2010 年 1 月 26 日
株式会社 テーオーシー

PRESS RELEASE

3 月 19 日（金）みなとみらい地区の玄関口 桜木町駅前に開業

大型ショッピングタウン「コレットマーレ」全 127 店舗決定
全店舗数の約半数が日本・神奈川・横浜 初出店 または 新ブランド
〜各国セレブ御用達「TOP SHOP/TOP MAN」「kitson」他、注目ショップ目白押し！〜
3 月 19 日（金）に開業する大型複合施設 「TOC みなとみらい」内ショッピングタウン
『コレットマーレ（Ｃｏｌｅｔｔｅ・Ｍａｒｅ）』の全 127 店舗が決定いたしましたので、ご案内します。
『コレットマーレ』は、地上 19 階建ての大型複合施設「TOC みなとみらい」の地下１階から 7 階に位置し、総
施設面積の 4 割を占める大型ショッピングタウンです。コンセプトに 横浜発ショッピング＆リラックス を掲げ、
メインターゲットに情報・おしゃれ感度の高い 30 代男女を想定しています。
総店舗数は 127 店舗で、その内、ファッション店を中心に日本及び神奈川エリア初出店が 48 店舗、新ブラ
ンド出店数は 13 店舗。全店舗の半数が日本または神奈川エリアへ 初出店 及び 新ブランド 店舗であり、
新たな要素に満ちたショッピングタウンです。代表として、神奈川県初進出となる各国セレブ御用達ショップ、
イギリス発ハイストリートファッションブランド「TOP SHOP/TOP MAN」やアメリカ L.A.発セレクトショップ
「kitson」がオープンいたします。国内 2 店舗目となる「TOP SHOP/TOP MAN」は、日本最大の売場面積（約
700m2）となります。ファッションだけでなく飲食店やスイーツショップ、ビューティ系サロン、医療モールまでも
が集うショッピングタウンは、来館者に質の高いリラックスタイムを提供します。
「コレットマーレ」の外壁は総ガラス張りで天井の高さが 4〜
5ｍと高く、また通路幅も広いため、日中は陽光が差し込
む開放感溢れる空間でゆったりとショッピングをお楽しみ
いただけます。一方、日没後は、港に近接した外壁部分を、
ＬＥＤライティングアートにより風と波をイメージした光演出
を行います。
桜木町駅より徒歩約 1 分、また、市営地下鉄線やみなとみ
らい線からのアクセスも良く、 動く歩道 の通路とは建物 2
階部分で接続しております。
コレットマーレは、常に新しさ、驚きをもたらし、モノ・コトそ
してヒトが触れ合い楽しむショッピングタウンを目指します。
＜ＴＯＣみなとみらい 外観＞ ※イメージ

コレットマーレは地下 1 階〜7 階

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 「コレットマーレ」に関する報道関係の方からの問い合わせ先 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
コレットマーレ PR 事務局（㈱プラップジャパン内） 担当：千田、江川、武田、藤井、右山
TEL 03-4570-3169

FAX 03-3486-7507

E-mail pr.colettemare ＠ml.prap.co.jp

施設概要
名

称

コ レ ッ ト

マ ー レ

Ｃｏｌｅｔｔｅ･
Ｍａｒｅ ＴＯＣみなとみらいショッピングタウン

所 在 地

神奈川県横浜市中区桜木町 1-1-7 （みなとみらい 21 地区 28 街区）

電話番 号

TEL 045-222-6500 ※3 月 18 日より使用可

公 式 ＨＰ

http://www.colette-mare.com ※1 月 28 日 UP 予定

店舗内 訳

ファッション等物販：87 店舗、飲食：22 店舗、食物販：3 店舗、サービス：15 店舗 ※全 127 店舗

営業時 間

B1〜5F（物販・サービス店舗）

：11〜20 時 ※一部店舗は営業時間が異なります

6〜7F （飲食店舗）

：11〜23 時

定 休 日

不定休（原則年中無休）

駐車台 数

550 台（自走式）（予定）

アクセス

【電車】 JR・横浜市営地下鉄 桜木町駅より徒歩 1 分、みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩 7 分
【車】

首都高速 横羽線「みなとみらい出入口」より約 2 分

フロアコンセプト／店舗一覧
※ 1/26 現在の店名、店舗概要となり、今後、内容に変更が生じる可能性があります。ご了承下さい。
※ 3F に、胃腸内科・内視鏡検査、鍼灸、調剤薬局、歯科、泌尿器・皮膚科、眼科の 6 テナントが入る医療モールが登場します。
※ 現時点では店名の公開ができない店舗が 2 店舗ございます。これらを含め、総店舗数 127 となります。

＜B1F 「デイリーライフサポート」フロア＞
コンセプト ： デイリーライフマーケット
日常生活シーンを より便利に・より鮮やかに 彩るデイリー利用のフロア。仕事後のちょっとしたお買物、お待合わせまでの時間に
テナント名

