
「CIAL横浜」「CIAL横浜ANNEX」
開業日決定のお知らせ

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、
開業を延期しておりました「CIAL横浜」（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）、
および「CIAL横浜ANNEX」（「JR横浜鶴屋町ビル」内）について、下記の通り各施設を順次開業することと
いたしました。
なお、当面の間、新型コロナウイルス感染防止のため、営業時間の短縮や出入口の制限をさせていただきます。

記

◆開業日時
2020年6月18日（木）11:00 「CIAL横浜」 B1F・B2F、および「CIAL横浜ANNEX」 1F 『文化堂』
2020年6月27日（土） 未定 「CIAL横浜ANNEX」 3F 『BISTRO Katsuki』、『三河屋』
2020年7月 1日（水） 未定 「CIAL横浜」 B3F フードホール『バル&キッチン ハマチカ』

※上記以外の店舗の開業日時については、随時ホームページにてお知らせいたします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開業日時を変更する場合がございます。

◆営業時間（開業から当面の間は営業時間を短縮いたします）
「CIAL横浜」 B1F・B2F 10:00～20:00

※上記以外の店舗の営業時間については、随時ホームページにてお知らせいたします。
※イートイン可能な店舗およびレストランは、サービスや座席の提供を一部中止している場合がございます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、営業時間を変更する場合がございます。

以上

＜PressRelease＞
2020年6月8日

株式会社横浜ステーシヨンビル
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「CIAL横浜」および「CIAL横浜ANNEX」は、お客さまと従業員の安全と安心を最優先に考え、新型コロナウイルス
感染防止対策を万全に行ってまいります。感染拡大防止のためご協力をお願いいたします。

■「CIAL横浜」の取り組み
・スタッフはマスクを着用し、体調管理を徹底いたします。
・主要箇所に、消毒液を設置いたします。
・一部売場と地下２F共通レジに、飛沫感染を防ぐ為のシールドと、ソーシャルディスタンスマークを設置いたします。
・カードや金銭の受け渡しには、全てカルトンを使用いたします。
・ドアノブ、エスカレーターの手すり、お買い物カゴなどは、定期的に拭き取り消毒を実施いたします。
・高い換気能力を有した設備を導入し、適切に換気をしています。

■ご来店いただくお客さまへ３つのお願い
・ご来店の際は、マスク着用の上、店頭の消毒液のご使用をお願いいたします。
・咳や発熱の症状がある場合は、ご来店をお控えいただくようお願いいたします。
・できるだけ少人数でのご来店にご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染防止対策
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▲新型コロナウイルス感染防止対策 店内掲出用ポスターイメージ



横浜駅エリア初出店の、目の前で一気に焼き上げるライブ感が味わえる鉄板焼き
専門店『寿々の助』や、職人がひとつひとつ皮から丁寧に作る一口餃子専門店
『宝龍軒』、つけめんブームの一翼を担う人気のつけめん専門店『つけめんTETSU』
などバラエティ豊かな全17店舗が揃います。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。
【開業予定】2020年7月1日（水）
【営業時間】11:00～23:00（予定）
【席 数】245席（着席148席、立食97名）

