平成２６年３月５日

相鉄ジョイナスとザ・ダイヤモンドをリニューアル・一体化

「Change! Project 2013-2016」

相鉄ジョイナス ２・３階をリニューアルオープン
相鉄線横浜駅との一体改装により横浜駅西口をさらにステキに！

株式会社相鉄ビルマネジメント
相 模 鉄 道 株 式 会 社
相鉄グループの㈱相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・千原 広司）が運営する
横浜駅西口のショッピングセンター「相鉄ジョイナス」と「ザ･ダイヤモンド」では、「いつも
を、ステキに、かえていく。」をコンセプトに、両施設を一体の商業施設にすべく「Change!
Project 2013-2016」として昨年８月からエリアごとに順次リニューアル工事を進めています。
今回、平成２６年（２０１４年）４月１０日（木）午前１０時に、相鉄ジョイナスの２階と
３階の３８店舗がリニューアルオープンします。両フロアには、２０～３０歳代前半の女性を
ターゲットに、関東初出店を含む２２店舗が新規出店するなど話題性の高い店舗を集めました。
セレクトショップの「ビームスストリート」や「アーバンリサーチロッソ」などファッション
マインドをかき立てる店舗や、毎日に彩りを与えてくれる雑貨やコスメなどつい立ち寄りたく
なるフロアとなります。
また、相鉄ジョイナスは相鉄線横浜駅と一体の建物構造を有し、２階部分で改札口と直結し
ています。このため、相鉄線沿線につながる始発駅にふさわしい空間と機能を実現すべく、相
模鉄道㈱（本社・横浜市西区、社長・小澤 重男）と㈱相鉄ビルマネジメントでは、２階改札口
周辺と相鉄ジョイナスのリニューアルを一体で進めてきました。今回の改修では、駅と商業施
設間のスムーズな動線を確保する他、相鉄ジョイナスのトイレとエレベーターのご利用可能時
間を拡大［４月１１日（金）から利用可能となります］し、相鉄線をご利用のお客様にも便利にご利用
いただけるようになります。
施設の概要と出店店舗の詳細は別紙のとおりです。

相鉄ジョイナス２階 駅改札口コンコース部分（イメージ）

（別紙１）

相鉄ジョイナスの概要（現行）
建

物

地下２階地上８階建て

オ ー プ ン

昭和４８年１１月

売 場 面 積

２５，１１９㎡（約７，５９８坪）

年 間 売 上

３６１億円（平成２４年度）

店

２５２店舗（平成２５年１２月３１日現在）

舗

数

営 業 時 間

物販１０：００～２１：００ ／ 飲食１１：００～２３：００

運 営 会 社

株式会社相鉄ビルマネジメント
※上記には髙島屋横浜店を含んでおりません。

ザ・ダイヤモンドの概要（現行）
売

場

地下１階

オ ー プ ン

昭和３９年１２月

売 場 面 積

１０，５３３㎡（約３，１８６坪）

年 間 売 上

２９６億円（平成２４年度）

店

１４０店舗（平成２５年１２月３１日現在）

舗

数

営 業 時 間

物販１０：００～２１：００ ／ 飲食１１：００～２２：００

運 営 会 社

株式会社相鉄ビルマネジメント

㈱相鉄ビルマネジメントの概要
会

社

本
資
社

本

名

株式会社相鉄ビルマネジメント

社

横浜市西区南幸２－１－２２

金

４，０００万円

長

千原 広司

設
立
事 業 内 容

平成１１年５月１２日
店舗賃貸事業、不動産賃貸事業

以上

（別紙２）
出店店舗一覧
計３８店舗 新店２２店舗、移転・改装店１６店舗
※店舗名・店舗概要は以下のとおり

話題のニューショップ
アーバンリサーチ ロッソ

レディス＆メンズファッション

2F

レディス＆メンズファッション

2F

レディス＆メンズファッション

2F

レディスファッション

3F

“SHOW WINDOW”をメインテーマに、カジュアルであり
ながら艶やかでエレガンスなスタイルを提案する、感度
の高い女性たちにオススメのセレクトショップ。あなた
がSHOW WINDOWをつくるなら、どんなコーディネートを
披露しますか？

