
CIAL横浜 2020年5月30日（土）
CIAL横浜ANNEX 2020年6月5日（金）

グランドオープン！！
（駐車場およびANNEX一部店舗は先行オープン予定）

～お客さまの“美味しい”と“楽しい”をひらく～
美味しいものを味わう喜びを通じて、ちょっと上質なライフスタイルを提案

株式会社横浜ステーシヨンビル（本社：神奈川県横浜市中区、代表取締役社長：栗田勝）は、
2020年5月30日（土）JR横浜駅西口直結の「JR横浜タワー」内地下１階から地下3階に「CIAL
横浜」、2020年6月5日（金）「JR横浜鶴屋町ビル」内に「CIAL横浜ANNEX」をオープンいたします。

PressRelease 2020年1月24日
株式会社横浜ステーシヨンビル

1859年開港以来、様々な「発祥の地」である横浜。外から入ってきたものを受け入れながら多くの文化や人々の生活が
ここから始まってきました。そんな横浜で、CIAL横浜は、1962年に誕生し、2011年に閉店。そして2020年、変わらず
愛される「食の専門店の集積」として新たな一歩を踏み出します。

生まれ変わる「CIAL横浜」「CIAL横浜ANNEX」両館は、横浜駅を拠点に生活を楽しむすべてのお客さまに、『Pivot 
My Life～お客さまの“美味しい”と“楽しい”をひらく～』をストアコンセプトに、食の楽しさを通じた豊かなライフスタイルを
提案してまいります。単に買い物をするという機能だけではなく、この場所を軸足・回遊起点とし、様々な方向に人々が
行き交う「横浜の玄関口」であり「横浜駅にひらく扇の要（Pivot)」のような存在を目指します。

「CIAL横浜」は、JR横浜駅のメインを通る中央通路に直結するほか、JR横浜駅から直接館内にアクセスできるシァル改札
の設置、東急東横線・みなとみらい線の駅からの直結など、駅と街の結節点として、横浜駅を訪れる多くの方の回遊を
創出します。地下1階は、スイーツ・グロッサリー・カフェなどちょっと上質なお買い物を気軽に楽しんでいただけるフロア、地下
2階は上質な食材・惣菜・生鮮食品を揃えた食品売場、地下3階には、お気に入りの立ち寄りスペースとしてご利用いただ
けるフードホール「バル＆キッチン ハマチカ」が誕生します。

一方、駅と街のもう一つの回遊拠点となる「CIAL横浜ANNEX」には、購入したお酒をその場で飲める「角打ち」のほか、
話題性の高い飲食店、スーパーマーケット、保育所、西口最大級の駐車場・駐輪場を備え、近隣の方々はもちろん、
横浜にいらっしゃる多くの方々のための暮らしをサポートしてまいります。

▲JR横浜駅 シァル改札イメージ▲JR横浜タワー 外観イメージ ▲JR横浜鶴屋町ビル 外観イメージ

報道関係各位
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■ストアコンセプト Pivot My Life
～お客さまの“美味しい”と“楽しい”をひらく～

■<参考>JR横浜タワー・JR横浜鶴屋町ビル概要

CIAL横浜・ CIAL横浜ANNEX

■コアターゲット：「ワタシ流の生き方」を自ら選びたい働く女性
高価なものや流行りのものを買うことがステイタスなわけではなく、自分の価値観で“自分の生活を素敵に豊かにする
もの”を選択することができる女性。

単に買い物をする機能だけでなく、この場所を軸足・回遊起点とし様々な方向に人々が行き交う「横浜の玄関口」であり、
「横浜駅にひらく扇の要（Pivot)」のような存在を目指します。
食を通して、お客さまの生活をさらに素敵に豊かにするための一歩を、 “楽しい”の瞬間を、１つでも多く花開かせていくこと
が私たちの役割と考えています。

建物名称 JR横浜鶴屋町ビル JR横浜タワー

住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目66－9 神奈川県横浜市西区南幸1丁目1－1

フロア構成
（運営会社）

 4F-9F　　JR横浜パーキング
　　　　　　　　（㈱横浜ステーシヨンビル）
　　　　　　　　　※運営者 タイムズ24㈱
　　　　　　　　　※24時間営業/4月中旬オープン予定

