
報道関係各位 2012 年 8 月 29 日

株式会社横浜ステーシヨンビル

““心心通通いいああううくくつつろろぎぎのの我我がが家家””ををココンンセセププトトにに、、7711 店店舗舗がが出出店店

22001122 年年 1111 月月 11 日日（（木木））

『『シシァァルル鶴鶴見見』』ググラランンドドオオーーププンン

東日本旅客鉄道株式会社と株式会社横浜ステーシヨンビルは､2012年11月１日(木)

ＪＲ京浜東北線の鶴見駅に、「心通いあうくつろぎの我が家」をコンセプトとした、地元密

着・生活密着型の駅ビル「シァル鶴見」を開業いたします。

○「シァル鶴見」には、物販、飲食あわせて７１店（保育園除く）が出店。ファッションはも

ちろん、食やカルチャーまで、近隣のお客さまの生活をより豊かにする魅力的な空間を

提供いたします。

○地元鶴見、建功寺の住職で世界的庭園デザイナー、枡野俊明氏プロデュースによる

５階禅カフェ、「枯山水」を作庭した屋上庭園など、心休まる空間を提供し、そして、

「日本文化」と「禅文化」を表現いたします。

○２０１３年４月（予定）に駅型保育園を開園します。駅直結の立地を活かし、「仕事」と

「子育て」の両立を目指す方を応援いたします。

外観イメージ ２階正面入口イメージ

1. 開発コンセプト
東海道の「間の宿（あいのしゅく）」（休憩所）として江戸時代より賑わってきた鶴見は、

日本の近代化を象徴する都市「横浜」の中でも、特に近代化のパワーがあふれるまち

です。当施設は、JR 京浜東北線鶴見駅の東口に立地し、新時代のまちにふさわしい駅

ビルとして、地域に根ざした鶴見スタイルを発信いたします。ファッションはもちろん、食

やカルチャーまで、地域居住者の快適かつ安心な暮らしをサポートし、家族、友達、地

域との心の絆を結ぶ安らぎの「場」を提供いたします。また、お客様に毎日でもお越しい

ただくために、様々なイベントを館内で実施してまいります。
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2. 環境デザインコンセプト
人と人とが出会い、心が豊かになり、そして地域との絆を育む空間とすべく、鶴見のま

