
 

 

２０１５年１０月２８日 

 

東急線沿線のさらなる魅力向上に向けて 

駅直結型商業施設「エトモ中央林間」１２月７日（月）開業！ 

   「RINKAN VILLAGE（リンカンビレッジ）～中央林間の心地よいランドマークへ～」をコンセプトに 

東京急行電鉄株式会社 

 

当社は、１２月７日（月）、田園都市線中央林間駅に駅直結型商業施設「エトモ中央林間」（以下、本施

設）を開業します。 

   

 当社では、沿線の皆さまがイキイキと働き、快適に暮らし、楽しみのある街を実現するために、「いい街 

いい電車 プロジェクト」に取り組んでいます。その重点施策として東急線駅構内・高架下・駅ビルの店舗

開発およびリニューアルの推進を掲げており、この度の開業もその一環としての取り組みです。 

  

 本施設は、「RINKAN VILLAGE（リンカンビレッジ）～中央林間の心地よいランドマークへ～」をコンセプ

トとし、東急ステーションリテールサービスが運営し、人気のスイーツ店が週替わりで出店する「MY 

SWEETS」が全国で初出店するほか、東急ハンズが手掛ける小型雑貨店とカフェの複合店「hands be & 

cafe」が神奈川県で初出店します。さらに、東急グルメフロントの運営によるフードコートを新設するなど、

中央林間駅の利用者や住民の方々に日常的にご利用いただける２６店舗を揃えました。 

また、本施設の開業に伴い、田園都市線と小田急線を結ぶ１階コンコースの改修工事を実施します。

吹き抜けにＬＥＤ照明の光天井を設置することで、駅全体が明るく生まれ変わります。 

田園都市線中央林間駅は、田園都市線の起点駅として、また小田急線との乗換駅として、１日あたり

約１０万人が利用するターミナル駅です。本施設の開業は、１９８４年の同駅開業以来、初の大規模リニ

ューアルとなります。 

 

当社は、今後も「いい街 いい電車 プロジェクト」のもと、積極的に商業施設開発を進めることで、東

急線沿線の価値向上に努めます。    

エトモ中央林間の詳細は別紙の通りです。 
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【別紙】 

 

■「エトモ中央林間」概要 

○開 業 日    ２０１５年１２月７日（月） 

○所 在 地    神奈川県大和市中央林間四丁目４３０９－３他 

○施 設 コ ン セ プ ト    「RINKAN VILLAGE（リンカンビレッジ） 

～中央林間の心地よいランドマークへ～」 

○店 舗 数    ２６店舗（うち新規開業１５店舗） 

○店 舗 面 積     ２８００．０２㎡ 

○営 業 時 間    店舗により異なる 

 

 

 

■エトモについて 

「駅と、もっと 街と、もっと」をキャッチコピーとし、駅ごとの特色にあわせ

た店舗を誘致、展開する街に溶け込むような施設デザインとした、駅と街

をつなぐコミュニティ型商業施設ブランドです。 

これまで江田、自由が丘、鵜の木、市が尾の４施設を展開しており、中央林間が５施設目となります。 

エトモ公式サイト http://www.tokyu-etomo.com/ 

 

 

■「いい街 いい電車 プロジェクト」について 

当社は、人々がイキイキと働き、快適に暮らし、さまざまな楽しみがある街を実

現するために、「いい街 いい電車 プロジェクト」をスタートしました。 

お客さまの「安心感と満足感のより一層の充実」を目指す取り組みや、沿線紹

介、イベントなどを、ポスターやウェブなどを使ってお知らせし、お客さまや地域

の方々とさらに深いコミュニケーションを図っていきます。 

ＷＥＢサイト「いい街 いい電車 プロジェクト」http://ii.tokyu.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.tokyu-etomo.com/
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■エトモ中央林間店舗一覧   

フロア 区分 テナント名／運営会社名 業態 店舗紹介 

１F 新店 

おむすび権米衛 手づくり 

おむすび 

専門店 

「精米したて、炊きたて、むすびたて」ひとつひと

つ「手むすび」したおむすびを１個１００円(税別)

からご用意しています。 株式会社イワイ 

１F 新店 

ハマケイ 
鶏惣菜 

専門店 

ヘルシーでジューシーな鶏惣菜や焼鳥を心を込

めてお作りしている鶏専門店です。当店では使用

している鶏肉は全て国産です。 株式会社ハマケイ 

１F 新店 

SEN 鮮 ぐるめ亭 
持ち帰り寿司 

・ 

海鮮どんぶり 

イートイン 

魚河岸直送・産地直送のねたを使った持ち帰り

寿司と、三崎のまぐろたっぷりの海鮮どんぶり専

門店。こだわりのまぐろは絶品です。 
株式会社マエザワフーズ 

１F 再出店 

ケンタッキー・フライド・チキン 
フードコート 

(フライドチキ

ン) 

KFC 創業者カーネル・サンダースが調理法を完

成させた１９３９年以来、変わることなく受け継が

れてきたフライドチキンです。 株式会社東急グルメフロント 

１F 新店 
築地銀だこ フードコート 

(たこ焼き) 

