
G’06-01                                ２００６年１月１７日 

２００６年３月１７日（金）、南町田駅前の「グランベリーモール」に新棟が登場 

シネマコンプレックスと１２の飲食・物販店舗がオープン 

東 京 急 行 電 鉄 株 式 会 社 

株式会社東急ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ ｱﾝﾄﾞ ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 

 

東京急行電鉄（本社：東京都渋谷区、社長：越村敏昭）では２００６年３月１７日（金）、東急田園

都市線・南町田駅前のオープンモール型ショッピングセンター「グランベリーモール」（所在地：東

京都町田市鶴間、運営：東急マーチャンダイジング アンド マネージメント＝本社：東京都渋谷区、

社長：米田耕治）内に新棟をオープンします。 

 

今回オープンする新棟は鉄骨造地上４階建て（延床面積約２０，４００㎡）で、２～３階部分に 

㈱東急レクリエーションが運営する、最新のデジタル映像システムを導入したシネマコンプレックス

「１０９シネマズグランベリーモール」（１０スクリーン、総座席数１，７５９席を予定）が出店するほか、

１階部分は１２の飲食・物販店舗で構成される、グランベリーモールでは初めての屋内型モールと

なります。なお４階および屋上は２５７台収容の駐車場となっています。 

 

１階部分に出店する具体的なテナントとしては、飲食店では、㈱グローバルダイニングが展開す

る大型フードコート「フードコロシアム」の第２号店が出店します。店内中央に設けた３つの料理ブ

ースを囲んで３７０の客席がすり鉢状に配置されており、調理の様子を眺めながら、イタリアン、エ

スニック、和食など世界各国の味をお楽しみいただけます。このほか、マイナス９度に冷やした石

（コールドストーン）の上でアイスクリームにナッツやフルーツなどをミックスする新しいタイプのデザ

ートを提供するアイスクリームショップ「コールド ストーン クリーマリー」、愛犬と一緒にお食事して

いただけるよう犬用メニューも揃えたカフェ・レストラン「ワイアード キッチン」の計３店が出店しま

す。 

また物販店では、時代を超えて多くの人たちに愛されている米国人プロゴルファー、アーノルド

パーマーの新ブランドショップ「アーノルドパーマー タイムレス」や、ベイクルーズグループのニュ

ーファミリー層向け新業態店舗「アイボリー コート」などのアパレル関連店舗のほか、知育玩具や

輸入雑貨を取り扱う「グローブキッズ」など計９店が出店します。 

 

東京急行電鉄では、今回の新棟オープンにより、グランベリーモールのエンターテインメント性

を一層高め、これまで以上に幅広い層のお客さまに楽しんでいただける施設にしたいと考えてい

ます。 

なお２００６年３月１８日（土）に実施する田園都市線のダイヤ改正に伴い、土休日に限り南町田

駅に田園都市線の急行列車が停車するようになりますので、グランベリーモールへのアクセスがよ

り一層便利になります。 

グランベリーモールにオープンする新棟の概要は別紙の通りです。 

以 上 
 

 

 

 

 

 



別紙１ 

グランベリーモール新棟の概要 
 

○オープン日  ２００６年３月１７日（金） 
○運  営  東急マーチャンダイジング アンド マネージメント 
○所 在 地  グランベリーモール内（旧 C 駐車場） 
○敷地面積  １５，５１２㎡ 
○延床面積  約２０，４００㎡ 
○建物概要  鉄骨造４階建て（グランベリーモール初の屋内型モール） 
○ゾーン名  オアシス スクエア 
○施設構成  １階：飲食３店舗、物販９店舗 ※店舗面積：約３，０００㎡ 

２～３階：シネマコンプレックス「１０９シネマズグランベリーモール」 

４階・屋上：駐車場（２５７台収容） 

○着  工  ２００５年４月 

○竣   工   ２００６年３月 
 

グランベリーモールの概要 
 
○名  称  グランベリーモール（ＧＲＡＮＤＢＥＲＲＹ ＭＡＬＬ） 

○所 在 地  東京都町田市鶴間三丁目４－１（田園都市線・南町田駅前） 

○アクセス  電車：渋谷駅から田園都市線で約３６分（長津田駅まで急行利用） 

    横浜駅から約２６分（ＪＲ横浜線利用、長津田駅で田園都市線乗り換え） 

       車：東名高速道路・横浜町田ＩＣより国道１６号線経由で約１km 

○敷地面積  約８７，０００㎡ 

○延床面積  約３２，０００㎡ 

○建物概要  鉄骨造平屋建て（一部２階建て）９棟 

○店 舗 数  ８２店（飲食１１店、物販６４店、その他７店） ※新棟分は含まず 

○休 業 日  年中無休 

○営業時間  １０：００～２０：００(一部店舗は除く) 