HUB

業態

（ハブ）

ブリティッシュ
パブ

ARINCO

ロールケーキ

（アリンコ）

木花・桜
（コノハナ・サクラ）

MOMI＆TOY S
（モミ＆トイズ）

AMO'S STYLE
(アモスタイル）

H&B Place
（エイチアンドビープレイス）

NCL/ナチュラル・
コンフォート・ライフ
オナオシプラス
無印良品
DEPAK

豆乳アイス

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

●
●

クレープ・
タピオカドリンク
ランジェリー

●

コスメ・雑貨
生活・
インテリア雑貨
服のお直し

雑貨

●
●

店舗概要
キャッシュ・オン・デリバリーシステムで１杯からでも気軽に立ち寄れます。１０００円札１枚
でいい気分に,普段の生活の中で「気軽に、気楽に、気取らずに」ビールを飲みながらワイ
ガヤ。楽しく過ごせる英国風ＰＵＢです。
魔法のようにモチモチした真っ白な生地に、フワフワの生クリームが自慢のロールケーキ
専門店[ARINCO]コレットマーレだけの限定ロールもご用意いたしました！是非、お試し下
さい。
超低カロリーで安全、そして、とても美味しいヘルシーアイスを提供します。材料は豆腐
100％（卵・牛乳は完全不使用）。店頭パフォーマンス冷却プレートで女性に人気の7種類
の豆腐ベースにトッピングを混ぜます。
アーモンドの粉を使ったふんわりサクサクの生地と海洋性コラーゲン配合の生クリームを
使った「とろけるクレープ」。もちもちした食感が楽しいタピオカドリンクもございます。ぜひ
お試し下さい！
旬のテイストを取り入れたスウィートなデザイン。普段づかいから特別な日づかいまで充実
の品揃え。ハイクオリティなのにリーズナブル。毎日を賢くかわいく楽しむ女の子のための
下着屋さんです。
マツモトキヨシプロデュース！！コスメとサプリ、そして輸入雑貨を中心とした新コスメ
SHOP、待望の1号店が横浜みなとみらいに初上陸！！体の内側と外側のキレイをサポー
ト！楽しい雑貨で可愛いも応援します。
シンプルだけど、どこか温かい、ゆったりとした時の流れを感じさせてくれる心地よい空間。
木のぬくもりと素材の優しさをそのままに、そんなライフスタイルをNCL/ナチュラル・コン
フォート・ライフからお届けします。
あなたのこだわり、あなたのイメージを「カタチ」にしたい。
そしてこう思っていただけるように・・・。「買わなくていい 変えればいい」
オナオシプラスは新しいスタイルのお直しショップです。
着心地の良いウェアや素材にこだわった良品や使い勝手を考えたシンプルで機能的な文
具や家具まで。『無印良品』では暮らしのまわりの全てが揃います。より多くの商品の品揃
えと展示展開に力を入れております。

エスニック
衣料

洗練されたオリジナルデザインのファッションアイテムとアジアの雑貨。世界に一点だけの
繊細な手仕事が魅力の布やアクセサリーなどを多数取り揃えております。

（シャンティシャンティ）

エスニック
衣料

世界中で出会ったハンディクラフトやフォークロアを取り入れたオリジナルのお洋服や
ファッション雑貨を扱うお店。世界中を旅するようなドキドキとワクワクをお届けします。

ブレドール

ベーカリー
カフェ

葉山に開店して以来、一貫して製法と小麦、バター等原材料（オーガニック100％）にこだ
わり、常に美味しいパンを提供していく事を目標に努力しています。それは、焼きたて、作
りたて―おいしさへのこだわりです。

（デパック）

Shanti Shanti

＜1F 「ファッション＆ライフスタイル」フロア＞
コンセプト ： スタイルコンシャスラウンジ
今迄のみなとみらいにない感度＆センスを持った 洗練された新しい出会い を提案。ライフスタイルを演出するアイテムを揃えます
テナント名

TOPSHOP/TOPMAN
（トップショップ/トップマン）

貴和製作所
（キワセイサクジョ）

ＡＺＵＬ ｂｙ moussy
（アズール バイ マウジー）

kitson
（キットソン）

業態

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

店舗概要
ＴＯＣみなとみらい店は、ラックなどの什器を本国イギリスと同様のものを使用しており、イ
ギリスのＴＯＰＳＨＯＰ / ＴＯＰＭＡＮを忠実に再現しています。その為、ブランドイメージが
分かりやすく表現されています。
『宝の山の倉庫と隠れ家』をイメージした店内には、特別な空間〜ビーズBAR〜をご用意。
ゆったりとしたバーカウンターでお好みのカクテルを楽しむように、あなただけのオリジナ
ルアクセサリーを見つけてください。

レディス/メンズ

●

アクセサリー
パーツ

●

レディス/メンズ

●

メンズ・レディース ジーニングストア「ＡＺＵＬ ｂｙ moussy」。

レディス/メンズ

●

今回のkitson コレットマーレ店は既存店舗の中では最大級の面積を誇り、インポート、オリ
ジナルをメンズ、レディース共に幅広く揃える予定です。これまでkitsonで取り扱ってきた人
気のアイテムの他、圧倒的な商品の品揃えでkitsonの世界観を表現します。
開放的なテラスと店内はハワイアン・ミュージックが流れるリラックス空間。ハワイ・ローカ

ＭＡＮＯＡ

● ルフードやスイーツ、ドリンクも充実。リアルなハワイを感じる大人のハワイアン・カフェ・

カフェ

（マノア）

バー＆ダイナー。

FREE'S MART
（フリーズ マート）

Maxi
（マキシ）

YEVS
（イーブス）

Rizzi B
（リジィービー）

PRIMA STELLA
(プリマステラ）

レディス

アメリカ西海岸のライフスタイルをイメージしたガーリーだけどちょっぴりセクシー、カジュア
ルスタイルが好きな女の子に向けたブランド、FREE'S MART。キッズやペットグッズまで充
実した品揃えが魅力です。

●

ハワイアン
ジュエリー

●

ハワイアンジュエリーの伝統と、独創的なモダニズムを融合させたブランド「Maxi」
ヨーロッパの流れを組む伝統的な手彫り装飾と、ハワイのモダンスピリチュアルデザイン
が、唯一無二のジュエリーを生み出します。