■フードホール『バル&キッチン ハマチカ』 ／「CIAL横浜」 B3F

CIAL横浜（詳細）

寿々の助（ジュジュノスケ）

◀野菜肉巻き串
250円（税別）～

体に優しく彩りも美しい
目でも楽しめる食べやすい一品。

厳選した牛肉や海鮮を200℃の
鉄板で目の前で一気に焼き上げる
ライブ感が味わえる鉄板焼き専門店。

◀焼き餃子
390円（税別）

もちもちジューシーな一口餃子は
一度食べたらやみつき！

職人がひとつひとつ皮から丁寧に
作る、手捏ね、手延ばし、
手包みの、一口餃子専門店。

つけめんTETSU（ツケメンテツ）

◀特製つけめん
1,073円（税別）

こだわりの『釜焼きチャーシュー』、
味玉、メンマをトッピングしたつけめん。

こだわりの濃厚豚骨魚介スープと
麺で究極の一杯が味わえる、
つけめんブームの一翼を担う
人気のつけめん専門店。

※画像はイメージです
※一部サービス（テイクアウト等）は軽減税率が適用されます。

▲『バル&キッチン ハマチカ』フロアイメージ

横濱焙煎珈琲（ヨコハマバイセンコーヒー）

◀横濱焙煎珈琲
300円（税別）

明るく透明感のある酸味とオレンジ
のような甘みが爽やかな味わい。

高品質な珈琲豆を厳選し
美味しさを最大限に引き出すよう、
じっくり丁寧に自家焙煎した珈琲が
楽しめる専門店。

新業態PIZZA ROMANO（ピッツァ ロマーノ）

◀サルシッチャ エ レモーネ
869円（税別）

肉の旨みとハーブの香りが
口いっぱいに広がる、食欲そそる
一枚。

風味豊かな香りと生地の食感が
味わえるローマ発祥の切り売り
スタイルのピッツァ専門店。

新業態

注目店舗

宝龍軒（ホウリュウケン）横浜駅エリア初出店 新業態
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CRAFT BEER TAP⑨（クラフト ビール タップナイン）

新業態

◀ハマチカIPA
390円（税別）

オリジナル配合のホップとフレーバー。
飲み比べてお好きな味を
見つけてください。

アメリカ西海岸
ブリューワリーを中心とした
飲み比べも楽しめる、こだわりの
クラフトビール専門店。



■フードホール『バル&キッチン ハマチカ』 ／「CIAL横浜」 B3F

CIAL横浜（詳細）
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＜ほか11店舗＞

※画像はイメージです
※一部サービス（テイクアウト等）は軽減税率が適用されます。

チャンゴ

◀チャプチェキンパ弁当 890円（税別）

キンパ弁当や韓国家庭料理のお惣菜、
ビビンパなどが楽しめる、
セルフスタイルの韓国料理店。

新業態

南幸（ナンコウ）

◀自家製はんぺん 250円（税別）

店内手作りのつくねやはんぺんの入った
鶏出汁おでんや、牛もつ煮などの煮込み
料理が味わえる煮込み専門店。

新業態

立ち寿司 おや潮（タチズシ オヤシオ）

◀寿司各種 一貫77円（税別）～

職人がオーダー毎に握る新鮮な寿司を、
肩ひじ張らずにお一人様でも気軽な雰囲気
で楽しめる立ち寿司専門店。

新業態

右衛門（ウエモン）

◀牛つけそば 850円（税別）

具材・タレをカスタマイズできるボリューム
満点の肉そばを、季節の天ぷらと一緒に
楽しめるセルフスタイルの肉そば専門店。

新業態

金子酒店（カネコサケテン）

◀神奈川全13酒造の日本酒
390円（税別）～

神奈川全13酒造をはじめ
各地から厳選した30銘柄を取り揃えた、
角打ち感覚で楽しめる日本酒専門店。

新業態

ごっつええ本舗（ゴッツエエホンポ）

◀ソースたこ焼き 550円（税別）

定番の味からトッピングまで色々な味が
楽しめる焼き立て熱々のたこ焼きに、
サイドメニューも楽しめる大阪たこ焼き
専門店。

横浜駅エリア初出店

RIO GRANDE GRILL（リオグランデグリル）

◀3種のシュラスコプレート
1,419円（税別）

肉や海鮮を鉄串に刺し通しじっくり
焼き上げた、ブラジルを代表するBBQ料理
「シュラスコ」専門店。

新業態 #海南鶏飯食堂（ハイナンジーファンショクドウ）

◀海南鶏飯 1,150円（税別）

「シンガポールチキンライス」をはじめ
サイドメニューも揃うセルフスタイルの
シンガポール料理専門店。

新業態

Bar＆Tapas Celona
（バル＆タパス セロナ）

◀ピンチョス各種 220円（税別）～

色鮮やかなピンチョスやタパスを
グラスワインやカヴァを片手に味わえる、
昼も夜も楽しめるスパニッシュバル。

横浜駅エリア初出店

CYCLO Banh mi
（シクロ バインミー）

◀Cảm ơnバインミー 700円（税別）

外はカリッと中はふわっと焼き上げたこだわり
のパンに、たっぷりの野菜と具材を挟んだ
満足感のあるベトナムのサンドイッチ専門店。

横浜駅エリア初出店

Susan's MEAT BALL
（スーザンズ ミートボール）

◀ミートボールBOX 1,089円（税別）

自家製ミートボールと数種類のソースを
カスタムして楽しめる、
NYテイストのミートボール専門店。

横浜駅エリア初出店



CIAL横浜（詳細）
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■「CIAL横浜」 注目ショップのおすすめ商品

※画像はイメージです
※一部サービス（テイクアウト等）は軽減税率が適用されます。

AKOMEYA TOKYO（アコメヤ トウキョウ）／食品・雑貨 横浜駅エリア初出店

【商品名】 米（3合パック）
【価 格】 550円（税別）～
AKOMEYA TOKYOが自信をもっておすすめする全国から厳選したお米。
それぞれのライフスタイルやお好みに合わせて、お米を選ぶ楽しさを体感できます。