○駐 車 場  屋外平面駐車場 約１，０００台（一部立体駐車場） ※新棟分は含まず 

○来場者数  年間６７６万人（２００４年度実績） 

○年  商  １６１．４億円（２００４年度実績） 

○開  業  ２０００年４月２１日 

○コンセプト  郊外生活者の充実した日常生活を積極的に支援する売場空間の創出 

○施設内・各ゾーンの特色 
フレッシュベリーマーケット 

新鮮な食材、焼きたてパン、惣菜など、毎日の食卓を彩る食の専門店や、ベーカリー＆

カフェ、中華ブッフェなどの飲食施設からなる駅前のゾーン。 

ホームライフガーデン 

「家族と家庭」をキーワードに、家族で楽しむアウトドアゾーン、日常生活を彩るインテ

リア雑貨、生活雑貨、キッズウェアなどの商品を提供するモール内の中心となるゾーン。 

アウトレットショップス 

都内初の本格的な大型アウトレットモール。ファッションアパレル、服飾雑貨、スポー

ツシューズなど幅広い分野の商品を割引価格で提供するゾーン。 

○お客さまからのお問い合わせ先  グランベリーモール 電話：０４２－７９５－０１０９ 

以 上 



別紙２ 

グランベリーモール新棟１階に出店する各店舗の概要 
 
 
【飲食店】 
 
■店名：フードコロシアム（沖縄に続く第２号店） 

○運 営  ㈱グローバルダイニング http://www.global-dining.com/ 
○業 態  フードコート 
○客席数  ３７０席（テラス席６４席を含む） 
○概 要  ラグジュアリー感溢れる店内にコロシアムの観覧席のごとく配置した客席からは、

店舗中央に設けた料理ブースの様子を眺めながら、イタリアン、テックスメックス、

エスニック、和食などバリエーション豊かな世界各国の本格的な味わいをお楽し

みいただけます。 
 ○主なﾒﾆｭｰ  ガパオライス（８００円）、タイ風グリーンカレー（９２０円）、海鮮あんかけ焼きそば 

（８８０円）、和風パスタ（８００円）、ピッツア（１，１００円～）、せいろそば（７５０円）、

タコス（６００円）、山菜そば（９５０円）、フォッカッチャサンド（４２０円） 
 
■店名：ワイアード キッチン（テラス席へのペット入店可） 

○運 営  カフェ・カンパニー㈱ http://www.wiredcafe.jp 

○業 態  カフェレストラン（軽食、スイーツ、ソフトドリンク、アルコール） 
○客席数  １２０席（テラス席５６席を含む） 
○概 要  お子さまから大人まで親子３代で楽しめるカフェ。「オープンテラスで愛犬ととも

に」(愛犬用に手作りドッグメニューをご用意)、「ラウンジで友人とゆっくりお酒と会

話を」、「充実のスイーツと人気のタコライスをファミリーで」と、日常のさまざまなシ

ーンを自分らしく過ごせるカフェです。 

 ○主なﾒﾆｭｰ ＮＹ BTC ラップサンド（８３０円）、メキシカンタコライス（９８０円）、チョコレートブラ 

      ウニー（５８０円）、ハニーキャラメルフレンチトースト（７３０円） 
キッズメニュー：キッズドリンク（１５０円）、パスタキッズプレート（５８０円～） 

ドッグメニュー：ホームメイドジャーキー（３００円～） 

 
■店名：コールド ストーン クリーマリー 

○運 営  コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン㈱ 

http://www.coldstonecreamery.co.jp 
○業 態  アイスクリームショップ 
○客席数  約４０席 
○概 要  アメリカで１，２５０店舗以上を展開する話題の「コールド ストーン クリーマリー」。

文字通りマイナス９度に冷やした石（コールドストーン）の上で、ベースになるアイ

スクリームとナッツやフルーツを混ぜ合わせて作る、今までのアイスクリームショッ

プとは全く違う新しいタイプのデザートショップです。 
○主なﾒﾆｭｰ コールドストーンオリジナル：ライクイット（４５０円 ）、ラブイット（５８０円 ）、 

ガッタハブイット（９００円） 

 
 