レディス/メンズ

●

オリジナリティとトレンドを追求したリアルクローズを提案。洗練されたデザインのアイテム
がリーズナブルなデザインで揃い、トータルコーディネートも重視できる進化系ファストブラ
ンドです。

●

Rizzi Bでは、アーバンリゾートをテーマにトレンドを交えながら海外各地から商品を集めた
セレクトショップです。お洒落だけど力を入れ過ぎず何処かRelax感のある女の子、そんな
コーディネイトが楽しめます。また、Day TimeやNight Life色々なシーンに合ったコーディネ
イトが楽しめる用、アクセサリーやBAG、SHOESまで幅広く商品を揃えております。

レディス

プリマステラは、こだわりのグッズでワンランク上のライフスタイルを提案するセレクトショッ

● プです。イタリア直輸入のベネチアングラスに入ったグラッパや、花の香りのアロマバスオ

雑貨

イルが貴女の明日を優雅に彩ります。

＜2F 「ファッション＆ライフスタイル」フロア＞
コンセプト ： フェミニン＆コンテンポラリーセレクション
最新トレンドや安定した人気のブランド＆アイテムを、シーズン性豊かに揃えるセンシティブなファッション＆雑貨のフロア
テナント名

LUCIE
（ルシエ）
Sov. DOUBLE STANDARD
CLOTHING
（ソブ ダブル
スタンダードクロージング）

GUILD PRIME
（ギルドプライム）

non-sens
（ノンサンス）

ＮＩＷＡＫＡ
（俄/ニワカ）

ナチュラルローソン

カフェアパショナート

業態

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

オーダー
ジュエリー

●

レディス

●

レディス/メンズ

●

レディス

●

店舗概要
ファッションデザインの原点「オートクチュール」の精神を引継ぎ、一人ひとりに合わせて
ジュエリーを誂える「ルシエ」。常駐デザイナーには、その人本来の美しさを引き出す素晴
らしさが伝承されています。
モダンとクラシック、カジュアルとフェミニンなど対になる要素をリミックスして進化したスタイ
リングを提案するDOUBLE STANDARD CLOTHINGと大人っぽい部分の魅力がより進化
したSov.。この2つのブランドを軸にインポートブランドをセレクトし、ワンランク上のスタイリ
ングを提案します。
自由なインスピレーションのセレクトが大人気のセレクトショップLOVELESSの姉妹店
「GUILD PRIME」がグランドオープン！メンズ・レディース共に旬のインポートブランドから
国内クリエイティブブランドまで充実の品揃えです。
洗練された女性の可愛さ、繊細さ、クラシカルな雰囲気を大切にしたセレクトショップです。
流行にとらわれすぎず、クラシックなものや伝統の良さ、ぬくもりの良さを大切に展開しま
す。

ジュエリー

千年の歴史を持つ京都の美意識とモダンデザインを合わせ、世界からの評価も高まる
ジュエリーブランド「俄」。素材、デザイン、細部の仕上げまでにこだわったジュエリーには、
日本の美しい情景や言葉が込められています。

コンビニ

「美しく健康で快適な」ライフスタイルをサポートするコンビニエンスストアです。美容や健
康、ダイエット等の情報発信や食品の出来たて、プレミアム感を追求し、お客様に広く愛さ
れる店作りを目指しています。

カフェ

港町シアトルより発信される最高の品質を、港町 横浜から提供してまいります。コーヒー
を主体としたドリンクだけでなく、オリジナルスイーツ、フードもお楽しみ頂ける特別な空間
を作り出しており、まさにフラッグシップと言える本格的な店づくりです。当店は、ランドマー
ク・クイーンズスクエアと動く歩道で直結する２階部分に位置し、シックで落ち着いた店内と
開放感溢れるテラスを特徴としています。

●

リアット！

靴のリペア

靴修理と合鍵の複製に靴クリーニング・バッグクリーニングのシューズリフレッシュショップ
「リアット!」。靴を丸洗いできる特殊技術で、汚れた靴も見違えるように蘇ります。優れた手
の技術によるきめ細やかなサービスを提供します。

J.FERRY

レディス

上品で前向きな女性に愛され続ける銀座発信のJ.FERRYがオンスタイルからオフシーンま
でをラインナップ。リラックスとエナジーな空間で横浜スタイルを提案します。

（ジェイフェリー）

テナント名

theory

業態

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

ＮＹと同じコンセプトの店内、アンティークの什器によるディスプレイなど、横浜初のtheory
の直営店として、横浜にいながらＮＹガンザボードの雰囲気を味わっていただけます。

レディス

(セオリー）

FRANQUEENSENSE
（フランクウィーンセンス）

フラワーショップ
レインボウ
（ロペ）

ＳＴＯ：Ｒ
（ストール）

atelier brugge
(アトリエブルージュ)

Cafｅ Ring
(カフェリング)

PELLE BORSA
(ペレボルサ)

FRAMeWORK
(フレームワーク）

oriental news
（オリエンタルニュース）

override
(オーバーライド)

店舗概要

レディス

●

生花

●

Ｐｒｅｃｉｏｕｓ、ｂｕｔ easy をコンセプトにユナイテッドアローズグループから発信する、モー
ドな大人の女性のためのリアルクローズ。今春からデビューする新レーベル FRQ も展開
します。
生花、鉢物、プリザーブドフラワーなど普段使いからギフトまで数多く取り揃えています。ま
た、観葉植物のレンタルや定期的な花のお届け、近隣への配送や地方への発送も承りま
す。