ちの魅力を取り入れた、心の駅ビル「シァル鶴見」。世界的庭園デザイナーであり、また

鶴見で 450 年の歴史を持つ建功寺の住職である枡野俊明氏（下記プロフィール）のプ

ロデュースのもと館内各所に「日本文化」と「禅文化」に基づくデザインを取り入れており

ます。

▼枡野俊明（ますの しゅんみょう）氏 略歴

横浜市出身。大学在学中より斉藤勝雄氏に師事し、卒業後弟

子となる。

昭和 54 年大本山總持寺にて雲水として修行。禅の思想と日

本の伝統的考え方を基に、創作活動を行う。

『芸術選奨文部大臣新人賞』『外務大臣表彰』『Gala Spa 

Award2005 特別賞』カ ナダ政府より『 Meritorious Service  

Medal』（カナダ総督褒章）、ドイツ連邦共和国功労勲章功労十

字小綬章等受賞多数。現在、建功寺住職、日本造園設計代

表、多摩美術大学環境デザイン学科教授、ブリティッシュ・コロンビア大学特別教授。

2006 年のﾆｭｰｽﾞｳｨｰｸ日本版にて、「世界が尊敬する日本人 100 人」にも選出される。

3．フロア概要
地元鶴見の皆様に、満足して日々ご利用いただけるように選りすぐりのショップを集積

いたしました。

1F「御菜市場（おさいいちば）」（※1）、2F「CIAL FOOD PLAZA」では、食料品フロア

として、お客様のご家庭で必要な物が全て揃う品揃えを目指しております。

3F「CIAL FASHION STREET」、4F「CIAL LIVING」の衣料品、雑貨は、日常使いの中

にキラリと光る感度の高い品を揃えております。

5F「眼睛小径（がんぜいこみち）」（※2）では、大型書籍店や携帯キャリアショップ等、多

種多様なショップが出店すると同時に、「シァル鶴見」のコンセプトを体現する禅カフェ

「坐月 一葉」がございます。

6F「典座小径（てんぞこみち）」（※3）は、レストランフロアとして、様々な魅力ある味の

ショップが集まっております。

※１ 御菜市場（おさいいちば）

鶴見区生麦には、海産物を領主に献上する御菜浦と呼ばれる場所がありました。その

御菜浦と同様に、数多くの品揃えのある賑やかな市場を目指して、御菜市場と名付けま

した。

※２ 眼睛小径（がんぜいこみち）

眼睛とは、物事の本質や価値を見抜く眼そのものを差し、その本質や価値を常に意識

したフロアとして、眼睛小径と名付けました。

※３ 典座小径（てんぞこみち）

典座とは、禅の教えの中で「食」を司る役割であり、食事は禅の教えで非常に重要な

ものでした。一粒の米も無駄にしないという、食事の大切さや食べ物の大事さを常に意識

するために、典座小径と名付けました。
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（１）注目店舗

●「Ｄａｔｅ－ｎｏ－Ｇｙｕｔａｎ Ｋｉｔｃｈｅｎ」（2F） ★神奈川初出店

本場仙台の牛たん、その味を鶴見の皆様にご提供するために、仙台の名店「伊達の

牛たん本舗」が新ブランドを立ち上げました。また、イートインコーナーもございますので、

ぜひ焼きたての牛たんをご賞味下さい。

●「赤羽あんこ」（2F） ★神奈川初出店

東京都北区王子の名店と名高い王子製餡所でつくられたこだわりの餡を、デニッシュ

生地で包み焼き上げた「赤羽あんこ」をはじめ、どこかなつかしい和風の焼きたておや

つを提供する和風スイーツのお店です。

●禅カフェ「坐月 一葉」（5Ｆ）

匠の方達のご協力で「本物」の茶室が完成

いたしました。その「本物」が醸し出す落ち着

いた空間の中、喫茶・イベントをお楽しみ下

さい。

（２）フロアデザインの特長

●1Ｆ

生鮮３品とベーカリーがある食料品フロアとして、鶴見の魚河岸や、やっちゃ場のイメー

ジを彷彿させるデザインで、ワクワクする空間をお楽しみ下さい。また、天井の高さも６メ

ートルあり、非常に開放的な空間です。

●5Ｆ

木のイメージを基本に、落ち着いたゆとりある和の空間をつくりだしております。また、

「禅」のこころに触れられる体験の場として禅カフェもご用意しております。皆さまの書斎

として是非ご利用、おくつろぎ下さい。

●6Ｆ

坪庭のある落ち着いた雰囲気のレストランフロアで、お友達や家族でお食事をお楽し

みいただけます。また、同フロアには保育園（2013 年 4 月開園予定）もあり、地元の皆

さまに貢献していきます。

●屋上

テーマは「月白く、風清し」。自然、静けさに身を置いて、自分を見つめる空間です。ウ

ッドデッキ、築山、自然石、そして、禅の庭である枯山水によって構成される空間をご堪

能下さい。また、季節によってイベント等も開催していきます。

禅カフェ「坐月 一葉」
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１階イメージ ５階イメージ

６階イメージ ６階エレベーターホールイメージ

屋上庭園 枯山水

（3）設備

●ガスコージェネレーションシステム等エコ対応

・停電時にもガスコージェネレーションシステムにより継続的に電気を供給し続けられま

す。大規模停電時等も、食料品売場の営業および食品管理ができます。

・ガスによる発電時に発生する廃熱を冷暖房、給湯などに利用し、節電を図ると共に、

経済性、防災性を高めます。

・節電対策として、ガス発電機の常時運転により購入電力の 18％相当を賄えます。

・施設内通路照明の 90％近くをＬＥＤ照明にし、節電を図ります。

●デジタルサイネージ

・館内に設置したモニターにより、館内イベントやショップ情報等、リアルタイムでライブ

感溢れる情報を発信していきます。
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4．「シァル鶴見文化事業協議会」発足について
㈱横浜ステーシヨンビルは、「シァル鶴見文化事業協議会」を発足し、禅・禅文化関