 



【物販店】 
 
■店名：アイボリー コート  

○運 営  ジョイントワークス㈱ http://www.baycrews.co.jp/ 
○業 態  メンズ・レディスウェア、服飾雑貨 
○概 要  ベイクルーズグループの新業態。「TENSE&RELAX」（程よい緊張感の意）をテー

マに持つアイボリーコートは、トラディショナルをベースに程よく時代性を取り入れ

た商品を、ニューファミリー層に向けて提案します。 
○主な商品 メンズ：コットン・ジャケット（１２，０００円～）、コットンパンツ（６，５００円～）、コット

ンシャツ（５，７００円～）、スーツ（４０，０００円～） 

レディス：麻ジャケット（１２，０００円～）、コットンパンツ（６，５００円～）、レース付

ブラウス（５，７００円～）、レース付カットソー（３，８００円～） 
 
■店名：メルローズ クレール 

○運 営  ㈱メルローズ 
○業 態  レディスウェア、服飾雑貨 
○概 要  コンテンポラリー＆デイリーをキーワードに女性のフルシーンを提案します。シン

プルでいて洗練されたオリジナルのレディスクロージングやセレクトされたバッグ、

靴などの雑貨を豊富に取り揃えた生活提案型ショップです。 
○主な商品 カットソー（３，９００～４，９００円）、ボトム（７，９００～８，９００円）、シャツ（４，９００

～５，９００円） 
 
■店名：アヴォスエ 

○運 営  ㈱アンビリオン http://www.unbillion.com/ 
○業 態  服飾雑貨 
○概 要  店名の「アヴォスエ（a vos souhaits）」とはフランス語で「望みが叶いますように」の

意。シンプルでナチュラルなスタイリングの中にその時々のトレンド要素と懐かし

いかわいらしさをミックスしたバッグ、アクセサリー、帽子、シューズなどのファッシ

ョン小物を提案します。 

 ○主な商品  バッグ（３，９００～３２，０００円）、シューズ（６，９００～２６，０００円）、アクセサリー

（４００～５，８００円） 

 
■店名：アーノルドパーマー タイムレス 

○運 営  ㈱レナウン www.renown.com 
○業 態  メンズ・レディスウェア、服飾雑貨 
○概 要  新世代ファミリーに贈るカラフルで楽しいスポーティーカジュアルブランドです。

レディス、メンズウェアからバッグ､帽子､アクセサリーに至るまでトータルでアーノ

ルドパーマーの世界を提案します。 
 ○主な商品 ジャケット（１０，０００～１５，０００円）、ニット（５，０００～８，０００円）、バッグ 

（２，０００～５，０００円）、ブルゾン（７，０００～１０，０００円）、スカート（５，０００～  

７，０００円） 
 
 
 
 



■店名：ダブルラップ／パーリーゲイツ 
○運 営  ㈱サンエーインターナショナル http://www.sanei.net/ 
○業 態  メンズ・レディスウェア、服飾雑貨、ゴルフ雑貨 

《ダブルラップ》 
○概 要  スポーツブランドのセレクトアイテムからファッション性の高いデイリーウェアまで

新しい提案をします。 
 ○主な商品 ブラウス、カットソー、パンツ、スカート、ジャケット、シューズ 

《パーリーゲイツ》 
○概 要  性別年齢を問わず、ゴルフを愛する人に、機能性とファッション性を兼ね備えた

ゴルフウェアを提供します。 
 ○主な商品 ブラウス、カットソー、パンツ、スカート、ブルゾン、シューズ 
 
■店名：プチコキャン 

○運 営  ㈱プチコキャン http://www.petitcoquin.net/ 
○業 態  雑貨 
○概 要  プチコキャンの輸入雑貨は「とっておき！」の輸入雑貨でいっぱいです。フランス

のピローヌ社（pylones）を中心にヨーロッパから直接輸入した、どこにもない雑貨

を販売します。 

 ○主な商品  箸（７８７円）、水筒（４，２００円）、ヘアブラシＳ（１，９９５円）、ドッグリード（３，９９０

円） 
 

■店名：グローブキッズ（国内２号店）およびドコモスポット 
○運 営  ＮＥＣモバイリング㈱ http://www.grobkids.com/ 
○業 態  木製玩具、知育玩具、輸入雑貨、ドコモに関わる各種手続き 
○概 要  「プレゼント」をコンセプトに、「誰かにあげる」「自分にあげたくなる」商品を集めた、