レディス

ロペが支持する女性像とは、上品で知的でポジティブな生き方を志向する現代的な若々し
い女性です。上質な素材を使用し、心地よい服を提案しています。

レディス

オンワード樫山からこの春デビューの新ブランドで、今回が関東で初出店となります。海外
で人気のインポートブランドのセレクトと、オリジナルブランド『ＳＴＯ：Ｒ』で構成された新し
い形態のセレクトショップです。ＮＹやロスのセレブから絶大な支持を受けている『Ｆｒｅｅ Ｐｅ
ｏｐｌｅ』や『ＴＯＫＩＤＯＫＩ』などのインポートブランドを、現地と同じプライスでブランドの世界
観を表現しながら提供するという新しいセレクトショップを目指します。

●

語源は『bridge』。オシャレが好きな女性との掛け橋になれば、との思いで命名。アイテムは
靴を中心に帽子、アクセサリーなどの服飾雑貨をオリジナルで、また国内外のブランドもセ
レクトし、展開いたします。
ブランドコンセプトは、「カフェでお茶を愉しむように、ジュエリーを楽しむ」。横浜の海を「波
と光」で表現した空間で、お茶を飲みながらリング選びが楽しめます。直営店では唯一、
ゴールド素材が充実しているSHOPです。
日本で60年以上も前に産声を上げて以来、熟練した職人による「ものつくり」が受け継がれ
てきたバッグブランド、PELLE BORSA。端正な雰囲気の中にも、どこか日常に寄り添うよう
な優しさがそこにはあります。

●

靴

ジュエリー

バッグ

●

レディス

●

「着心地」「不変的」「機能的」をキーワードに常に幅広い視点を持ちながら時代の流れを
捉えることができる大人の女性のためのデイリーユースアイテムを展開。
コンセプトは「リラックス」。肩の力を抜いて自分らしく着回しできるアイテムとトレンド表現で

● きる服飾雑貨やライフシーンを彩るインテリア雑貨など・・・「オトナカワイイ」をハイブリッド

レディス

に表現できるスタイルで展開。
オリジナルブランドのoverrideを中心にヨーロッパやアメリカのインポートを扱う帽子専門
店。きっとあなたにぴったりの帽子が見つかります。世界中の帽子を楽しんで被ってみて
下さい。

帽子

＜3F 「ファッション＆ライフスタイル」フロア＞
コンセプト ： ナチュラル
より 爽やかな優しさ を表現するベーシックテイストのファッションをラインナップ
テナント名

OLIVE des OLIVE
(オリーブ・デ・オリーブ)

Souvenir
(スーベニール）

ＲＯＯＭ９０３
（ルームナインオースリー）

VIS
（ビス）

Vanity Crash!
(バニティ クラッシュ!)

保険市場
(ホケンイチバ）

AS KNOW AS PINKY
(アズノゥアズ ピンキー）

フランシュリッペ
マザーハウス
Naturalizer
(ナチュラライザー)

Fa COLLECTION
(Fa コレクション）

業態

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

店舗概要

レディス

おしゃれと可愛いものが大好きな女の子のためのブランド。女の子が大好きな水玉・花柄・
レースやフリルなどのふんわりしたオリーブテイストにトレンド感をたっぷりとミックスしたス
タイルがOLIVE des OLIVE。キーワードはキュートでポップ、スィート＆ガーリー。今欲しい
アイテムがすぐにリーズナブルなプライスで手に入るもの魅力。中高生から大学生、２０代
ＯＬまでと幅広い客層に支持を受けています。

レディス

どこか懐かしさのあるかわいさと、今取り入れたい旬なアイテムをミックスして自分らしい着
こなしをご提案。年齢を問わず女の子がいつまでも かわいい と思えるアイテムを常にご
用意しています。

●

レディス

VISは時代と遊び心を表現できる女性に向けて、可愛いカジュアルからエレガントで上品さ
のあるこだわりのファッションまでを提案するセレクトショップです。プーラフリーム、ギャミ
ヌリィを中心に、独自の視点で揃えたVISセレクトやオリジナルラインを加え、バリエーショ
ンあるオシャレなカジュアルファッションを提案します。

レディス

●

雑貨

楽しさの中にもちょっぴりディテールにこだわった女の子のためのワードローブ。デイリー
カジュアルの中にも、スパイスの効いたアイテムを入れてコーディネート提案していきま
す。
遊び心のある大人のガーリー どこか懐かしさを感じるフランシュリッぺの洋服には、女性
の憧れとして求められる可愛らしさ、優しさ、上品さがつまっています。

レディス
レディス

途上国から世界に通用するブランドをつくるという理念のもと、ジュート（麻）や牛革を使っ
たオリジナリティーあふれるバッグを製造・販売するマザーハウスが、横浜初出店！店内
は森をイメージした癒し空間です。

●

アメリカ発の女性靴ブランド。洗練されたファッション性と履きやすい快適性で、世界40ヶ国
以上の女性に愛され、信頼されています。スパをイメージした極上の空間で、お気に入り
の靴を心行くまでお選びください。

靴
靴・雑貨

女の子のお気に入りを詰め込んだ、バニティケースをひっくり返したような楽しさをコンセプ
トにしたすべての女の子のためのセレクトショップです。
保険のサロンとして、専門家が中立的な立場で、お客様に合った保険をコンサルティング
いたします。落ち着いた雰囲気のなかでご納得のいく保険をお選びください。

保険

バッグ

903号室に住む女の子のお部屋をテーマとしたコンセプトセレクトショップ。 SEE BY
CHLOE YLANG YLANG G.V.G.V. などの高感度ブランドを数多く取り扱い、常に飽きの
こない最新のスタイルをご提案します。

