
 

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/view/index.html?mskey=3126446170109716352 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

１１１１FFFF　「　「　「　「御菜市場御菜市場御菜市場御菜市場（（（（おさいいちばおさいいちばおさいいちばおさいいちば）」）」）」）」

２２２２FFFF　「　「　「　「CIALCIALCIALCIAL　　　　FOODFOODFOODFOOD　　　　PLAZAPLAZAPLAZAPLAZA」」」」

３３３３FFFF　「　「　「　「CIALCIALCIALCIAL　　　　FASHIONFASHIONFASHIONFASHION　　　　STREETSTREETSTREETSTREET」」」」
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（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

４４４４FFFF　「　「　「　「CIALCIALCIALCIAL　　　　LIVINGLIVINGLIVINGLIVING」」」」

５５５５FFFF　「　「　「　「眼睛小径眼睛小径眼睛小径眼睛小径（（（（がんぜいこみちがんぜいこみちがんぜいこみちがんぜいこみち）」）」）」）」

６６６６FFFF　「　「　「　「典座小径典座小径典座小径典座小径（（（（てんぞこみちてんぞこみちてんぞこみちてんぞこみち）」）」）」）」

 

 

 

 