 3F-9F　　JR東日本ホテルメッツ 横浜
　　　　　　　　（日本ホテル㈱）

 3F　　　　　スターチャイルド≪横浜ステーションナーサリー≫
　　　　　　　　（ヒューマンスターチャイルド㈱）
　　　　　　　　　※2020年4月1日開所予定

 2F-3F　　ジェクサー・フィットネス&スパ 横浜
　　　　　　　　（JR東日本スポーツ㈱）

 1F-3F　　CIAL横浜ANNEX
　　　　　　　　（㈱横浜ステーシヨンビル）

 12F-26F　　オフィス
　 　　　　　　　　　（㈱ジェイアール東日本ビルディング）

 8F-10F　　　T・ジョイ横浜
　　 　　　　　　　　（㈱ティ・ジョイ）

 1F-10F　　　NEWoMan横浜
　 　　　　　　　　　（㈱ルミネ）

 B3F-B1F　 CIAL横浜
　　　 　　　　　　　（㈱横浜ステーシヨンビル）

駐車場 547台 ー

駐輪場 自転車：510台、自動二輪：53台 ー

構造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

敷地面積 約5,000m2 約8,700m2

延床面積 約31,500m2 約98,000m2

階数 地上9階 地上26階、地下3階

高さ 約31m 約135m

開業予定 2020年6月5日（金） 2020年5月30日（土）



■CIAL横浜

■CIAL横浜ANNEX

▲中央通路からのB1F入り口イメージ

▲ANNEX 館内イメージ

▲B3F入り口イメージ

CIAL横浜・ CIAL横浜ANNEX

▲CIAL横浜ANNEX

ラウンジカフェ・レストラン・子育て支援施設
地域の生活の拠点として、様々な機能を備えたフロア。
小規模保育所スターチャイルド≪横浜ステーションナーサリー≫

（2020年4月1日開所予定）
※JR東日本ホテルメッツ 横浜、ジェクサー・フィットネス＆スパ 横浜 入口

カジュアルダイニング
街の喧騒から少し離れた隠れ家的なエリア。
ゆったりとした時間を楽しめます。

スーパーマーケット・レストラン
より便利で楽しめる、街にむけてひろがるエリア。
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▲CIAL横浜



■注目ショップ

CIAL横浜（詳細）

BLUE CACAO …横浜地元企業・商業施設初出店・新業態

1995年創業、横浜の地で愛されるパティスリー「ラ・ベルデュール」のショコラトリーが商業施設
初出店。世界的チョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」で数々の受賞歴があるボンボンショコラを
はじめ、繊細かつ奥深いカカオを使った新しいタイプのお菓子やジェラートがお楽しみいただけます。

C.B.study …横浜地元企業・新業態

洋菓子の中心的な素材である「チーズ」と「バター」を研究し、より美味しく、より楽しく、
より感動できるお菓子作りを目指し「C.B.study」と名付けました。
チーズやバターを使ったこだわりのオリジナルスイーツをお届けします。

HB Style KIYOKEN …横浜地元企業・新業態

崎陽軒が新たに手掛ける、「食べてきれいになる」をコンセプトにしたカラダ想いのスイーツ専門店。
素材を厳選したアジアンスイーツで、カラダとお肌に元気をチャージ。自分好みにカスタマイズできる
杏仁豆腐は手軽におしゃれに、あなたに輝きと癒しをお届けします。

TOMCAT …日本初出店

ニューヨーク・マンハッタンの高級ホテルや４つ星レストランで人気の高いアルチザンブレッドの
ベーカリーが日本初出店。ルヴァン種を使った小麦本来の香りや味わいが特徴のブレッドを
手づくりでお届けします。

AKOMEYA TOKYO …横浜駅エリア初出店

「お福分けのこころ」をコンセプトに〝一杯の炊きたてのごはんから、つながり広がる幸せ〟を
テーマにお米や食品、〝上質な佇まいを感じる暮らし〟を提案する器や調理道具、ビューティ
ケアなどの雑貨を展開。ごはんのお供や調味料、こだわりの出汁をはじめお米由来のビューティ
ケアなど贈り物にもぴったりな商品が揃います。

「バル＆キッチン ハマチカ」 …フードホール

横浜駅の地下に広がる「バル＆キッチン ハマチカ」にはバラエティ豊かな17の食の専門店が
集結します。
厳選した豆を店内で自家焙煎したカフェや色とりどりのピンチョスが楽しめるスパニッシュバル、
神奈川県内13酒造の銘柄を取り揃えた日本酒専門店、麻布十番で人気のシンガポール
料理専門店、東京のつけめんブームに火をつけたつけめん専門店など、誰でもいつでもリーズ
ナブルにお楽しみいただける、駅近のフードホールです。
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TANOJI …横浜地元企業・商業施設初出店

地元で人気のケータリングショップが初出店。素材にこだわり、手作りにこだわり、
洗練された「美味しい」という感性を大切に、お客さまに一折のお弁当を通じて
包みを解いた時の感動、喜びをお届けします。



CIAL横浜（詳細）

■ショップリスト：B1F
・・・ベーカリー・スイーツ・デリカテッセン・カフェ／イートイン・食品／雑貨・ギフトのフロア

日本初出店のベーカリーや定番ブランドの新業態、横浜に根付くショコラトリーなど、心惹かれる品々が揃います。

※2020/1/24時点での情報です。今後変更になる可能性がございます。
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No. カテゴリー  ショップ名（予定）  読み仮名  企業名
横浜駅
エリア初 新業態

