
 

 

 

 

２０１３年１月１６日 

２０１３年４月２日（火）「武蔵小杉東急スクエア」がグランドオープン 

～毎日の生活に彩りを提供する全９８店舗が出店します～ 

東京急行電鉄株式会社 

 

当社は、２０１３年４月２日（火）、東横線・目黒線武蔵小杉駅直結のショッピングセンター「武蔵小杉東急スクエア」

（以下、本施設）をグランドオープンします。本施設は、武蔵小杉駅前の再開発エリア「ＫＯＳＵＧＩ ＣＯＲＥ ＴＯＷＮ」内

の一施設として開業し、地域の皆さまや武蔵小杉駅をご利用される方の日常生活に彩りを提供する全９８店舗が出店

します。 

 

＜本施設の特徴＞ 

 

■東急武蔵小杉駅ビル 

１階には、気軽にご利用いただけるファストフードや飲食店、コンビニエンスストアなど、利便性の高い店舗を 

揃えました。４階には、幅広いラインナップでお客さまの外食ニーズに応えるレストランフロアのほか、お子さま 

連れのご家族の方にも喜んでいただけるよう、屋外展望デッキを設置しました。５階には、学童保育・保育園 

などの保育施設と美容室・リラクゼーションなどのサービス店舗が出店します。 

 

 ■西街区再開発建物 

東急フードショースライスをはじめとしたこだわりの食ゾーンや、日常使いで気軽に利用できるファッション、 

生活に彩りをそえるライフスタイル雑貨など、毎日に彩りを与えるバラエティ豊かな店舗が出店します。 

本施設の１階・４階は東急線改札口と直結、２階はＪＲ南武線連絡通路と直結し、駅を利用されるお客さまを 

はじめ、地域の皆さまの生活利便性を高めます。 

 

本施設の詳細は別紙のとおりです。 

 

以    上 

 

 

 

 

 

▲新設の改札口からレストランフロアへ入るイメージ図 ▲施設内のイメージ図 



【別紙１】  

 

■ 施設コンセプト 

 

【私のヨリミチコミュニティ】 

地域の皆さまや武蔵小杉駅をご利用されるお客さまが、「ヨリミチ」感覚でご利用いただける使い勝手の良さや、来

店するといつもワクワク感じていただけるようなバラエティ豊かな店舗構成で、毎日「寄り道」したくなる施設を目指しま

す。 

 

 

■ 環境コンセプト 

 

【 ｍｙ ‘Ｈｅａｒｔ’ ｐlace 】 

街にとって、人々の生活にとっての中心（＝Ｈｅａｒｔ）として、人々のこころ（＝Ｈｅａｒｔ）にやすらぎや活力を与え、豊か

にしてゆく環境を創造するため、「Ｎａｔｕｒａｌ＆Ｃａｓｕａｌ」をキーワードに、ナチュラルなテラスのイメージで、明るくやさし

い空間にしました。 

 

 

 

■ 眼下に電車を望める展望デッキ 

 

お子さま連れのご家族の方にも喜んでいただけるよう、屋外 

展望デッキを設置しました。 

２０１３年３月１６日には、東横線と東京メトロ副都心線が相互 

直通運転を開始し、武蔵小杉駅には１０種類以上の電車が 

発着します。展望デッキには、当社９０００系の車両側部を取り

付け、鉄道会社ならではの意匠を凝らしました。 

                      

                                                

▲展望デッキ 

 

■ デジタルサイネージ 

 

建物の屋内外に計２４台のモニターを設置し、館内の最新情報をリアルタイムに配信します。 

また、レストランフロアに設置するモニター１台には、カメラ型センサーを搭載、お客さまの動きに合わせて、映像が変

化するなど、レストランでお席をお待ちのお客さまにも楽しく時間を過ごせるような遊びを仕掛けています。 

 

 

■ ホームページ 

 

プレサイトを本日付でオープンしました。 

URL： www.kosugi-square.com 

 

 

以    上 



 

 

 

 

 

 

 

 

住宅 

 

 

【別紙２-１】 

 

武蔵小杉東急スクエア店舗一覧      

 

  

 

   

東急フードショースライス出店店舗 

 

 

このほか、同フロア内には、地権者店舗として下記店舗が出店を予定しています。 

 マルエツ（食品スーパーマーケット）         ㈱マルエツ            お問合せ先：０３－３５９０－００１６ 

 クイックサービス（靴修理・合鍵）           ㈱クイックサービス                                             お問合せ先：０３－３８７６－２３７１ 