C.B.study（シー. ビー. スタディ）／洋菓子 横浜地元企業 新業態

【商品名】 ムールブール
【価 格】 1個 260円（税別）
チャーン製法による発酵バターが主役のバタークリームをサンドしたクッキー。品格さえも感じる
バターの風味が生きているクリームと、贅沢にバターを使ったクッキーのスイーツで、後味まで楽しめます。

TANOJI（タノジ）／弁当・惣菜 商業施設初出店横浜地元企業

【商品名】 小鯛のひしお焼きと焼きアスパラガス弁当 ～アンチョビとアーモンドを散らして～
【価 格】 1,500円（税別）
デリカテッセン・トレードショー2020 弁当惣菜グランプリ 「優秀賞」受賞商品。
小鯛は発酵調味料「ひしお」に漬け込み焼き上げました。アンチョビの塩気とアーモンドの
食感がクセになる女子力高めなお弁当です。
※CIAL横浜限定商品

【商品名】 シロカカオ
【価 格】 180円（税別）
カカオと白餡で作るマリアージュカカオを使用。色は白くてもカカオの風味がする、新感覚のチョコレート菓子。
シロカカオ、シロカカオローズの2種は、CIAL横浜店限定商品です。
※CIAL横浜限定商品

BLUE CACAO（ブルー カカオ）／チョコレート 横浜地元企業 商業施設初出店 新業態

HB Style KIYOKEN（エイチビー スタイル キヨウケン）
／アジアンスイーツ

横浜地元企業 新業態

【商品名】 “新食感 ふわっふわ”杏仁ムース
【価 格】 362円（税別）
こだわりの杏仁を使い、とろけるような食感に仕上げた一品。
しっとりとした米粉のスポンジに精製糖(白砂糖)不使用のソース&クリームとご一緒にお召し上がり下さい。
※CIAL横浜限定商品

・フェルム ラ・テール美瑛（フェルム ラ・テールビエイ）／洋菓子

・メルズ／洋菓子

・ＧＡＲＤＥＮ ＨＯＵＳＥ ＳＴＯＲＥ（ガーデン ハウス ストア）／フードセレクト

横浜駅エリア初出店

新業態

横浜駅エリア初出店

POP UP SHOP 情報（期間限定）



CIAL横浜（詳細）

■ショップリスト：B1F （2020年6月18日（木）開業）
・・・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。
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※6/8時点の情報です。今後変更になる可能性がございます。