その他
★…イートイン可

1 グロッサリー  AKOMEYA TOKYO  アコメヤ トウキョウ  ㈱サザビーリーグ ○

2 スイーツ  TERADAYA  テラダヤ  ㈲フロムワン ○

3 スイーツ  山田屋まんじゅう  ヤマダヤマンジュウ  ㈱山田屋

4 スイーツ  ささら屋  ササラヤ  日の出屋製菓産業㈱ ○

5 カフェ  TP TEA  ティーピー　ティー  ㈱オアシスティースタンド ○ ★

6 カフェ  CAFE de Voyage  カフェ・ド・ボワイヤージュ  ㈱ガトー・ド・ボワイヤージュ ○ ○ ★

7 カフェ  GRANNY SMITH APPLE PIE
 & COFFEE

 グラニースミス アップルパイ
 アンド コーヒー  ㈱ファンゴー ○ ★

8 リカー  ヴィノスやまざき  ヴィノスヤマザキ  ㈱ヴィノスやまざき

9 スイーツ  ありあけ本館　HARBOUR'S MOON  アリアケホンカン　ハーバーズムーン  ㈱ありあけ

10 スイーツ  BLUE CACAO  ブルーカカオ  ㈲ラ・ベルデュール ○ ○ 商業施設初出店★

11 フラワー  FLEURISTE BON MARCHE  フルーリストボンマルシェ  ㈲フラワーショップいしざか ○

12
グロッサリー・
カフェ  DEAN＆DELUCA  ディーン＆デルーカ  ㈱ウェルカム ★

13 スイーツ  M.G. by LES ANGES  エム ジー バイ レ・ザンジュ  ㈱レザンジュ ○ ○

14 スイーツ  C.B.study  シー・ビー・スタディ  ㈱レザンジュ ○ ○

15 スイーツ  HB Style　KIYOKEN  エイチビー　スタイル　キヨウケン  ㈱崎陽軒 ○ ○

16 スイーツ  BAKE CHEESE TART  ベイクチーズタルト  ㈱BAKE ○

17 スイーツ  FLIPPER'S STAND  フリッパーズ スタンド  ㈱FLAVORWORKS ○

18 レストラン  AUX BACCHANALES La Sœur  オーバカナル ラスール  ㈱Les Deux ○

19 カフェ  PATISSERIE à la campagne
 ×BONDS ROAST COFFEE

 パティスリー　ア・ラ・カンパーニュ
 ボンズ・ロースト・コーヒー  ㈱ハット・トリック ○ ○ 商業施設初出店★

20 ベーカリー  TOMCAT  トムキャット  ㈱ヴィ・ド・フランス 日本初出店★

21 コンビニ  NewDays  ニューデイズ  ㈱JR東日本リテールネット

22 カフェ  TULLY'S COFFEE  タリーズコーヒー  タリーズコーヒージャパン㈱ ★



■B3F
・・・フードホール 【名称：バル＆キッチン ハマチカ】

バラエティ豊かな17の飲食店を揃え、誰でもいつでも、カジュアルに楽しめる駅近のフードホールです。
※フードホールについての詳細は後日公開予定

CIAL横浜（詳細）

※2020/1/24時点での情報です。今後変更になる可能性がございます。

■ショップリスト：B2F
・・・生鮮食品・グロッサリー・デリカテッセン・イートインのフロア

まるで市場にいるような生鮮食品や出来立てのお惣菜などを楽しめる、日常使いができるショップが揃います。
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No. カテゴリー  ショップ名（予定）  読み仮名  企業名
横浜駅
エリア初 新業態