係各位の中から、その中核を担う方々により、シァル鶴見の文化事業の推進についてご

指導を賜り、弊社の施設について、より良い形での利用と運営を協議する場を設けて

おります。

「シァル鶴見」は、鶴見の特性を十二分に生かした駅ビルづくり、地域と駅利用者の皆

さまに喜ばれる駅ビルづくりのために、「日本文化」とその源流たる「禅・禅文化」を時代

に即応した形で、多くの方々に向け情報発信する基地機能を設けることにいたしました。

これは、おそらく駅ビル、そのほかの商業施設の中で、駅機能と密着した文化の発信基

地の役割を果たせる唯一のものになると考えております。「禅と禅文化」の紹介等が幅

広く大勢の方々にできる、駅直結の「サテライト」としての場ができあがるといえるかもし

れません。

シァル鶴見で感じられる「日本文化」と「禅・禅文化」

・日本を代表する名工の手による本格的な四畳半の茶室も備えた禅カフェ「坐月 一葉」

・屋上に「禅の庭」である「枯山水」を作庭

・エレベーターホールや館内各所に、自然石を配置

・坐禅、お茶、お花など「日本文化」と「禅・禅文化」に触れる体験教室を開催

  （2013 年 4 月以降開催予定）

・禅に関する書籍や各禅寺などの行事のご案内

5. 施設概要
施 設 名 称 ：シァル鶴見

所 在 地 ：横浜市鶴見区鶴見中央 1-1-2

延 床 面 積 ：約 14,300 ㎡（約 4,330 坪）

店 舗 面 積 ：約 5,600 ㎡（約 1,690 坪）

構 造、規模 ：鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造（地下 1 階～地上 6 階）

店 舗 数 ：71 店舗（保育園除く）

開 業 ：2012 年 11 月 1 日(木)※6 階保育園は、2013 年 4 月の開園予定。

営 業 時 間 ：10：00～21:00（6F 飲食 11：00～22：30）

            ※一部営業時間の異なる店舗がございます。

建 築 主 ：東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社

運 営 会 社 ：株式会社横浜ステーシヨンビル

【お問い合わせ先】

株式会社横浜ステーシヨンビル シァル鶴見運営部 荒川・吉岡 TEL045-716-6181

株式会社アンティル シァル鶴見ＰＲ事務局 梅田・鈴木 TEL03-5572-6062/FAX03-5572-6060
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別紙

ショップリスト

No ショップ名 業種 運営会社名 URL 初出店
（駅ビ ル・神奈川ｴﾘｱ）

 地元ブランド

1 魚の北辰 鮮魚 ㈱北辰水産 http://www.hokushin-suisan.co.jp/

2 デリフランス ベーカリーカフェ ㈱ヴィ・ド・フランス http://viedefrance.co.jp/delifrance/index.html

3 九州屋 青果 ㈱九州屋 http://www.kyusyuya.co.jp/index.html

4 ニュー・クイック 精肉 ㈱ニュー・クイック http://www.new-quick.co.jp/index.html 神奈川

No ショップ名 業種 運営会社名 URL 初出店
（駅ビ ル・神奈川ｴﾘｱ）

 地元ブランド

5 ハックドラッグ ドラッグストア ㈱CFSコーポレーション http://www.cfs-corp.jp/corp/ 横浜

6 横浜昇龍園 中華惣菜 ㈱大和グループ http://www.yamato-g.com/html/

7 おこわ米八 おこわ・弁当 ㈱米八東日本 http://www.yonehachi-group.jp/index.html

8 とんかつ和幸 とんかつ弁当・惣菜 和幸フーズ㈱ http://www.wako-group.co.jp/ 神奈川

9 日本一 焼鳥・鶏惣菜 ㈱日本一 http://www.nihonichi.jp/

10 京樽 寿司 ㈱京樽 http://www.kyotaru.co.jp/index.html

11 ｅａｓｈｉｏｎ　ｂｙ　Ｋ-ＳＴＡＧＥ 洋惣菜 カネ美食品㈱ http://www.kanemi-foods.co.jp/

12 Date-no-Gyutan Kitchen 和惣菜 ㈱伊達の牛たん本舗 http:// www.dategyu.jp/vie w/ index.h tm l?m skey=3 126 44 617 010 97 163 52 神奈川初