No.  カテゴリー  ショップ名（読み仮名）  企業名  紹介文
横浜駅

エリア初
新業態

その他

★…イートイン可

1  洋菓子
 M.G. by LES ANGES

（エム. ジー. バイ レ ザンジュ）
 ㈱ありあけ

 鎌倉のパティスリー、レ･ザンジュが新ブランドで自慢のモンブラン

 や栗を中心にフレッシュスイーツとスイーツギフトを展開。
○ ○

2  洋菓子
 C.B.study

（シー. ビー. スタディ）
 ㈱ありあけ

 こだわりのチーズとバターを素材として追求し、

 新鮮なスイーツとギフトスイーツを揃える新ブランドのパティスリー。
○ ○ 横浜地元企業

3  アジアンスイーツ
 HB Style　KIYOKEN

（エイチビー スタイル　キヨウケン）
 ㈱崎陽軒

 「食べてきれいになる」をコンセプトにした、崎陽軒が手掛ける

 手軽でおしゃれなアジアンスイーツショップ。
○ ○ 横浜地元企業

4
 焼きたてチーズタルト

 専門店

 BAKE CHEESE TART

（ベイク チーズ タルト）
 ㈱BAKE

 店内の工房で仕上げる「焼きたて」にこだわった、

 北海道がルーツの人気チーズタルト専門店。
○

5  洋菓子
 FLIPPER'S STAND

（フリッパーズ スタンド）
 ㈱FLAVORWORKS

 "奇跡のパンケーキ”で人気の「FLIPPER'S」による、

 新しいスタイルのテイクアウトショップ。
○

6  グロッサリー・カフェ
 DEAN ＆ DELUCA

（ディーン ＆ デルーカ）
 ㈱ウェルカム

 バイヤーが世界中から集めた良質な食材が並ぶ食のセレクト

 ショップ。横浜初のエスプレッソバーとイートインスペースを併設。
★

7  フラワー
 FLEURISTE BON MARCHE

（フリーリスト ボン マルシェ）
 ㈲フラワーショップいしざか

 こだわりのバラやハーブなどを中心に「花」でお客さまを笑顔にする

 ハイセンスなフラワーショップ。
○

8  チョコレート
 BLUE CACAO

（ブルー カカオ）
 ㈲ラ・ベルデュール

 カカオを使った新しいお菓子や季節のソフトクリームが楽しめる

 横浜で人気の「ラ・ベルデュール」が手掛けるショコラトリー。
○ ○

商業施設初出店

横浜地元企業★

9  洋菓子
 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

 横浜の銘菓「ありあけハーバー」の㈱ありあけが提案する、

 季節ごとに楽しめる新しい「横浜菓子」。
横浜地元企業

10  食品・雑貨
 AKOMEYA TOKYO

 （アコメヤ トウキョウ）
 ㈱サザビーリーグ

 「お福分けのこころ」をコンセプトに、全国各地から厳選した

 お米や食品、雑貨などを提案するライフスタイルショップ。
○

11  和菓子
 TERADAYA

（テラダヤ）
 ㈲フロムワン

 横浜で人気のパティスリー「ストラスブール」が提案する

 和洋の文化を融合した新しい和スイーツを提供。
○ 横浜地元企業

12  和菓子
 山田屋まんじゅう

（ヤマダヤマンジュウ）
 ㈱山田屋

 慶応三年創業、海外でも愛される愛媛の老舗和菓子店。

 素材にこだわったおまんじゅうや和スイーツを提供。

13  せんべい
 ささら屋

（ササラヤ）
 日の出屋製菓産業㈱

 大正13年創業、「しろえびせんべい」をはじめ富山米を使った

 こだわりの老舗おかき・おせんべい処。
○

14  ワイン・日本酒専門店
 ヴィノスやまざき

（ヴィノスヤマザキ）
 ㈱ヴィノスやまざき

 自らの足で世界中を探し、厳選した蔵直🄬ワインや日本酒を

 お届けするセレクトショップ。

15  アップルパイ専門店
 GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE 

（グラニースミス アップルパイ＆コーヒー）
 ㈱ファンゴー

 常時約8種類のアップルパイを提供。こだわりのコーヒーと一緒に

 イートインでもテイクアウトでも楽しめる。
○ ★

16  カフェ
 Café  de Voyage

（カフェ・ド・ボワイヤージュ）
 ㈱ガトー・ド・ボワイヤージュ

 横浜の人気店「ガトー・ド・ボワイヤージュ」が提案する

 プチスイーツ、焼き菓子とドリンクのスイーツバル。
○ ○ 横浜地元企業★

17  ティースタンド
 TP TEA

（ティーピー ティー）
 ㈱オアシスティースタンド

 タピオカミルクティー発祥の台湾カフェ「春水堂（チュンスイタン）」が

 プロデュースするテイクアウト専門ティースタンド。
○

18  ベーカリー
 TOMCAT

（トムキャット）
 ㈱ヴィ・ド・フランス

 アメリカ「トムキャット社」の技術を参考に、伝統的な長時間

 熟成法と自家製発酵種「ルヴァン」を活用した本格ベーカリー。
日本初出店

19  パティスリー・コーヒー

 パティスリー ア・ラ・カンパーニュ

 ×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
 神戸で人気のパティスリーとコーヒースタンドがコラボ、

 こだわりのタルトとコーヒーが味わえるスイーツ＆カフェ。
○ ○ 商業施設初出店★

20  カフェ＆ブランジュリー
 AUX BACCHANALES La Sœur

（オーバカナル ラスール）
 ㈱Les Deux

 パリさながらの空間で、本場の味を気軽に楽しめる

 フレンチスタイルのベーカリーカフェ＆レストラン。
○ ★

21  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㈱

 世界各国より厳選した豆を使用し、最高の品質を追求した、

 シアトル発祥のスペシャルティコーヒーショップ。
★

22  コンビニ
 NewDays

（ニューデイズ）
 ㈱JR東日本リテールネット

 『駅から始まるあたらしいまいにち』がコンセプトの、

 駅の便利なコンビニ。（横浜駅中央通路沿い）



CIAL横浜（詳細）

■ショップリスト：B2F （2020年6月18日（木）開業）
・・・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。

