◼ 秩父錦 特別純米酒アルミ缶 / 株式会社矢尾百貨店 

◼ G'day Wine(グッダイワイン）/ 株式会社新陽トレーディング 

◼ go飯バーグ / サン印 向山食品工業株式会社 

◼ SABUMA ポータブル電源S2200 / 株式会社アピロス 
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出品予定商品 / ブランド名 をご紹介 (カテゴリ別/順不同)  

Game & Musicカテゴリー 

Osmo ジーニアス スターターキット / Tangible Play, Inc. 

スマイルゼミ / 株式会社ジャストシステム 

Ratatone®︎ (ラタトーン) / 株式会社コト 

Charlie（チャーリー） / ヤマハ株式会社 

奏でる蓄音機・アースランプ / 株式会社プラザクリエイト 
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Food & Beverageカテゴリー 

THE DRAFTERS(ドラフターズ) / アサヒビール株式会社 

秩父錦 特別純米酒アルミ缶 / 株式会社矢尾百貨店 

TableforAll、Meatful / 日本ハム株式会社 

燻製黒コショウパウダー、馬告(マーガオ)、クラフトコーラスパイス / 株式会社カネカサンスパイス 

大豆ミート食堂シリーズ、おうち居酒屋 ヤムニョムチキン 、ベジゴロおかずシリーズ、透明醤油 

/ イチビキ株式会社 

G'day Wine(グッダイワイン）/ 株式会社新陽トレーディング 

go飯バーグ / サン印 向山食品工業株式会社 

HelloFresh / ハローフレッシュ・ジャパン株式会社 

 

生活家電 & Gadget カテゴリー 

空間除菌脱臭機 QAIS-air-03 / サンスター技研株式会社 

Atmo / 株式会社LIXIL 

SADIOT LOCK（サディオロック）/ ミネベアミツミ株式会社 

UENO-mono モバイルプロジェクター カベーニPRO、UENO-mono ハンディクリーナー 吸龍 SUIRYU、UEN

O-mono 光目覚まし時計 ASASUN （アササン）/ 株式会社ホームワーキングマザー 

LOOZER / 株式会社ロイヤル 

SABUMA ポータブル電源S2200 / 株式会社アピロス 

EVERING / 株式会社EVERING 

Meural WiFiフォトフレーム / ネットギアジャパン合同会社 

プレミアム電卓 ジャストタイプ S100 / カシオ計算機株式会社 

QWERKYWRITER / Qwerkytoys, Inc.  

ZitA・ZitA mini / 株式会社さくらドーム 

 

レンティオ株式会社経由でレンタルが可能な生活家電等 

ヘルシオ ホットクック KN-HW24G / シャープ株式会社  

ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XA20 オーブンレンジ 30L / シャープ株式会社 

ヘルシオグリエ AX-GR2 ウォーターオーブン トースター / シャープ株式会社 

小型冷凍庫 32L 1ドア RN-FZ32 / レンティオ株式会社 

食器洗い乾燥機 アドバンスシリーズ SS-MA251 / シロカ株式会社 

エアーオーブン ノンフライオーブン 14L CP247A / 株式会社EPEIOS JAPAN 

Nebula Capsule II モバイルプロジェクター / アンカー・ジャパン株式会社 

 

調理家電カテゴリー (その他) 

アラジン グラファイト グリル＆トースター（フラッグシップモデル） / 日本エー・アイ・シー株式会社 

Re・De Pot / 株式会社A-Stage 

Leggiero（レジェロ）、Vamo（バーモ）/ リンナイ株式会社 
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美容 & リラクゼーションカテゴリー 

シャインプロ / ヤーマン株式会社 

ラボンホリック / 株式会社ネイチャーラボ 

canbi（キャンビ）/ 株式会社Vijou 

D-CORE CIRRUS / ニン株式会社 

デンキバリブラシ®︎ / 有限会社GM CORPORATION 

マルチグリッターカラー / 株式会社ENBAN 

LIPPS HAIR WAX、LIPPS BASE STYLING OIL、LIPPS HAIR GEL、LIPPS HAIR SPRAY/ 株式会社レスプリ 

オゾネオアロマ MXAP-FAE275R / マクセル株式会社 

モルトンブラウン / モルトンブラウンジャパン株式会社 

ジョーダン歯ブラシ / エフエルジャパン株式会社 

 

その他のカテゴリー 

CHOPLATE / 株式会社 河辺商会 

DAILY BACKPACK / ABLE CARRY 

ブレインスリープピロー他 / 株式会社ブレインスリープ 

ペットキャリー iCO / 株式会社ティーアンドエス 

オンラインオーダーシャツ「SOLVE」/ Solve株式会社 

コンフォートルームウェア W/N / niemo株式会社 

KALCTコンパクト長傘 / アンベル株式会社 

ERGORANSELのランドセル / ERGORANSEL 

 

 

 

 

【b8ta Koshigaya Laketown詳細】 

店舗名:  b8ta Koshigaya Laketown  

出店日:            2022年4月27日(水) 

店舗面積:  53.87坪 (共有部含む) 

営業時間:  商業施設に準拠 

定休日:  商業施設に準拠 

所在地:  〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地２ kaze 2階 C-207 
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【b8taとは】 

b8taは2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。 

Retail as a Serviceのパイオニアとして約6年間新しいソリューションを先導。 

ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす（Retail Designed for Discov

ery.）」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽な

ものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。 

 

■b8ta Japan 公式ホームページ  

https://b8ta.jp/ 

 

■b8ta Japan 公式SNSアカウント 

Twitter: https://twitter.com/b8tajp 

Facebook: https://www.facebook.com/b8tajp 

Instagram: https://www.instagram.com/b8tajp/ 

 

 

b8ta Japan  https://b8ta.jp 

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 

大手町フィナンシャルシティ グランキューブ3階 

 

報道/取材対応窓口  E-MAIL： press@b8ta.jp 

TEL： 050-3568-7589（石渡） 

https://b8ta.jp/
https://twitter.com/b8tajp
https://www.facebook.com/b8tajp
https://www.instagram.com/b8tajp/