●

洋服を着替えるように足元も履き替えたい。そんなオシャレな女の子に向けたトレンド
シューズのお店。東京都以外では初出店になり、初の横浜進出です。

テナント名

MG Corretto
(エムジー・コレット）

Lxxx'vil
（ルキシヴィル）

マークスアンドウェブ

Selframe
（セルフレーム）

ＲＯＹＡＬ ＯＲＤＥＲ
（ロイヤルオーダー）

une autre

業態

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

●

雑貨

レディス

東京生まれのデイリープロダクト。ハーブやオイルなど厳選原料を使用した、精油の香り
のボタニカル商品から、オーガニックコットンタオルや天然木のグッズなど生活雑貨も充
実。世代や性別を問わずギフトにも好評です。

コスメ

レディス

●

ジャケットを羽織るだけで背筋が伸びる。高いヒールを履くと、RUNWAYにいるかのように
さっそうと歩く。香水をふりかけると気分が上がる。着飾るだけがファッションではない。着
飾るだけではファッションは楽しめない。ファッションは自分自身が生み出す究極の
AURA・・・。いくつになっても自分自身【SELF】のフレーム＝スタイル（FRAME）を探し続ける
パワーと好奇心を持つファッション感度の高い女性でありたい。クールでエッジの効いた、
ルールや枠（FRAME）にとらわれないスタイルこそSelframe。

ジュエリー

●

ロイヤルオーダーは、"ロックとファッションの融合"をメインテーマに、シェリル・リクソン・デ
イビスによって1996年に設立されました。コレクションは、ときにはハードで、ときには優しく
フェミニンなジュエリーです。
着る人のライフスタイルを意識しつつも、素材感や風合いを大切に考え、オリジナルの柄
やプリント、生地や色を表現した着る人に優しい気持ち・特別な気持ち感じさせるブランド
です。

ヘア
アクセサリー

セ・サン
Bouquet du marche
(ブーケ ドゥ マルシェ）

Crisp
(クリスプ)

Brilliantstage
(ブリリアントステージ）
(ミュゼ アニーシャズ クローゼット）

人気雑貨店の新業態ＳＨＯＰ。 大人が楽しむMOTHER GARDEN が基本コンセプトで、店
名の「MG Corretto」はイタリア語の カフェ・コレット(Caffe Corretto・・・エスプレッソに蒸留
酒を加えた飲料） のイメージから。どこかホッとなごめるオリジナリティの高い商品はギフト
に最適。あなたの探すプチギフトが見つかります。
女性らしいやわらかさ、細部にひそむ可愛らしさ、そして過剰に主張しすぎないナチュラル
さ、それら全てを持ち合わせつつもスマートに社会を生きる大人の女性に向けたブランド。
横浜初出店。

●

レディス

(ユノートル）

店舗概要

●

レディス

かしこい選択ニーズを持っている、洗練された女性に似合うヘアアクセサリー。華やかでセ
レブな雰囲気がたっぷりつまったアイテムが充実。幅広いシーンに対応できる大人なデザ
インの商品がラインナップします。
[概要は広報事務局までお問合せ下さい]

レディス

●

[概要は広報事務局までお問合せ下さい]

レディス

●

[概要は広報事務局までお問合せ下さい]

レディス

[概要は広報事務局までお問合せ下さい]

＜4F 「ファッション＆ライフスタイル」フロア＞
コンセプト ： アーバンユニセックスワールド
都市型スタイルを好むハイセンスな大人の男女に相応しい、オン＆オフタイムのスタイルを提案
テナント名

Clarks
(クラークス）

SKECHERS
(スケッチャーズ)

メレル
THE SUIT COMPANY
(ザ・スーツカンパニー)

アディダス
パフォーマンスセンター
アウトドア・リゾート･
サーカス
DAVOS

業態

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

クラークスは英国生まれのシューズブランド。1825年の創業以来、斬新で革新的なデザイ
ンと品質に高い評価を得ています。現代の多様なライフスタイルを熟知し、あらゆるシーン
に合わせた靴を開発し続けています。

シューズ

●

シューズ
シューズ

アーノルドパーマータイムレス

アーバンセレクション バイ
スタイルアイズ
hummel
(ヒュンメル)

アッソラート
(assolate)

カリフォルニア生まれのシューズブランド「ＳＫＥＣＨＥＲＳ」が神奈川県初出店。
メレルのコーポレイトカラーであるオレンジを基調とした明るい内装と、ナチュラルな木のぬ
くもりを大切にした什器との組み合わせで、アウトドアとライフスタイルの両面をモチーフと
し、メレル全商品を扱う直営店です。

●

レディス/メンズ

THE SUIT COMPANYは、都心を中心にビジネスマン・ヤングキャリアに向け、スーツからカ
ジュアルウェアまで幅広く取り揃える、メンズ&ウィメンズウェアのトータルショップです。

スポーツ

マルチスポーツブランドアディダスの大型直営ショップ。スタジアムをショップコンセプトに、
アパレルからフットウェア、アクセサリー とトータルコーディネートを提案します。

スポーツ

●

(ダヴォス)

タワーレコード

店舗概要

タワーレコードは、全国に81店舗を展開する音楽・映像ソフト専門チェーン。横浜みなとみ
らい店は、 横浜 オトナ をコンセプトにセレクトコーナーも設け、すべてのお客様に合っ
た音楽を提案していきます。

ＣＤ・ＤＶＤ
レディス/メンズ
メガネ

スポーツ

アクセサリー

1969年創業、日本初の欧米型アウトドアショップ「DAVOS」が県下最大級のスケールで登
場。世界中から厳選された山と海のブランド、究極のソフトクリームが味わえるカフェ、オリ
ジナルが作れるダナーブーツ工房など見所満載です。