厳選素材を使用して、活気と親しみに満ちた雰囲

気の中で、熟練の職人が一つひとつを心を込め

てアツアツのたこ焼きを焼き上げます。 株式会社東急グルメフロント 

１F 新店 

カレーショップ C&C 
フードコート 

(カレー) 

玉ねぎの甘みと 28 種類のスパイスの辛さのバラ

ンスが絶妙なカレーソースで、一度食べたら忘れ

られない「あとひく」旨さです。 株式会社東急グルメフロント 

１F 新店 

MY SWEETS 
週替わり 

スイーツ 

販売店 

人気のスイーツ店が週替わりで出店します。自分

へのご褒美や大切な人へのプレゼントにご利用く

ださい。 株式会社東急ｽﾃｰｼｮﾝﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ 

１F 再出店 

マクドナルド 
ハンバーガー

レストラン 

 

お客様により身近に感じていただく快適な空間と

最高のスマイルで、お客様のご来店を心よりお待

ち致しております。 

※先行オープン予定 
日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

１F 既存店 

銀座コージーコーナー 
洋菓子販売 ご自宅用からご贈答用まで、種類も豊富に取り揃

えております。エトモ中央林間にお立ち寄りの際

は、お客様のご来店をスタッフ一同、心よりお待

ちしております。 
株式会社銀座コージーコーナー 

１F 既存店 

ミスタードーナツ 
飲食店 中央林間のミスタードーナツはテイクアウト専門

店です。毎日、手作りしているドーナツです。お土

産・おやつにぜひご利用下さい。 株式会社ダスキン 

１F 既存店 

ヴィ・ド・フランス・カフェ カフェ 

ベーカリー 

毎日の暮らしにつかの間のフレンチスタイルを。

焼きたてのパンをご用意してお待ちしておりま

す。 
株式会社東急グルメフロント 

１F 既存店 

ローソン＋トークス 
コンビニエン

スストア 

大人気スイーツや淹れたて挽きたてのマチカフェ

コーヒーなど、この時期にぴったりな商品を豊富

にラインナップしております。 株式会社東急ｽﾃｰｼｮﾝﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ 

１F 既存店 

ミスターミニット 
靴修理 

・ 

合カギ作製 

靴修理と合カギ作製を軸に、お客様の大切なも

のを長くお使いいただく為のサービスを提供いた

します。 
株式会社東急ｽﾃｰｼｮﾝﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ 



１F 既存店 

しぶそば 
駅そば 身体に優しく、時間に優しく、環境に優しく、時代

とともに歩む、味にこだわりを持った「エキそば」

です。 
株式会社東急グルメフロント 

１F 既存店 
みずほ銀行 ATM コーナー 銀行 ATM  

株式会社みずほ銀行 

１F 既存店 

三菱東京 UFJ 銀行 

ATM コーナー 

銀行 ATM  

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

２F 新店 

ハンズ ビー 
生活雑貨 東急ハンズが提供するライフスタイルショップで

す。日常の生活に彩りを加える、魅力ある商品を

セレクトしました。 株式会社東急ハンズ 

２F 新店 

Salut! 
インテリア 

雑貨 

salut!は、￥９９０+tax を中心とした雑貨屋さんで

す。 

株式会社パル 

２F 新店 

スリーコインズ 
生活雑貨 

・ 

服飾雑貨 

ベーシックからカラフルアイテムまで何度でも 

行 き た く なる ３ ０ ０円 ( 税別 ) アイ テム 中心 の

HAPPY STORE ”3COINS” 

 
株式会社パル 

２F 新店 

マルシェ ド ブルーエ プリュス 
雑貨 ヨーロッパのマルシェにあるストール(路面店)のよ

うなお店。季節感のある雑貨やギフトにぴったり

の雑貨も取り揃えています。 ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｰｴｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

２F 新店 

ハンズカフェ 
カフェ 東急ハンズならではの新しいカフェスタイルをご

提案。こだわりのコーヒーやスイーツを楽しむこと

ができます。 
株式会社東急ハンズ 

２F 新店 

大阪王将 
中華食堂 『餃子の美味しい中華食堂 大阪王将』は、創業

昭和四十四年。名物『元祖焼き餃子』は、長年多

くの皆様から愛されています。 
イートアンド株式会社 

２F 新店 

大戸屋 
飲食店 家庭食の代行業として、準備から一貫して店内で

調理することで、素材の新鮮さを損なうことなく出

来たての美味しさを提供します。 株式会社大戸屋 

２F 再出店 

文教堂 
書店 最新刊から話題の本まで、充実の品揃えでご提

供いたします。再出店をして、ますます便利で愛

される書店を目指します。 株式会社文教堂 

２F 新店 

カ・ラ・ダ ファクトリー 
整体×骨盤 

(リラクゼーシ

ョン) 

肩、腰、背中などの不調でお悩みの方へ、独自

開発の技術でお客様の健康と予防を提供する 

トータルボディケアサロン。 株式会社ﾌｧｸﾄﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 

２F 新店 

JINS 
メガネ 

・ 

サングラス 

定番から最新トレンドのフレームを、薄型非球面

レンズ込で、４，９００円(税別)から取り揃えていま

す。 株式会社ジェイアイエヌ 

 