13 成城石井 スーパーマーケット ㈱成城石井 http://www.seijoishii.co.jp/index.html

14 Hibiya-Kadan Style 生花 ㈱日比谷花壇 http://www.hibiyakadan.com/

15 kalaheo bakery ベーカリー ㈱アクアベックス http://www.kalaheo.jp/index.html 神奈川

16 催事 催事 横浜駅ビル商事㈱

17 デニッシュバー ベーカリー ジェイアール東日本フードビジネス㈱ http://www.jefb.co.jp/index.html

18 横濱フランセ 洋菓子 ㈱フランセ http://www.francais.co.jp/ 横浜

19 文明堂　のんのか 和菓子・洋菓子 ㈱文明堂東京 http://www.bunmeido.co.jp/index.html 神奈川初

20 茶　丸山園 お茶・海苔 ㈱丸山園本店 http://www.maruyamaenhonten.com/

21 横濱　ありあけ 和菓子・洋菓子 ㈱ありあけ http://www.ariakeharbour.com/index.html 横浜

22 京都　宇治式部郷 和菓子 ㈱宇治式部郷 http://www.shikibunosato.com/

23 アントステラ 洋菓子 ㈱アントステラ http://www.auntstella.co.jp/

24 あじわい漬物　丸越 漬物 ㈱丸越 http://www.marukoshi.co.jp/index.html

25 八王子一丁庵 豆腐 ㈲豆匠たかち http://www.icchoan.co.jp/index.html

26 赤羽あんこ ベーカリー ㈱ヴィ・ド・フランス 神奈川初

27 ほんのり屋 おむすび ジェイアール東日本フードビジネス㈱ http://www.jefb.co.jp/index.html

28 おおかわ 塩干 大川水産㈱ http://www.ohkawasuisan.jp/

29 崎陽軒 シウマイ・弁当 ㈱崎陽軒 http://www.kiyoken.com/ 横浜

30 東京凮月堂/パティスリーシェフ 洋菓子 ㈱東京凮月堂 http://www.tokyo-fugetsudo.co.jp/index2.html

No ショップ名 業種 運営会社名 URL 初出店
（駅ビ ル・神奈川ｴﾘｱ）

 地元ブランド

31 レトロガール レディス ㈱エムズ http://www.ems-retro.com/retro/

32 グリーンパークス　サラ レディス ㈱クロスカンパニー http://www.greenparks.jp/

33 ＳＯＵＰ レディス ㈱ワールド http://www.world.co.jp/?link_id=uha0102

34 ロペピクニック レディス ㈱ジュン http://www.jun.co.jp/index.html

35 スタジオクリップ レディス ㈱トリニティアーツ http://www.trinityarts.co.jp/

36 axes femme レディス ㈱アイジーエー http://www.axesfemme.com/

37 ＰＡＴＴＥＲＮ　ｆｉｏｎａ レディス 丸岡商事㈱ http://www.pattern.co.jp/ 神奈川

38 ドゥ　アルシーヴ レディス ㈱ピーアンドエム http://doux-archives-net.com/

39 ｐａｓｓａｇｅ ｍｉｇｎｏｎ ファッション雑貨 ㈱ワールド http://www.world.co.jp/passage-mignon/

40 ビフォーザブーム アクセサリー ㈲ムラ・クリエイティブハウス

41 ローリーズファームプラス レディス ㈱ポイント http://www.point.co.jp/index.php

１F　「御菜市場（おさいいちば）」

２F　「CIAL　FOOD　PLAZA」

３F　「CIAL　FASHION　STREET」
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No ショップ名 業種 運営会社名 URL 初出店
（駅ビ ル・神奈川ｴﾘｱ）