7

※6/8時点の情報です。今後変更になる可能性がございます。

No.  カテゴリー  ショップ名（読み仮名）  企業名  紹介文
横浜駅

エリア初
新業態

その他

★…イートイン可

1  鮮魚
 𠮷川水産

（ヨシカワスイサン）
 𠮷川水産㈱

 「漁場から食卓へ」をモットーに、品質と鮮度にこだわった魚介類

 や惣菜、寿司などが揃う鮮魚専門店。

2  青果
 横浜水信

（ヨコハマミズノブ）
 ㈱横浜水信 

 横浜で創業100余年の老舗青果専門店。

 フレッシュなフルーツを贅沢に使ったフルーツパーラーも併設。
横浜地元企業★

3  塩干
 大川水産

（オオカワスイサン）
 大川水産㈱

 こだわりのちょっと贅沢で新鮮な美味しい「ひもの」や漬魚、

 海産物など、豊富な品揃えの塩干専門店。
○

4  精肉
 ニュー・クイック

（ニュー・クイック）
 ㈱ニュー・クイック

 地元ブランドの「横濱ビーフ」や「はまぶた」など、

 横浜の美味しさをお届け、豊富な知識と品揃えの精肉専門店。
横浜地元企業

5  スーパーマーケット
 Daily Table KINOKUNIYA

（デイリーテーブル キノクニヤ）
 ㈱紀ノ國屋

 グロサリーの他、店内厨房で手作りする惣菜や弁当など

 幅広い品揃えを展開するスーパーマーケット。
○

6  和菓子
 十勝あんこのサザエ

（トカチアンコノサザエ）
 ㈱サザエ食品

 北海道十勝産の小豆を使用した自家製あんこのおはぎや大判

 焼き、デニッシュ生地の鯛焼きなど種類豊富な和菓子専門店。

7  中華惣菜
 重慶飯店 GIFT & DELI

（ジュウケイハンテン ギフト ＆ デリ）
 ㈱重慶飯店

 横浜中華街の老舗四川料理店「重慶飯店」によるテイクアウト

 専門店。日本の四季に合わせた惣菜・弁当をご用意。
横浜地元企業

8  カフェ
 三本珈琲店

（ミツモトコーヒーテン）
 三本珈琲㈱

 創業60年の横浜老舗ロースターが、技術を結集した

 こだわりのコーヒーとフードを提供するコーヒーショップ。
横浜地元企業★

9  惣菜
 グリーン・グルメ

（グリーン・グルメ）
 ㈱ロック・フィールド

 RF1がプロデュースする、惣菜のセレクトショップ。

 和・洋・アジアの野菜いっぱいの惣菜を提案。
○

10  米飯
 寝かせ玄米と日本のいいものいろは

（ネカセゲンマイト二ホンノイイモノイロハ）
 ㈱結わえる

 おこわのような、もっちもち食感の「寝かせ玄米」のおむすび、

 「国産のいいもの」を集めたフードセレクトショップ。
○

11  寿司・米飯
 KOICHI-AN

（コイチアン）
 ㈱古市庵

 野菜や雑穀などを中心とした、ヘルシーでお手軽な商品が主力の

 新感覚テイクアウト寿司店を全国初出店。
○ ○

12  和惣菜
 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
 1699年創業、東京・日本橋にんべんによる、だしのうま味と香りで