「元気」、「遊び心」、「リラックス」を演出するハッピーライフブランド。

●

ライフスタイルに沿ったアイウェアが揃うアーバンセレクション。気軽に楽しめる眼鏡一式
4900円のエントリーラインから､
日本製のハイエンドラインまで豊富にラインナップ。居心地
いい空間でメガネ選びをサポートします。

●

hummelは、1923年に誕生したデンマークのスポーツブランド。スタッド付きのサッカースパ
イクを初めて作ったのがブランドの始まりです。1998年からは、ヴィンテージスタイルのス
ポーツファッションを打ち出し、ハリウッドスターなど海外セレブの間で一躍人気に。
hummel横浜店は、ヨーロッパを中心に人気の高いファッションラインに、サッカー、ハンド
ボール、フットサルをメインターゲットとしたスポーツアイテムを揃えています。
今までの時計専門店の堅苦しさを排除した温かくラスト感覚の店を展開!!取扱品はライセ
ンス時計〜機械式、又アンティーク時計まで充実!また雑貨品は、国内は元より、年4回海
外より輸入した楽しいトレンド品を提供します。

テナント名

KNUCKLE HEAD

業態

(ナックル ヘッド）

メンズ
カジュアル

隠家（ＡＧＩＴ）

メンズ
カジュアル

ROCKPORT

シューズ

(ロックポート）

TORNADO MART WORLD
(トルネードマートワールド)

Colantotte
(コラントッテ）

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

店舗概要
日常でのアメカジスタイルを追求、シンプルではあるが存在感がある、そんな一着を創りた
い。そんな思いのこもったオリジナルブランドを中心に、TOCみなとみらい店限定カラーな
ど、ここでしか買えないアイテムが多数、揃っています。
イギリス、アメリカ、日本のバイヤーテイスト商品を隠家（ＡＧＩＴ）独自にセレクトし、隠家（Ａ

● ＧＩＴ）独自のコーディネートを提案していきます。
●

日本初出店の直営店舗!! スニーカーのように履きやすい革靴 というコンセプトで1971年
にスタートしたアメリカの革靴ブランド。洗練されたデザインに競技用シューズの技術も取
り入れた、心も身体も快適な1足！
TORNADO MART WORLDの世界観で、メンズ・レディスが融合し、生まれたショップです。
それぞれが共存したCOMPUNDショップで、TORNADO MART WORLDのDNAが多彩に進
化した複合店になります。

メンズ、レディス
スポーツ
アクセサリー

●

着用するだけで筋肉のコリをやわらげる「磁気健康ギア・コラントッテ」。
世界中のプロアスリートからも愛されている商品です！

＜5F 「カルチャー＆フェイバリット」＞
コンセプト ： マイフェイバリットミュージアム
お気に入りの空間 をテーマに上質感と、こだわりのあるホビー＆カルチャーアイテムが満載。ビューティーゾーンも展開
テナント名

ネイルサロン ネイラ
フォーアニュ
KNTツーリスト

OPTIQUE PARIS MIKI
(オプティーク パリミキ）

紀伊國屋書店
（キノクニヤショテン）

ダブルデイ
La papeterie
（ラ・パペトリー）

Collabo
(コラボ）

LIVINGPOSE TARKY'S
(リビングポーズ ターキーズ）

業態

1985年に東京・青山に誕生したワコールプロデュースの「アモ園」の姉妹店。手肌の美しさ
をトータルにケアする高い技術力が特徴のサロンです。リラックスできるソファーでゆっくり
おくつろぎください。
インテリア商社直営ならではの価格設定！！家具を中心に、超人気のデザイン家電、OKbやポリウォークスのシューズまで揃う、スタイリッシュ&バラエティ・ライフスタイルSHOPで
す。

トラベル

【旅の最強パートナー】近畿日本ツーリストグループ「KNTツーリスト」では、きめ細やかな
対応で旅のプランをしっかりサポートし、お客様の心に残る旅行をご一緒にプロデュースし
ます。旅のことなら何でもご相談ください。

メガネ

メガネパリミキが手掛けるニューコンセプトショップ「オプティ−クパリミキ」。「スタイリッシュ
で上質なメガネを楽しもう」をコンセプトにメガネが全品薄型レンズ付きでリーズナブルな
5,800円（税込）からご用意。人気ブランドフレームも幅広くラインナップ。視力測定から加
工・フィッティングまでプロが確かな技術で応えるアイウェアショップです。是非、一度お立
ち寄りください。

書籍

●

雑貨

ステーショナリー

●

当店では、お客様の知的好奇心と感性を刺激する、選りすぐりの本をくつろいでお選びい
ただけます。また国際都市横浜の高感度な文化拠点として、洋書やビジネス書を中心に
専門書も広く取り揃えております。
「Retro Fusion」を基本コンセプトに、英国製のアンティーク家具とオリジナルの家具を中心
とし、モダンな生活にも馴染むコーディネートを提案。自分スタイルのセレクトを愉しめる商
品を取り揃えています。
いつもの文房具、贈る、遊ぶ、作る、何か始まる。
そんな毎日とスペシャルな日を彩るステショナリーが揃った、新しい発見がいっぱいのお店
です。