その他
★…イートイン可

23 生鮮食品  吉川水産  ヨシカワスイサン  吉川水産㈱

24 グロッサリー  Daily Table KINOKUNIYA  デイリーテーブル キノクニヤ  ㈱紀ノ國屋 ○

25 生鮮食品  ニュー・クイック  ニュー・クイック  ㈱ニュー・クイック

26 生鮮食品  横浜水信  ヨコハマミズノブ  ㈱横浜水信 ★

27 生鮮食品  大川水産  オオカワスイサン  大川水産㈱ ○

28 スイーツ  十勝あんこのサザエ  トカチアンコノサザエ  ㈱サザエ食品

29 惣菜  重慶飯店 GIFT & DELI  ジュウケイハンテン ギフト ＆ デリ  ㈱重慶飯店

30 惣菜  グリーン・グルメ  グリーン・グルメ  ㈱ロック・フィールド ○

31 惣菜  寝かせ玄米と日本のいいもの
 いろは

 ネカセゲンマイトニホンノイイモノ
 イロハ  ㈱結わえる ○

32 カフェ  三本珈琲店  ミツモトコーヒーテン  三本珈琲㈱ ★

33 レストラン  CHOPSPOON ガパオキッチン  チョップスプーン　ガパオキッチン  光麺インターナショナル㈱ ○ ★

34 レストラン  AMARA　INDIAN CURRY ＆ NAN  アマラ　インドカレー ＆ ナン  ㈱エスニックダイニング ○ ○ ★

35 惣菜  博多　肉の壱丁田  ハカタ　ニクノイッチョウダ  明治屋産業㈱ ○

36 惣菜  鳥麻  トリアサ  ㈱アサヒブロイラー ○

37 惣菜  勝烈庵  カツレツアン  勝烈庵フーズ㈱

38 惣菜  三ツ星弁当 頂  ミツボシベントウ　イタダキ  ㈱割烹かまいち ○ ○

39 惣菜  つばめグリルDELI  ツバメグリルデリ  ㈱つばめ ○

40 惣菜  一汁旬菜 日本橋だし場  イチジュウシュンサイ　ニホンバシダシバー  ㈱にんべん ○ ○

41 惣菜  KOICHI-AN  コイチアン  ㈱古市庵 ○ ○

42 惣菜  TANOJI  タノジ  TANOJI㈱ ○ ○ 商業施設初出店

43 惣菜  カンナムデリ  カンナムデリ  東亜トレーディング㈱ ○

44 惣菜  イーション  イーション  カネ美食品㈱ ○



CIAL横浜ANNEX（詳細）

■JR横浜鶴屋町ビルについて
上記テナントの他、JR横浜鶴屋町ビルには、宿泊特化型ホテル「JR東日本ホテルメッツ 横浜」 (3～9F) 、
フィットネスクラブ「ジェクサー・フィットネス&スパ 横浜」 (2～3F)が入ります。

▲JR横浜鶴屋町ビル 1Fエントランスイメージ ▲JR横浜鶴屋町ビル 3Fフロアイメージ

名称 ：JR横浜パーキング
運営者 ：タイムズ24（株）
営業時間 ：24時間営業
駐車台数 ：547台 / 駐輪場台数：自転車 510台 自動二輪車 53台
オープン ：4月中旬予定

■駐車場・駐輪場

※2020/1/24時点での情報です。今後変更になる可能性がございます。

名称 ：スターチャイルド≪横浜ステーションナーサリー≫
運営者 ：ヒューマンスターチャイルド(株)
オープン ：2020年4月1日(水)

■保育所（小規模・乳幼児一時預かり）
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■ショップリスト

階 No. カテゴリー  ショップ名（予定）  読み仮名  企業名 横浜駅
エリア初

新業態 その他

1 レストラン  マグロバンク ウオキン  マグロバンク ウオキン  ㈱魚金 〇 〇

2 総合食品  文化堂  ブンカドウ  ㈱文化堂

2 3 レストラン  新潟・佐渡の旬と地酒 いかの墨  ニイガタ・サドノシュントジザケ　イカノスミ  ㈱いかの墨 〇

4 レストラン  BISTRO Katsuki  ビストロ　カツキ  ㈱ビーアールエフ 〇

5 レストラン  シュマッツ・ビア・ダイニング  シュマッツ・ビア・ダイニング  カイザーキッチン㈱ 〇

6 リカー  三河屋  ミカワヤ  ㈱三河屋かみや 〇 〇 商業施設初出店
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施設名 CIAL横浜（シァル横浜）
所在地 神奈川県横浜市西区南幸1丁目1－1
営業時間 10:00～21:00 （一部ショップを除く）
開業予定日 2020年5月30日（土）

構造 鉄筋コンクリート造
延床面積 約8,000m2

店舗面積 約3,700m2

店舗数 61店舗（44店舗＋フードホール内17店舗）
※予定、2020年5月30日（土）オープン時

インフォメーション 未定

CIAL横浜 施設概要

CIAL横浜ANNEX 施設概要

CIAL横浜・CIAL横浜ANNEX 運営会社概要
企 業 名 株式会社横浜ステーシヨンビル
所 在 地 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2丁目22番地 京阪横浜ビル8F
創 立 1961年1月28日
資 本 金 2億円
代 表 者 栗田 勝
事業内容 JR東日本との駅ビル共同開発、駅ビルの管理運営
運営施設 CIAL鶴見、CIAL桜木町、CIAL鎌倉 他

施設名 CIAL横浜ANNEX（シァル横浜アネックス）
所在地 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目66－9
営業時間 10:00～21:00 （一部ショップを除く）
開業予定日 2020年6月５日（金）

構造 鉄筋コンクリート造
延床面積 約4,300m2

店舗面積 約1,400m2

店舗数 6店舗
※予定、2020年6月5日（金）オープン時
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