 新しい和の食事を提案する惣菜専門店。
○ ○

13  弁当・惣菜
 TANOJI

（タノジ）
 TANOJI㈱ 

 横浜で人気のケータリングショップの新ブランド。こだわりの素材、

 健康に配慮した色鮮やかな弁当・惣菜の専門店。
○ ○ 商業施設初出店

14  韓国惣菜
 カンナムデリ

（カンナムデリ）
 東亜トレーディング㈱

 キンパ専門店の『カンナムキンパ』がモデルチェンジ。

 豊富なラインナップの韓国料理を揃えるデリショップ。
○

15  洋惣菜
 イーション

（イーション）
 カネ美食品㈱

 素材や産地にこだわった食材を使用し、店内で調理した

 出来立て弁当や惣菜、サラダなど種類豊富な洋風惣菜店。
○

16  洋惣菜
 つばめグリルDELI

（ツバメグリルデリ）
 ㈱つばめ

 老舗洋食店「つばめグリル」の味をそのままの美味しさで楽しめる、

 出来立て惣菜・弁当のテイクアウト専門店。
○

17  魚惣菜
 三ツ星弁当 頂

（ミツボシベントウ イタダキ）
 ㈱割烹かまいち

 素材の味を最大限に引き出した魚惣菜とこだわりのお弁当、

 伝統を守りながら新しい和食にチャレンジする魚惣菜専門店。
○ ○

18  とんかつ
 勝烈庵

（カツレツアン）
 勝烈庵フーズ㈱

 厳選素材と一つ一つ手造りにこだわった

 美味しい「かつれつ」を楽しめる地元横浜のとんかつ専門店。
横浜地元企業

19  焼鳥
 鳥麻

（トリアサ）
 ㈱アサヒブロイラー

 秘伝のタレと長崎の花藻塩を使用し、店内厨房で丹念に

 焼き上げる焼鳥と、惣菜・弁当が人気の焼鳥専門店。
○

20  肉惣菜
 博多　肉の壱丁田

（ハカタ　ニクノイッチョウダ）
 明治屋産業㈱

 吟味した素材を職人の手で料理したこだわりの肉総菜と弁当、

 福岡の老舗精肉店がプロデュースする肉惣菜専門店。
○

21  タイ・エスニック
 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㈱

 本場タイ・東南アジアの惣菜やオリジナル惣菜、弁当など、

 日本人好みのテイストに仕上げたアジアンフードキッチン。
○ ★

22
 インドカレー ＆

 焼き立て ナン

 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

 23種類のスパイスを基本に、本格インドカレーと焼き立てナンが

 楽しめるインド生まれのカレーショップ。
○ ○ ★



CIAL横浜（詳細）

■ショップリスト：B3F （2020年7月1日（水）開業）
・・・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。