雑貨

Ａｓｉａｎ Ｒｅｓｏｒｔ（アジアンリゾート）をイメージしたインテリア家具、雑貨、ファッション等を提
案します。

オーダー
カーテン

大人心をくすぐる空間であなたのこだわりを形にしてみませんか？無垢材収納家具・オー
ダーカーテン他、横浜初！ＹＡＭＡＨＡ ＶＭＡＸ展示予定です。

ビューティーフェイス グランデ

お顔そり

もみ処 らく屋

店舗概要

雑貨

化粧品

（サイズ カラー フリップ）

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

●

ネイルサロン

ミシャ

XXXY'S color flip

横浜

韓国コスメショップ ミシャがみなとみらいにＯＰＥＮ致します。話題のＢＢクリームから、ス
キンケア、ポイントメイクまでＨＡＰＰＹな気分になれるコスメが、お客様のご来店を心よりお
待ちしております。
お顔のうぶ毛、古い角質をプロシェーブで丁寧にお剃りします。美白効果や肌ツヤ、化粧ノ
リが驚きの良さで、毎日のお手入れがとても楽しく！女性スタッフがプライベートブース施
術。パウダーブースで施術後も安心。

ヘアサロン

みなとみらい地区初登場ジョンマスターオーガニックや日本発ラ・カスタを使用した15種類
のヘッドスパや500種類のカラー剤と高度なカラー技術で、あなたのパーソナルカラーを見
つけます。

マッサージ

和の空間でリラックスしに来ませんか？日頃疲れたお体を独自の手技で筋肉の深くまで伸
ばしてほぐしていきます。是非、体感してみて下さい！

プロケア・アイラッシュ

まつげの
エクステ

●

Miss haruka
（ミス ハルカ）

クイック
ヘアメイク

●

カメヤマキャンドルハウス

キャンドル

MCSみなとみらい
コスメティクスセレクション

化粧品

●

高い技術で評判のまつげエクステ専門サロンのプロケア・アイラッシュ。見た目はもちろん
まつげコームでスムーズにとかせるほど自然な仕上がりが自慢。艶やかで軽い、上質のエ
クステで憧れの目元をゲット！
フルメイクやヘアセットが2,625円【20分】でキレイに仕上がるクイックヘアメイクに加え、
パーティに身につけたいアクセサリーも豊富。ブライダルやパーティ、ちょっとしたお食事の
前に便利なサロンです。
東京・青山にある「キャンドルのある風景」を提案しているカメヤマキャンドルハウス。青山
店には有名人や文化人も多数来店。この度、神奈川に初出店です。話題のヤンキーキャ
ンドルの品揃えも大変豊富です。
どこにもない「コスメのセレクトショップ」という発想。「アルビオン」「SK-Ⅱ」「クレドポーボー
テ」「コスメデコルテ」「リサージ」など質の高いブランドを取り揃えます。日本人の肌質を熟
知した人気ブランドは女性の美意識を高めてくれます。

テナント名

DeLi

業態

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

海外のお菓子や雑貨に加え、横浜土産を展開した、見て、聞いて、触って、楽しい、美味し
い食のアミューズメントパーク。

輸入菓子・雑貨

(デリ）

Berry DECO
(ベリーデコ)

デコラティブ
クッキー

HERB GALLERY生活の木

アロマ雑貨

(ハーブギャラリー セイカツノキ)

off&on
（オフノオン）

（ハーバーズカフェ）

店舗概要

砂糖で作ったアイシングでデコレーションしたクッキー専門店。１つ１つディテールにこだ
わって手作りしているので、名前入りやオリジナルの注文も可能。プチギフトに最適。季節
限定の商品もあり。お土産等にも喜ばれます。
ハーブ・アロマテラピーの専門店。精油は「社団法人日本アロマ環境協会」認定。日本一
の品揃えで170種類以上。初心者からプロまで、ご要望に合った香りと関連アイテムを多く
揃えています！

●

雑貨

ハイセンスでありながら、カジュアル、そしてリーズナブルを基本とした、目線よりもワンラ
ンク上のアーバンライフを提案します。

カフェ

横浜港大さん橋にあるカフェの２号店。デンマークの世界的デザイナーのイスを並べた北
欧スタイルの落ち着いた店内で、港町のイメージを感じながら、地元横浜の洗練された
コーヒーや多彩なお食事とデザートをお楽しみください。

＜6F 「レストラン＆ダイニング」フロア＞
コンセプト ： 横浜キッチンディストリクト
本物の味・雰囲気を持った食文化を提供するキッチンの集まる街角 をテーマに日常使いのできる専門メニューが揃ったフロア
テナント名

業態

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

今回、初めて出店する新コンセプトの店舗。メニューテーマは【北海道の壮大な自然を豪

北海道
素材料理

やくも八景

信州そば処 そじ坊

かつ泉
SWEETS PARADISE
（スイーツパラダイス）

山形牛焼肉 韓国料理
土古里
Tapas Blanco
（タパスブランコ）

梅蘭

● 快に大胆に丸ごと味わう！】、北海道やくもの自然・大地をイメージして調理はシンプルか
つ大胆に豪快に、様々な場面でご利用いただけるコンセプトです。

そば

和風の落ち着いた店内で打ち立て、茹でたてのそばと豊富な一品料理をお楽しみいただ
けます。信州の郷土料理や地酒、コシのある自家製麺をお仲間、ご家族と共にお楽しみく
ださい。

とんかつ

当店オリジナルブランドの宝山豚を使用。良質な味と栄養バランス、安全性に特にこだわ
り、国産豚として最上級の品質のものを熟練の技で揚げます。その他米にもこだわり抜い
たご飯や新鮮なキャベツがおかわり自由で楽しめます。