 和inＢＡＲ ヨンパチ食堂（ワインバル・カフェ）   ㈱大寿                                                                                    お問合せ先：０４４－７９８－０８０２ 
※『武蔵小杉東急スクエア』には含まれません。 

会社名 店舗名 業種

㈱ビー・ワイ・オー 和食屋の惣菜 えん 和惣菜

㈱ハオチャオズ 好餃子 点心

㈱アサヒブロイラー 鳥麻（とりあさ） 鳥惣菜

㈱知久 知久屋（ちくや） 和惣菜

㈱イワイ おむすび権米衛 おむすび

井筒まい泉㈱ まい泉 とんかつ

㈱米八東日本 おこわ米八（よねはち） おこわ・和惣菜

㈱崎陽軒 崎陽軒 シュウマイ

㈱山銀 築地　勝鬨寿司 江戸前寿司

㈱スマイルズ 家で食べるスープストックトーキョー スープ

㈲オネスト NINA（ニーナ） アイスクリーム

会社名 店舗名 業種

㈱東急百貨店 東急フードショースライス ※下記参照 食料品・イートイン

㈱ドンク ドンク・ミニワン ベーカリーカフェ

㈱大寿 大野屋商店 食料品・酒類

㈱ＣＦＳコーポレーション ハックドラッグ 調剤薬局、ドラッグストア

いずみライフデザイナーズ㈱ ほけん百花 保険・コンサルティング

東京急行電鉄㈱ テコプラザ 旅行代理店

東京急行電鉄㈱ 東急電鉄　住まいと暮らしのコンシェルジュ 不動産・新築リフォーム・無料相談

イッツ・コミュニケーションズ㈱ iTSCOMスポット 情報通信・サービス

西街区再開発建物 １Ｆ    

出来立て・作りたて・わくわく・ドキドキを提

供する東急フードショースライスをはじ

め、駅直結で便利に立ち寄れるベーカリ

ーなど、地域で一番の食ゾーンを形成、

地元のお客さまの毎日の食卓をサポート

します。 

★東急線改札口から直結 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅 

 

 

【別紙２－２】 

 

 

 
 

東急フードショースライス出店店舗 

会社名 店舗名 業種

株式会社アンデルセン アンデルセン ベーカリー

株式会社メルヘン メルヘン サンドイッチ

株式会社ロックフィールド ＲＦ１ 洋惣菜

株式会社ロックフィールド Ｆｒ２ フレッシュフライ 洋惣菜

カネ美食品株式会社 イーション バイ ケーステージ 米飯惣菜

株式会社アローズ いちごの樹 洋菓子・フレッシュジュース

株式会社アッシュ・セー・クレアシオン Ｃキューブ 洋菓子

株式会社新保哲也アトリエ Ｒ．Ｌ（エール・エル） ワッフル

株式会社豊島屋 鎌倉豊島屋 鳩サブレ

株式会社スエヒロ 菓子匠　末広庵 和菓子

東急百貨店プロデュース 諸国銘菓 ご当地菓子の編集売場

株式会社ヨックモック ぐるチュロ チュロス

白ハト食品工業株式会社 おいもさんのお店 らぽっぽ おいも菓子

東急百貨店プロデュース Tｈｉｓ　ｗｅｅｋ 期間限定スペース

会社名 店舗名 業種

㈱東急百貨店 東急フードショースライス　※下記参照 食料品・イートイン

㈱キャメル珈琲 カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品

スターバックス コーヒー ジャパン㈱ スターバックス コーヒー カフェ

㈱ジュン ロペピクニック　フルール レディス・服飾小物

㈱ワールド ＩＮＤＥＸ レディス・服飾小物

㈱クロスカンパニー earth music&ecology premium store レディス・服飾小物

㈱ポイント ミコア　ローリーズファーム レディス・服飾小物

㈱東京デリカ ＳＡＣ’Ｓ　ＢＡＲ バッグ・服飾小物

ブルーブルーエジャパン㈱ ブルーブルーエ 服飾・生活雑貨

㈱フードコスメ スキンフード 自然化粧品

西街区再開発建物 ２Ｆ    

お友達のお宅に訪問するときや、ホームパー

ティを開くときなど、便利に使えて頼りになる 

デリやワイン・輸入食材・スイーツ店舗を揃え

ました。また、同フロアに、気軽に利用できる 

ファッション・服飾雑貨を展開し、日々のお買い

物のついでに寄り道していただけます。 

★JR南武線連絡通路に直結 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅 

 