8

▲『バル&キッチン ハマチカ』フロアイメージ▲B3F入り口イメージ

※6/8時点の情報です。今後変更になる可能性がございます。

No.  カテゴリー  ショップ名（読み仮名）  企業名  紹介文
横浜駅

エリア初
新業態 その他

1  シュラスコプレート
 RIO GRANDE GRILL

（リオ グランデ グリル）
 ㈱クリエイト・ダイニング

 肉や海鮮を鉄串に刺し通しじっくり焼き上げた、

 ブラジルを代表するBBQ料理「シュラスコ」専門店。
○

2  切り売りピッツァ
 PIZZA ROMANO

（ピッツァ ロマーノ）
 ㈱クリエイト・ダイニング

 風味豊かな香りと生地の食感が味わえるローマ発祥の

 切り売りスタイルのピッツァ専門店。
○

3  鉄板焼き
 寿々の助

（ジュジュノスケ）
 ㈱クリエイト・レストランツ

 厳選した牛肉や海鮮を200℃の鉄板で目の前で

 一気に焼き上げるライブ感が味わえる鉄板焼き専門店。
○

4  つけめん
 つけめんTETSU

（ツケメンテツ）
 ㈱YUNARI

 こだわりの濃厚豚骨魚介スープと麺で究極の一杯が味わえる、

 つけめんブームの一翼を担う人気のつけめん専門店。

5  シンガポールチキンライス
 #海南鶏飯食堂

（＃ハイナンジーファンショクドウ）
 ㈱クリエイト・レストランツ

 「シンガポールチキンライス」をはじめサイドメニューも揃う

 セルフスタイルのシンガポール料理専門店。
○

6  寿司
 立ち寿司　おや潮

（タチズシ　オヤシオ）
 ㈱クリエイト・ダイニング

 職人がオーダー毎に握る新鮮な寿司を、肩ひじ張らずに

 お一人様でも気軽な雰囲気で楽しめる立ち寿司専門店。
○

7  クラフトビール
 CRAFT BEER TAP⑨

（クラフト ビール タップナイン）
 ㈱クリエイト・レストランツ

 アメリカ西海岸ブリューワリーを中心とした、

 飲み比べも楽しめるこだわりのクラフトビール専門店。
○

8  スパニッシュバル
 Bar＆Tapas Celona

（バル＆タパス セロナ）
 ㈱クリエイト・ダイニング

 色鮮やかなピンチョスやタパスをグラスワインやカヴァを片手に

 味わえる、昼も夜も楽しめるスパニッシュバル。
○

9  大阪たこ焼き
 ごっつええ本舗

（ゴッツエエホンポ）
 ㈱クリエイト・レストランツ

 定番の味からトッピングまで色々な味が楽しめる焼き立て熱々の

 たこ焼きに、サイドメニューも楽しめる大阪たこ焼き専門店。
○

10  韓国家庭料理
 チャンゴ

（チャンゴ）
 ㈱クリエイト・レストランツ

 キンパ弁当や韓国家庭料理のお惣菜、ビビンパなどが楽しめる、

 セルフスタイルの韓国料理店。
○

11  肉そば
 右衛門

（ウエモン）
 ㈱クリエイト・レストランツ

 具材・タレをカスタマイズできるボリューム満点の肉そばを、

 季節の天ぷらと一緒に楽しめるセルフスタイルの肉そば専門店。
○

12  バインミー
 CYCLO Banh mi

（シクロ バイン ミー）
 ㈱グルメブランズカンパニー

 外はカリッと中はふわっと焼き上げたこだわりのパンに、たっぷりの野菜と

 具材を挟んだ満足感のあるベトナムのサンドイッチ専門店。
○

13  日本酒
 金子酒店

（カネコサケテン）
 ㈱クリエイト・レストランツ

 神奈川全13酒造をはじめ各地から厳選した30銘柄を

 取り揃えた、角打ち感覚で楽しめる日本酒専門店。
○

14  おでん・煮込み
 南幸

（ナンコウ）
 ㈱クリエイト・レストランツ

 店内手作りのつくねやはんぺんの入った鶏出汁おでんや、

 牛もつ煮などの煮込み料理が味わえる煮込み専門店。
○

15  一口餃子
 宝龍軒

（ホウリュウケン）
 ㈱クリエイト・レストランツ

 職人がひとつひとつ皮から丁寧に作る、手捏ね、手延ばし、

 手包みの、一口餃子専門店。
○

16  ミートボール専門店
 Susan's MEAT BALL

（スーザンズ ミートボール）
 ㈱クリエイト・ダイニング

 自家製ミートボールと数種類のソースをカスタムして楽しめる、

 NYテイストのミートボール専門店。
○

17  焙煎珈琲
 横濱焙煎珈琲

（ヨコハマバイセンコーヒー）
 ㈱グルメブランズカンパニー

 高品質な珈琲豆を厳選し美味しさを最大限に引き出すよう、

 じっくり丁寧に自家焙煎した珈琲が楽しめる専門店。
○



CIAL横浜ANNEX（詳細）

9

※画像はイメージです
※一部サービス（テイクアウト等）は軽減税率が適用されます。

▲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）
※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。

■ショップ情報（抜粋）

食を通して地域のお客さまの生活を豊かにすることを目指し、
便利で楽しいお買物を提供するスーパーマーケット。
【開業日】 2020年6月18日（木）
【営業時間】 10:00～23:00

＜店舗ロゴ＞ ＜商品イメージ＞

文化堂（ブンカドウ）／スーパーマーケット

■JR横浜パーキング 2020年6月16日（火）開業予定
※詳細は11P 施設概要をご参照ください。

居心地の良い空間でカジュアルフレンチをあらゆるシーンで
楽しめる、気取らないビストロ・カフェ。
【開業日】 2020年6月27日（土）
【営業時間】 11:30～22:30（L.O. 21:30）
※6:50～10:30は同ビル内の