B'2nd re'qua（ビーセカンド レクア）
日本でも海外でも、時代の流れを個性的にクリエイトし
ていくセレクトショップ。レディス、メンズ共にインポ
ートからオリジナルブランドまで幅広くラインアップ。
最先端の感覚を取り入れたコーディネートを楽しめま
す。

ビームス ストリート
FLEUR
レディス・メンズどちらもカジュアルなアイテムを中心
に、シンプルなデイリーウェアから、アクセサリー、小
物、ライフスタイル雑貨まで、トレンドを取り入れたス
トリートスタイルをお届けします。

2％ TOKYO（トゥーパーセントトウキョウ）
ワールドワイドなトレンドをTOKYOモードとMIXさせたブ
ランド。ハイモードスタイルを、ハードになりすぎない
リアルクローズで。オシャレにこだわりを持つあなた
を、お待ちしております。

FLEUR DE SHOP by BABYLONE（フルール ド ショップ バイ バビロン）レディスファッション
キーワードは「デイリー以上よそ行き未満」。着心地の
よいベーシックアイテムを軸に、トレンドは“自分らし
さ”というフィルターを通して取り入れる。背伸びはせ
ず、おしゃれをさりげなくコーディネートできる「神奈
川県内初出店」のショップです。

3F

ニューショップ
タイム プラス スタイル

ファッショングッズ

2F

レストラン＆カフェ

2F

コスメ

2F

ライフスタイルグッズ

2F

ファッショングッズ

2F

レディスファッション

3F

アクセサリー感覚でシーンを選ばず使えるファッション
ウォッチを集めた新感覚セレクトショップ。日々のコー
ディネートをワンランクアップする最新ウォッチをライ
ンアップしています。

ドロップコーヒー
アメリカ西海岸で流行中の、豆の産地を重視し個性を最
大限に引き出す淹れ方を追求するカルチャー「サードウ
ェーブ」。その「サードウェーブ」を、オリジナルコー
ヒーで気軽に味わえる本物のお店です。

Biople by cosmekitchen（ビープル バイ コスメキッチン）
コスメキッチンから生まれたニュータイプのライフスタ
イルショップ。「可愛くて気軽に買える」をキーワード
に、オーガニックコスメ、フード、ドリンク、雑貨など
のオリジナルアイテムをラインアップしています。「横
浜エリア初出店」です。

ビームス プラネッツ
行き交う人々の日常をアップデートするアイテムを、ビ
ームスのあらゆるレーベルから厳選、編集したキオスク
型ショップ。「日常をHAPPYにしてくれるモノ」を独自
の視点でセレクトし、今の気分を表現します。

ボン・フェット
フランスでお祝いごとやイベント時に使われる言葉
“Bonnes fêtes!”。自分へのちょっとしたご褒美や贈
り物にぴったりなアイテムが勢ぞろい。「大人かわい
い」をテーマにしたアクセサリー、バッグ、ボディケア
アイテムなどのセレクトショップです。「横浜エリア初
出店」です。

アーバンリサーチ サニーレーベル
アメリカ・西海岸ファッションの自由な空気感を表現。
「ベーシック＋トレンド」、「女性らしさ＋メンズテイ
スト」など対照的な組み合わせからヒントを得たスタイ
ルをお届け。ぜひあなたらしいMIXをリサーチしてくだ
さい。

ABAHOUSE L.et.r（アバハウス エル エ エル）

レディスファッション

3F

レディスファッション

3F

Ｎ．Natural Beauty Basic*（エヌ ナチュラルビューティーベーシック）
レディスファッション

3F

贅沢な（LUXE）、洗練された（RAFFINE）というフラン
ス語の頭文字をとり、都会的で洗練されたスタイリング
を提案する、アバハウス エル エ エル。ジャケット・
シャツ・ボトム・ワンピースを中心に、雑貨やコスメな
ども楽しめます。「横浜エリア初出店」になります。

USAGI ONLINE STORE（ウサギオンラインストア）
snidel、gelato pique、FRAY I.D、Lily Brownなどの人
気ブランドと共に、音楽やアート作品を取りそろえ、フ
ァッション＆カルチャーを発信。海外のイラストやヴィ
ンテージグッズなど、ワンランク上のライフスタイルを
ご提案する商品をラインアップ。