おもちゃから雑貨まで揃う、家族みんなで楽しめるお店です。さまざまな国の個

性派おもちゃやカラフルな商品をご用意。木にこだわったおもちゃや、海外での

ヒット商品も豊富に取り揃えます。また、ラッピングも充実しています。 

         このほか店内にはドコモスポットを併設し、プランの変更から各種お手続きまで、

ドコモに関する全てのご要望にお答えします。お子さまの安心を守るキッズ携帯

もご用意しています。 
 
 

他２店舗 合計１２店舗 

 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙３ 
１０９シネマズグランベリーモールの概要 

 
○名  称  １０９シネマズグランベリーモール 
○運  営  株式会社東急レクリエーション 
○施設面積  新棟２・３階部分他 ６，３０８．５８㎡ 

○スクリーン数  １０スクリーン 
○総座席数  １，７５９席（予定） 

○営業時間  １０：００～２５：００（季節により変動あり）、年中無休 
○入場料金  ※全席指定席で定員入替制 

・一般：１，８００円、大学生・高校生：１，５００円、中学生・小学生・幼児（３歳以上）：１，０００円、

シニア（６０歳以上）：１，０００円 

 ※大学生・高校生・中学生はそれぞれの料金適用に学生証または生徒手帳の提示が必要 
・エグゼクティブシート：２，５００円、ペアシート：４，０００円（お２人様料金） 
・レディースデイ（毎週水曜日、女性のみ）：１，０００円、レイトショー（連日）：１，２００円、ファー 

ストデイ（毎月１日）：１，０００円、夫婦の日＆カップルデイ（毎月２２日、男女ペアの方のみ）：

２，０００円 
○主な特徴 

・コンセッションにはハーゲンダッツショップが出店（シネコンとハーゲンダッツのコラボレーショ 

 ンは１０９シネマズのみ） 
・ロビーにはバルコニースペースを設置し、上映開始までの待ち時間を優雅にサポート。 
・専用テーブルやリクライニング機能を装備した「エグゼクティブシート」、カップルやファミリー 

で楽しんでいただく２人用座席「ペアシート」を設置（一部のシアターのみ） 
・どなたにもお楽しみいただけるように、耳の不自由なお客さま用のアシストフォンや、車椅子専

用鑑賞スペースを全シアターに設置。多目的トイレを設置するほか、ブランケット、チャイルド 

シートも常時ご用意。 
・最新のデジタル映像システム（ＤＬＰデジタルシネマ）をシアター６に導入。 
・１０９シネマズシネマポイントカードのご利用が可能（シネコン初の電子マネーＥｄｙ搭載の１０９

シネマズシネマポイントカードは、６回のチケット購入で１作品の鑑賞が１回無料になるほか、

エグゼクティブシートおよびペアシートを通常料金にてご鑑賞いただけ、インターネットでのピ

ンポイント予約も可能なサービス満載のカードです） 

○各シアターの概要 
シアター１：一般席１８３席、車椅子２席、エグゼクティブシート１２席、ペアシート１２席 計２０９席 

  シアター２：一般席１９４席、車椅子２席  計１９６席 
シアター３：一般席１８０席、車椅子２席  計１８２席 
シアター４：一般席１００席、車椅子２席  計１０２席 
シアター５：一般席１００席、車椅子２席  計１０２席 
シアター６：一般席１８６席、車椅子２席、エグゼクティブシート１２席、ペアシート８席 計２０８席 
シアター７：一般席１０４席、車椅子２席  計１０６席 
シアター８：一般席１３４席、車椅子２席  計１３６席 
シアター９：一般席３９６席、車椅子４席、エグゼクティブシート１６席、ペアシート１６席 計４３２席 

シアター１０：一般席８４席、車椅子２席  計８６席 
○オープン時およびオープン後の主な上映作品 

ナルニア国物語、ＳＰＩＲＩＴ、シリアナ、ニューワールド、ＧＯＡＬ！等 

以 上 



別紙４ 
グランベリーモール新棟・位置図 

 
 
     

南町田駅 
田園都市線 

国道 16 号 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新棟 

以 上 



別紙５ 
グランベリーモール新棟・外観イメージパース 

 
 

以 上 

 