「JR東日本ホテルメッツ 横浜」専用の朝食会場になります。

＜店舗ロゴ＞ ＜商品イメージ＞

BISTRO Katsuki（ビストロ カツキ）／ビストロ・カフェ

横浜駅エリア初出店

■ショップリスト

※開業日および営業時間については、随時ホームページにてお知らせいたします。

階 No. カテゴリー  ショップ名（読み仮名）  企業名  紹介文
横浜駅

エリア初
新業態

その他

★…イートイン可

1  創作料理
 マグロバンク ウオキン

（マグロバンク ウオキン）
 ㈱魚金

 都内で人気の居酒屋魚金グループの新業態、

 マグロの新たな食べ方を提案するマグロ専門魚介バル。
○ ○

2  スーパーマーケット
 文化堂

（ブンカドウ）
 ㈱文化堂

 食を通して地域のお客さまの生活を豊かにすることを目指し、

 便利で楽しいお買物を提供するスーパーマーケット。
※6/18オープン

2 3  和食
 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

 新潟・佐渡より直送される活いか・のど黒などの新鮮魚介や、

 入手困難な限定地酒も味わえるカジュアル割烹。
○

4  ビストロ・カフェ
 BISTRO　Katsuki

（ ビストロ　カツキ）
 ㈱ビーアールエフ

 居心地の良い空間でカジュアルフレンチをあらゆるシーンで

 楽しめる、気取らないビストロ・カフェ。
○ ※6/27オープン

5
 クラフトドイツビールと

 モダンドイツ料理

 SCHMATZ Beer Dining

（シュマッツ・ビア・ダイニング）
 カイザーキッチン㈱

 東京・青山発祥のモダンドイツ料理専門店。本格ドイツ料理と

 樽生ドイツビールが楽しめるカジュアルビアレストラン。
○

6  酒屋・角打ち
 三河屋

（ミカワヤ）
 ㈱三河屋かみや

 横浜で創業100年の老舗酒屋がプロデュースする、

 こだわりの銘柄を取りそろえた「角打ち」ができる酒専門店。
○ ○

商業施設初出店

横浜地元企業

※6/27オープン

3

1



※画像はイメージです
※一部サービス（テイクアウト等）は軽減税率が適用されます。

CIAL横浜・CIAL横浜ANNEX（詳細）

10

この度の「CIAL横浜」「CIAL横浜ANNEX」の開業を記念し、
CIAL発行のJREポイントカードデザインを一新します。
水野学氏をデザイナーに迎え、

SPECIAL SKY BLUE
SPECIAL OCEAN BLUE

をコンセプトに「横浜の空」「横浜の海」をイメージしたデザインに生まれ変わります。

■CIAL JREポイントカードデザインを刷新

■「CIAL横浜」「CIAL横浜ANNEX」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～

1962年に横浜の地で誕生し、惜しまれつつ2011年に閉店した「CIAL横浜」は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。「CIAL横浜」「CIAL横浜ANNEX」両館は、横浜駅を
訪れる多くの方々が便利にそして、快適に過ごせる駅と街の結節点としての役割を果たしてまいります。
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。

CARD
・デザイナー

水野 学(みずの まなぶ) 氏 プロフィール
クリエイティブディレクター/クリエイティブコンサルタント

1998年good design companyを設立。ブランドや商品の企画、グラフィック、パッケージ、
インテリア、広告宣伝、長期的なブランド戦略までをトータルに手がける。
主な仕事に、JR東日本「JRE POINT」、熊本県「くまモン」、三井不動産、相鉄グループ、
中川政七商店、久原本家「茅乃舎」、黒木本店、Oisix、NTTドコモ「iD」ほか。
国内外で受賞歴多数。
近著に山口周氏との共著『世界観をつくる 「感性×知性」の仕事術』（朝日新聞出版）

▲CIAL JREポイントカードフェイス

▲「CIAL横浜」「CIAL横浜ANNEX」開業ビジュアルイメージ



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 JR横浜タワー B1F～B3F

営業時間 B1F 10:00～21:00 （一部ショップを除く）
（通常時） B2F 10:00～21:00 （一部ショップを除く）

B3F『バル＆キッチン ハマチカ』 11:00～23:00
※当面の間は、一部店舗は営業時間を短縮いたします。

開業予定日 B1F・B2F 2020年6月18日（木）11:00
B3F 2020年7月 1日（水） 未定

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＋「バル＆キッチン ハマチカ」内17店舗）

CIAL横浜 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
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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 JR横浜鶴屋町ビル 1F～3F

営業時間 10:00～21:00 （一部ショップを除く）
（通常時） ※当面の間は、一部店舗は営業時間を短縮いたします。

開業予定日 2020年6月18日（木）より順次

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

駐車場・駐輪場 JR横浜鶴屋町ビル4F～9F 「JR横浜パーキング」（運営：タイムズ24(株)）
駐車場：547台
駐輪場：自転車 510台、自動二輪車 53台

【料金】
・駐車場 30分／300円、最大料金 平日1,500円 休日2,000円
・駐輪場 24時間／100円
・自動二輪 60分／100円、最大料金24時間／500円

【CIAL横浜、CIAL横浜ANNEXのお客様向けサービス】
・税込2,000円以上お買い上げで、1.5時間無料サービス
・税込5,000円以上お買い上げで、3時間無料サービス

CIAL横浜ANNEX 施設概要



（参考）JR横浜タワー・JR横浜鶴屋町ビル概要
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※本リリースに掲載の情報は、6/8時点の情報です。 今後変更になる可能性がございます。

▲JR横浜鶴屋町ビル 外観イメージ

▲JR横浜タワー 外観写真

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/6月16日オープン予定

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

　　　　　　　　　※2020年6月27日オープン予定

 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

 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㈱）

　　　　　　　　　※2020年8月7日オープン予定

 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）

　　　　　　　　　　 　※2020年6月24日オープン予定

 1F-10F　　　NEWoMan横浜
　 　　　　　　　　　（㈱ルミネ）

　　　　　　　　　　 　※2020年6月24日オープン予定

 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5,000m
2

約8,700m
2

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