「いま」を生きる女性に向けた真のリアルクローズをコ
ンセプトに「ほどよいトレンド＋上質」なクローズをリ
ーズナブルにお届け。あなたらしいコーディネートを自
由に表現できます。

カーネリアンノイエ

レディスファッション

3F

レディスファッション

3F

「自然界からインスパイアされたカラー」をキーワード
に、国内外のブランドから旬なアイテムをセレクト。ベ
ーシックで大人なハイカジュアルに、楽しさとトレンド
を加え新しい世界観を表現します。

color CROON A SONG（カラー クルーン ア ソング）
「女性らしい上質なオトナカジュアル」がテーマ。世界
中からブランドをセレクトし、洗練されたファッション
ピープルに向けてモードを提案。あなたは、どのアイテ
ムを選び、自分のオシャレに取り入れますか？

CURATOR（キュレーター）
心地よい素材感と女性らしいシルエットにこだわり、さ
りげなくトレンドを取り入れた「オトナモードカジュア
ル」。「関東初」のショップで、ワンランク上のリアル
クローズを取り入れ「はじめての贅沢」を体験してみま
せんか？

レディスファッション

3F

GOUT COMMUN（グーコミューン）

レディスファッション

3F

コスメ

3F

レディスファッション

3F

レディスファッション

3F

ファッショングッズ

3F

ファッショングッズ

2F

“Resound ELEGANCE”をイメージキーワードに、審美眼
を持ったオトナの女性に向け、エレガンスマインドで着
こなすカジュアルスタイルをお届け。雑貨とバッグを中
心にオリジナルアイテムも充実しています。

Silk oil of morocco（シルクオイルオブモロッコ）
「生命の樹」と呼ばれるアルガンツリーの実から抽出
し、稀少性の高い認定オーガニックアルガンオイルを贅
沢に使用した「Silk oil of morocco」。うるおい、ハ
リのある肌へ、艶めく、美しい髪へと導きます。ご期待
ください。

deicy（デイシー）
「GIRLISHでROCKなスタイリングでオシャレを楽しむ」
がコンセプトの「deicy」。70’ｓフランスのミューズ
たちをイメージし「自分」を持つ女性に向けた「me&me
couture」。この2つのブランドを軸に展開。

Honey Salon（ハニーサロン）
パリの女の子のお部屋をイメージした空間に、毎日を
“Happy&Enjoy”で飾るアイテムをラインアップ。ガー
リーな甘さと、クールなスパイスMIXスタイルを提案。

ruinas（ルイナス）
色とりどりの草花に囲まれた、スペインの中庭をイメー
ジした店内。外国の広場でショッピングするような、気
軽にお買い物を楽しめる空間で、遊び心のあるアクセサ
リーを探してみませんか？

リニューアルショップ
カンペール
135年以上にわたる靴づくりの伝統を背景に、1975年に
スペインのマヨルカ島で生まれたシューズブランド。機
能とデザイン性をあわせ持つプレミアムなシューズとバ
ッグがそろいます。

graphia（グラフィア）

ライフスタイルグッズ

2F

レディスファッション

3F

ファッショングッズ

3F

レディスファッション

3F

レディスファッション

3F

ファッショングッズ

3F

グラフィック＋アートを意味する「グラフィア」。ライ
フスタイルをデザインするためのセレクトショップが、
イメージを一新してリニューアルしました！ また文具
王・高畑正幸氏セレクトの文具コーナーを新設。定番文
具から最新の機能美あふれる文具までをラインアップし
ました。
ISBIT DAIKANYAMA（アイズビット ダイカンヤマ）
ISBIT（アイズビット）とは「ISIS(アイシス)＝女神」
と「BIT(ビット)＝もう少し」を組み合わせた造語。今
季は“the girl in a daydream”をコンセプトに、日常
に溶け込むファンタジックな世界観をリアルクローズで
表現します。
アヴォスエ
アヴォスエとはフランス語で「望みが叶いますように」
という意味。シンプルでナチュラルなテイストに、トレ
ンドとどこか懐かしいキュートさをMIXしたバック・ア
クセサリーなどの小モノがあなたをより輝かせます。