スイーツバイキング

焼肉・韓国料理

●

スペイン料理

30種類のスイーツをはじめ、パスタやカレー、スープ、サラダなどの軽食も充実。さらに焼
きたてのクロワッサンや紅茶のポットサービスもあり、ご家族揃ってお食事にもご利用いた
だけます。
山形牛は一頭買いを実施。山形食肉公社から、直接仕入れを行います。韓国料理は家庭
料理を中心に、伝統製法を忠実に再現しながらも新しいスタイルを開発し、野菜をたくさん
食べるように提案します。
本場の味にこだわり、にぎやかで楽しい雰囲気のスペインバル。300円〜のタパス（小皿料
理）は約30種類をご用意。また素材の旨味が凝縮された6種のパエリアなど、横浜の夜景
共にお楽しみください。
梅蘭やきそばで知られた当店は、上海料理を中心とした店です。本場中国の料理人によ
る料理をみなとみらいの夜景とともにご堪能下さい。

中華料理

ジャックポット

店舗概要

オイスター＆
イタリアン

国内外の新鮮で美味しい牡蠣が産地直送！石釜で焼くピッツァやパスタなど、本格的なイ
タリアンメニューも豊富です。ランチからディナーまでウマイを堪能してください。

●

大かまどで炊くご飯と、名物生つくね、食材の滋味をダイレクトに楽しめ健康によい蒸料理

大釜ごはん 銀のつぶら

● が自慢のお店。お一人様からファミリーのお食事には昼夜問わず定食もございます。デー

釜飯

トや宴会もできます。

お好み焼・鉄板焼 こて吉

こだわり抜いた生地、厳選素材、そして当店自慢のオリジナルソース。旨味を引き出す焼

お好み焼き・
鉄板焼き

● き方で「外はサクッと、中はふんわり」のお好み焼きをお楽しみください。女性に人気のアボ
カドやトマトを使用したヘルシーなお好み焼きや、鉄板焼きもおすすめ!!

＜7F 「レストラン＆ダイニング」フロア＞
コンセプト ： 横浜ダイニングディストリクト
都市生活を謳歌する大人たちが集う食の街角 をテーマにビジネス会食やパーティ利用などに対応するクラス感あるフロア
テナント名

Foodiun Bar Issa
(フーディアンバー 一瑳）

業態

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

ダイニングバー

軍鶏・黒豚 芋蔵 極

和食ダイニング

ベーカリーレストラン
サンマルク

ベーカリー
レストラン

●

店舗概要
洗練された空間で様々なシーンに合わせた雰囲気・料理・ドリンクをご用意。チーズフォン
デュをはじめとしたスタンダードな料理を磨き上げ一瑳風にアレンジ。他では味わえない固
有のスタイルで提供いたします。
300種の焼酎をそろえる「芋蔵」を進化させた「芋蔵 極」が誕生！ 歯応えある軍鶏や旨味
たっぷりの黒豚など、九州を極めた逸品ぞろい。美しい夜景のもとオシャレに焼酎をいただ
く、オトナの時間をどうぞ。
リーズナブルな週替わりランチから本格的なフルコースまで！店内で焼かれる15種類以
上のパンは全てお替り自由です。

テナント名

AMERICAN HOUSE
（アメリカンハウス）

海風季

業態

横浜

初出店状況
神奈川 日本 新ブ ランド

バー&グリル

海鮮・串焼き料理

（かぶき）

天カツ 都夏
海ぶん鍋ぶん

●

てんぷら・串カツ

海鮮・鍋料理

●

店舗概要
厳選した牛肉や漁港から直送された魚介類を400〜800℃になる石釜で焼く蒸す煮る等、
様々な調理方法で提供します。バーカウンターには他で例の無い15本のドラフトタワーが
立ち並び世界のビールを愉しめます。
相模湾で水揚げされる地魚や、岩手県産の黒毛和牛・新鮮な朝びき鳥など厳選したこだ
わりの食材を一流の料理人が調理いたします。和の落ち着いた空間と横浜港の美しい夜
景を楽しみながら本物の味を堪能していただけます。
揚げたて天ぷらと揚げたてカツのコラボレーション、揚げたてを数回に分けて提供いたしま
す。素材にこだわりながらもリーズナブルな価格を実現しました。新感覚『天カツ』お子様か
らお年寄りまでお気軽にご来店ください。
｢
魚、売切御免。」、「鍋、年中無休。」がコンセプト。全て出汁の違う七種類の鍋と全国から
旨い魚を集めた鮮魚料理が自慢の店。さらに朝獲れ地野菜を使用した新鮮で旬を感じら
れる野菜料理もおすすめです。

「ＴＯＣみなとみらい」施設内訳
B 1 〜 7 F ： ショッピングタウン「コレットマーレ」
6 〜 9 F ： シネマコンプレックス「横浜ブルク 13」
７ 〜 8 F ： フィットネスクラブ「MM Ｂegin」
1 0〜 1 9 F ： ホテル「ニューオータニイン横浜」
1 0〜 1 7 F ： オフィス
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 「ＴＯＣみなとみらい」内 各施設に関する問い合わせ先 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
シネマコンプレックス「横浜ブルク 13」に関する問い合わせ先

株式会社ティ・ジョイ 開業準備室長・吉井／運営課 原
TEL 03-3248-8173

FAX 03-3248-8176

フィットネスクラブ「ＭＭ Ｂｅｇｉｎ」に関する問い合わせ先

株式会社ＴＯＬコマーシャル・ディレクション 広報・販売促進課 今井
TEL 03-3836-7718

FAX 03-3844-2377

ホテル「ニューオータニイン横浜」に関する問い合わせ先

HRT ニューオータニ株式会社 開業準備室 八木、中川
TEL 03-3221-4332

FAX 03-3221-4042