 地元ブランド

42 Ｈｏｎｅｙｓ レディス ㈱ハニーズ http://www.honeys.co.jp/

43 RelaXE リラクゼーション ㈱ジェイアール東日本スポーツ http://www.relaxe.jp/

44 ＳＡＣ’Ｓ　ＢＡＲ バッグ ㈱東京デリカ http://www.tokyo-derica.com/

45 ａｎｙ　ＳｉＳ　ｂｙ　ｋｕｍｉｋｙｏｋｕ　ｓｉｓ レディス ㈱オンワード樫山 http://www.onward.co.jp/index.html

46 ＭＵＪＩ　ｃｏｍ 生活雑貨・衣服雑貨・食品 ㈱良品計画 http://www.muji .net/

47 Ｇｅｏｒｇｅ’s 生活雑貨 ㈱ウェルカム http://www.georges.co.jp/

48 靴下屋 靴下 タビオ㈱ http://www.tabio.com/jp/

49 Ｔｒｉｕｍｐｈ インナー トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱ http://www.triumph.com/jp/ja/index.html

50 レイジースワン ファッションシューズ 三中井㈱ http://www.minakai.co.jp/index.html

51 ＢＲＩＣＫ　ＨＯＵＳＥ by Tokyo Shirts シャツ 東京シャツ㈱ http://www.tokyo-shirt.co.jp/

52 お直しコンシェルジュ ビック・ママ お直し ㈱ビック・ママ http://www.big-mama.co.jp/

53 Ｚｏｆｆ 眼鏡 ㈱ゾフ http://www.zoff.co.jp/

No ショップ名 業種 運営会社名 URL 初出店
（駅ビ ル・神奈川ｴﾘｱ）

 地元ブランド

54 ドコモショップ 携帯電話 ㈱ニューオアシス

55 オープン予定 クリニック

56 ハウスオブローゼ&Ｒｏｓｅ　Ｇａｒｄｅｎ 化粧品・リラクゼーショ ンサロン ㈱ハウスオブローゼ http://www.houseofrose.co.jp/index.html

57 くまざわ書店 書籍 ㈱カルチェ・イケダ http://www.kumabook.net/

58 オープン予定 クリニック

59 ＴＡＹＡ 美容室 ㈱田谷 http://www.taya.co.jp/

60 禅カフェ　坐月　一葉 禅カフェ 横浜駅ビル商事㈱

61 ASICS　WALKING ウォーキングシューズ ㈱アシックス http://www.asics.co.jp/

62 APRES  LA  PLUIE ネイルサロン ㈱APRES  LA  PLUIE http://www.apres-la-pluie.cc/ 駅ビル初

63 ほけん百花 来店型保険ショップ いずみライフデザイナーズ㈱ http://www.izumi-ld.co.jp/index.html 駅ビル初

64 長寿の里 化粧品・健康食品 ㈱長寿乃里 http://www.chojyu.com/ 神奈川初

No ショップ名 業種 運営会社名 URL 初出店
（駅ビ ル・神奈川ｴﾘｱ）

 地元ブランド

65 おぼんｄｅごはん 定食＆カフェ ㈱ビー・ワイ・オー http://byo.co.jp/

66 とんかつ和幸 とんかつ 和幸フーズ㈱ http://www.wako-group.co.jp/ 神奈川

67 ＲＡＫＥＲＵ 卵料理 ㈱ラケル http://www.rakeru.co.jp

68 寿し常 寿司・和食 ㈱豊田 https://www.sushitsune.co.jp/

69 トスカーナ イタリアン ヨツヤエンタープライズ㈲ http://www.toscana-pasta.jp/ 駅ビル初

70 永坂更科布屋太兵衛 そば ㈱永坂更科布屋太兵衛 http://www.nagasakasarasina.co.jp

71 紅虎餃子房 中華 際コーポレーション㈱ http://www.kiwa-group.co.jp/corp/index.html

72 （仮称）P'sスマイル保育園 認可保育所（予定） 社会福祉法人どろんこ会 http://www.doronko.biz/index.php

４F　「CIAL　LIVING」

５F　「眼睛小径（がんぜいこみち）」

６F　「典座小径（てんぞこみち）」
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