allureville（アルアバイル）
いつもポジティブな自分を持ち、上品でありながら常に
遊び心を持つあなたへ。時代にフィットするスタンダー
ドなアイテムを中心に、フェミニンやエレガントなどの
スパイスをMIXしたアレンジを思いきり楽しめます。
AMPHI（アンフィ）
AMPHI は 下 着 の セ レ ク ト シ ョ ッ プ で す 。
“meet&sweetie”「新しい、かわいい、に出会う場所」
をテーマに、インナーウェアショップの新しいカタチを
ご提案。いつでもあなたの「新しい、かわいい」が見つ
かるはずです。
ITS' DEMO（イッツデモ）
イッツデモは、「ギフト＆メッセージ」をキーワード
に、お友達や大切な人への「気持ちが伝わる」プレゼン
トなどをたくさんそろえています。いつでも「ちょっと
幸せ」が見つかるショップです。

SHOE BAR Deesse（シューバーディーセ）

ファッショングッズ

3F

レディスファッション

3F

レディスファッション

3F

ライフスタイルグッズ

3F

ライフスタイルグッズ

3F

レディスファッション

3F

ヨーロッパのインポートシューズを中心に、国内外のホ
ットブランドをラインアップ。またリーズナブルなオリ
ジナルブランドも充実しています。「いま感」を大切に
したリアルライフを足元から楽しく応援します。

TITE IN THE STORE（ティテインザストア）
仕事にも遊びにもアンテナを張る、アクティブな女性の
クローゼットをイメージしたセレクトショップ。セレブ
愛用のインポートブランドからベーシックアイテム、雑
貨まで、自由にMIXINGしてセンスをアピールしません
か。
Dou Dou（ドゥドゥ）
「ファッションを自由に楽しむ女性が、かわいく、そし
てカジュアルに着こなすからカッコよくいられるよう
に」。シンプルな中にもこだわりのあるオリジナルアイ
テムやホットなセレクトアイテムが充実しています。

Bling Me!（ブリングミー）
スワロフスキー・エレメントを使用した、楽しいキラキ
ラグッズブランド。誰でも簡単に貼れるクリスタルシー
ルの販売の他、オーダーメイドカスタムなども行ってい
ます。ディズニーコラボアイテムもイッパイあります。

Francfranc（フランフラン）
今春のテーマは“Blooming New Life”。パステルカラ
ー、柔らかいグラデーション、フラワーモチーフな
ど・・・、フェミニンで繊細、どこかモードを感じるア
イテムがそろいます。さあ、暮らしに何をBlooming（＝
咲かせ）させますか？
FREE'S SHOP（フリーズショップ）
FREE'S SHOPは「ライフカルチャーの創造を基本コンセ
プトに、ワールドワイドにライフスタイルを提案し、そ
れに基づくクリエーションをマーケットに展開し続ける
ショップ」。あなたのオシャレはどんなカルチャーを発
信していますか？

PROPORTION（プロポーション）

レディスファッション

3F

レディスファッション

3F

レディスファッション

3F

エレガンスでオフィスカジュアルな「PROPORTION BODY
DRESSING」と、上品スイートでちょっぴりセクシーな
「EDIT COLOGNE」を融合した、新しいコンセプトショッ
プ。今日のあなたはエレガンス？上品スイート？新しい
自分に出会ってみては？

Loungedress（ラウンジドレス）
ウェアラブルで洗練されたイメージ。清潔感、女性らし
さ、凛としたetc…。時代の“it”を感じ、それをいか
に自分流に着こなすか。働く女性がより輝くような、ON
とOFFのスタイリングを提案します。

RIVE DROITE（リヴドロワ）
パリ・セーヌ川右岸地帯を意味するRIVE DROITE（リヴ
ドロワ）。そのマレ地区に生きる自由奔放で強くしたた
かなオトナの女性の“服遊び”がコンセプト。ONから
OFFまで、日常のオシャレをお楽しみください。

※ショップはフロア順、五十音順に記載しております。