 

【別紙２-３】 

                       

 

 

 

 

 

会社名 店舗名 業種

㈱有隣堂 有隣堂 書籍・雑誌

㈱レナウン アーノルドパーマー タイムレス レディス・メンズ・キッズ

㈱グラフィス グラニフ レディス・メンズ・キッズ

東京シャツ㈱ ＢＲＩＣＫ ＨＯＵＳＥ ｂｙ Ｔｏｋｙｏ Ｓhirts メンズ・レディス

㈱エービーシー・マート ＡＢＣ‐ＭＡＲＴ シューズ

㈱マーレマーレ・ジャパン マーレマーレデイリーマーケット シューズ

タビオ㈱ 靴下屋 靴下

㈱ウェルカム Ｇｅｏｒｇｅ’ｓ 服飾・生活雑貨・メンズ・レディス

㈱パル ３ＣＯＩＮＳ 服飾・生活雑貨

㈱ゾフ Ｚｏｆｆ メガネ・サングラス

河淳㈱ ＫＥＹＵＣＡ 生活雑貨・カーテン

文商事㈱ 神楽坂 茶寮 和カフェ

会社名 店舗名 業種

㈱ユニクロ ユニクロ レディス・メンズ・キッズ

㈱東急ハンズ ハンズ ビー 生活雑貨

㈱富士通パーソナルズ ドコモショップ 携帯電話・修理・各種サービス

㈱パレモ Hare no hi from 木糸土 生活雑貨・レディス・メンズ

西街区再開発建物 ４Ｆ    

書店や雑貨店・カフェなど、ふらっと寄り道し

たつもりが、あっという間に時間が過ぎてし

まいそうなバラエティに富んだフロアです。

カジュアルでデイリー性の高いファッション

や生活雑貨など、男女問わずお楽しみいた

だけます。 

西街区再開発建物 ３Ｆ    

大型専門店のユニクロ・ハンズ ビー・ド

コモショップなどが出店、駅直結の施設

ならではの幅広いお客さまのニーズに

応えます。 

★東急武蔵小杉駅ビルと直結 



 

 

 

 

 

 

 

 

住宅 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅 

 

 

【別紙２-４】 

 

 

 

 

 

 

会社名 店舗名 業種

㈱ポピンズ ポピンズナーサリースクール 認可保育所（予定）

㈱キッズベースキャンプ キッズベースキャンプ 学童保育

㈱栄光 栄光ゼミナール/栄光サイエンスラボ 学習塾

㈱富士通パーソナルズ くものきょうしつ 講習教室・イベントスペース

㈱田谷 ＴＡＹＡ 美容室

㈱アプレラプリュイ ＡＰＲＥＳ ＬＡ ＰＬＵＩＥ ネイルサロン

㈱ボディワーク リラクゼーションスペース　ラフィネ リラクゼーション

ラ・シルエット（株） シルエット 眉&まつ毛専門サロン

HOYA㈱ アイシティ コンタクト

会社名 店舗名 業種

㈱ティーケーエス 味のデパート　ＭＡＲＵＫＡＭＩ 回転寿司・居酒屋

㈱イメージネットワーク 韓国酒家・韓国家庭料理　吾照里 韓国料理

㈱ビー・ワイ・オー おぼんdeごはん 和洋定食・カフェ

㈱ビー・ワイ・オー 創作うどんと釜飯　かかや うどん・釜飯

ジローレストランシステム㈱ ポルケッタ イタリアン

㈱リン・クルー こて吉 お好み焼き・鉄板焼き

㈱商業藝術 めん、色いろ。いつでも、おやつ。 パスタ・カフェ

カフェ・カンパニー㈱ WIRED CAFE カフェ

㈱ノース・フィールド 洋食亭ブラームス 洋食

㈱日本レストランエンタプライズ 野菜を食べるカレー　camp express カレー

㈱グリーンハウスフーズ 恵比寿かつ彩 とんかつ

㈱南国酒家 広東炒麺　南国酒家 中国料理

東急武蔵小杉駅ビル ４Ｆ   

駅ホーム上部に新設される改札口に直結する 

レストランフロアには、気軽におひとりさまから 

ご利用いただけるカフェや、家族団欒の席にも 

対応できる店舗まで、和洋中バラエティ豊かな 

飲食ゾーンを形成し、多様な飲食ニーズに応え

ます。 

★ 新設改札に直結。 

★ 西街区再開発建物４Ｆと接続。 

★ 展望デッキの設置。 

東急武蔵小杉駅ビル ５Ｆ   

「育児」や「家事」・「仕事」などで忙しい女性にも嬉しい駅直結の保育施設と、 

美容室・リラクゼーションなどのサービス店舗で、お客さまの癒しの時間をサ

ポートします。 

★西街区再開発建物５F（川崎市立中原図書館）と接続。 



【別紙２－５】 

 

 

                      

▲南口イメージ図  ※実際の計画と異なる場合がございます。 

 

南口改札側 新規出店店舗 

 

南口改札側 既存出店店舗 

 

正面改札側 ２０１２年１２月１４日オープン店舗 

会社名 店舗名 業種

㈱みずほ銀行 みずほＡＴＭコーナー ＡＴＭ

㈲下野重三郎商店 宝くじショップ 宝くじ

㈱ヴィノスやまざき ヴィノスやまざき ワイン・雑貨

㈱ＹＵＮＡＲＩ つけめんＴＥＴＳＵ ラーメン

㈱ＹＵＮＡＲＩ 濃厚博多豚骨たかくら ラーメン

㈱フレッシュネス フレッシュネスバーガー ファストフード

㈱東急グルメフロント ケンタッキーフライドチキン ファストフード

㈱ダスキン ミスタードーナツ ファストフード

会社名 店舗名　　　　　　　　　　　　　　　　※営業中 業種

㈱東急ストア 東急ストア スーパーマーケット

㈱日本橋屋長兵衛 日本橋屋 和菓子

㈱ホットランド 築地銀だこ たこ焼

㈱テンコーポレーション 天丼 てんや 天丼・てんぷら専門店

㈱グローバルスポーツ医学研究所 てもみん リラクゼーション

㈱東急ｽﾃｰｼｮﾝﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ ＱＢ ハウス 理容室

会社名 店舗名　　　　　　　　　　　　　　　　※営業中 業種

㈱パーク・コーポレーション 青山フラワーマーケット 花屋

㈱ドリームコーポレーション BAGEL & BEGEL with She Knows Bakery ベーグルカフェ

㈲ムラ・クリエイティブハウス before the boom アクセサリー・服飾小物

㈱東急グルメフロント タリーズコーヒー カフェ

㈱銀座コージーコーナー 銀座コージーコーナー 洋菓子

㈱東急ｽﾃｰｼｮﾝﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ LAWSON+toks コンビニエンスストア

東急武蔵小杉駅ビル １Ｆ 【ステーションマーケット】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅

 

 忙しい毎日を送るお客さまに、便利

なファストフードや飲食店、コンビニ

エンスストア・ATMなど、いつも近く

にあると便利な店舗を揃えました。 



【別紙３】 

 

■ 武蔵小杉東急スクエア 施設概要 

   ○売場面積  １１，２０４㎡ （既存店舗含む） 

   ○店 舗 数   計 ９８店舗 （既存店舗含む） 

   ○開 業  ２０１３年４月２日（予定） 

   ○運営会社  東京急行電鉄株式会社 

※東急線武蔵小杉駅南口構内の既存店舗と、建設中の東急武蔵小杉駅ビルおよび西街区再開発建物の一部フロアを、一体

の商業施設として当社が運営します。 

 

■ 外観イメージ 

    
▲西街区再開発建物 イメージ図                            ▲東急武蔵小杉駅ビル イメージ図 

※実際の計画と異なる場合がございます。 

 

■建物概略図  ※武蔵小杉東急スクエアは「小杉コアタウン」内の一施設として開業します。 

 

 

以   上 

 住 

宅    
 

４階： 

５階： 

１階：  （先行開業６店舗および南口構内店舗） 

東急東横線・目黒線 ホーム階 

【東急武蔵小杉駅ビル】 
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１階： 

 

５・６階：川崎市立中原図書館 

３階： 

２階： 

４階： 

 

【西街区再開発建物】 
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新 設 改 札

【東街区再開発建物】 

Ｊ
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展望デッキ

正面口・南口 改札

武蔵小杉東急スクエア 小杉コアタウン 


