
 

２０１９年２月２２日 

 

田園都市線あざみ野駅周辺の３施設を一体リニューアル！ 

あざみ野駅直結 「エトモあざみ野」 ３月２８日（木）開業 

   「ヨリミチコミチ～豊かな時間を辿る場所～」をコンセプトにエトモブランド最多の３５店舗が出店 

東京急行電鉄株式会社 

当社は、田園都市線あざみ野駅周辺に隣接して並ぶ３施設を、エトモ１０店舗目となる「エトモあざみ野」（以下、

本施設）として、３月２８日（木）、一体的にリニューアルオープンします。 

 

本施設は、エトモブランド最多、神奈川県初出店の５店舗を含む３５店舗が出店し、「ヨリミチコミチ～豊かな時

間を辿る場所～」のコンセプトのもと、あざみ野の持つ洗練されたイメージを醸成するとともに、周辺にお住まいの

お客さまやあざみ野駅を乗り換えでご利用になるお客さまの日常をより便利で豊かにする施設を目指します。 

 

本施設は、駅周辺の３施設で構成され、駅構内では、出来立て商品が並ぶ東急フードショースライスが１３店舗

の食物販ゾーンを展開するほか、ヒビヤカダンスタイルが新規出店し、生活を彩ります。駅西側の第２東急あざみ

野ビルには、地下１階に昼夜問わずに利用しやすい人気飲食店６店舗が新規出店するほか、建物前に庇を新設

し、駅から雨に濡れずにお立ち寄りいただけるようになります。また、駅東側に位置する東急あざみ野ビルは、既

存の東急ストアが、これまで以上に地域のお客さまの生活に寄り添った店舗を目指し、２０１９年夏頃を目途にリ

ニューアルを予定しています。 

 

あざみ野駅は、田園都市線で渋谷から急行２４分、横浜市営地下鉄ブルーラインの始発駅で横浜まで２８分と

好アクセスの駅で、２路線の乗換駅としてのご利用も多く、東急線全９７駅中９位の１日約１３万人のお客さまにご

利用いただいています。横浜市営地下鉄ブルーラインが、２０３０年を目標にあざみ野駅から先、新百合ヶ丘駅ま

で延伸される予定で、今後より交通利便性の高い駅になることが見込まれます。 

 

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、本施設もその一環としての取り組みです。 

今後も、積極的に商業施設開発を進め、さらなる生活の利便性・快適性の向上に努めることで、「日本一住み

たい沿線 東急沿線」を実現します。 

エトモあざみ野の詳細は別紙の通りです。 

 

  以  上 

 

 

 

 

 

▲あざみ野駅構内イメージ            ▲東急あざみ野ビルイメージ        ▲第２東急あざみ野ビルイメージ 



【別紙】 

■「エトモあざみ野」概要 

○開 業 日    ２０１９年３月２８日（木） 

○所 在 地    神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－１－１ ほか 

○施 設 コンセプト    「ヨリミチコミチ～豊かな時間を辿る場所～」 

○店 舗 数    ３５店舗（うち新店１８店舗） 

○店 舗 面 積     ８，８２５．５㎡ 

○営 業 時 間    店舗により異なる 

 

■テナント一覧 

①エトモあざみ野 駅構内  

 

階

数 
区分 テナント名／運営会社名 業態 店舗紹介 

B1F 既存 

QBハウス ヘアカット 

専門店 

一般サロンで行うシャンプー・ブロー・シェービングなどはサービス

に含まず、「カット」のみに特化したヘアカット専門店です。 
株式会社東急ステーションリテールサービス 

B1F 既存 

あざみ野駅内郵便局 郵便、貯金 

保険 

 

日本郵便株式会社 

B1F 既存 ウエルネスあざみの整骨院 

整骨 

鍼灸 

マッサージ 

  「あなたの身体、トトノエます」 身体の痛みや不調を、あなたの

ライフスタイルに合わせて資格者が施術を行います。無料相談も受

け付けています。お気軽にご来院ください。 

1F 新店 

ヒビヤカダンスタイル フラワー 

ショップ 

「そばにいつも花のある暮らし』をコンセプトに旬のお花を使った誕

生日や記念日など様々なシーンを彩る商品を多数取り揃えるフラ

ワーショップです。 株式会社日比谷花壇 

1F 既存 

あざみ野駅行政サービスコーナー 

行政 

 

横浜市 

1F 既存 

つけめん TETSU 
らーめん 

つけめん 

最大の特徴は、地域に合わせた麺とスープをご用意しお客さまに

提供することです。あざみ野店では中太ストレート麺に豚骨×鶏×

魚介のトリプルスープを合わせています。 
株式会社ＹＵＮＡＲＩ 

1F 既存 

しぶそば そば、 

うどん、丼、 

定食 

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 

三菱 UFJ銀行 ATM 

ATM 

 

株式会社三菱 UFJ銀行 

1F 既存 
ローソンプラストークス コンビニエ

ンスストア  

コンビニエンスストア「LAWSON」と駅売店「toks」の機能を融合させ

たエキナカのお店です。便利に、気軽にご利用いただけます。 
株式会社東急ステーションリテールサービス 

MAP 

① 

③ 

② 



東急フードショースライス（１３店舗）（運営：株式会社東急百貨店） 

1Ｆ 
新店 

（新業態） 
東急フードショーカフェ カフェ 

東急フードショーが提案する、とびきりのコーヒーとできたてフード

が手軽に楽しめるカフェ。フロア内でのお買物が持込可能なほ

か、期間限定イベントも開催、毎日通いたくなるお店です。 

１F 
新店 

（新業態） 
goodish by Rosenheim 洋惣菜 

野菜とお肉をおいしく食べるデリカテッセン。サラダを中心に野菜

とお肉をバランス良くおいしく味わえるメニューを提案。より豊か

な日常の食卓をご提案します。 

１F ◎新店 リナトキッチン 和洋惣菜 

四季が育む美味しい食材。全国から厳選したこだわりの食材た

ち。rinato kitchen は、毎日食べても飽きない満足ご飯。毎日の食

卓・毎日のランチ・ホームパーティーに。 

１F ◎新店 ブールミッシュ アルティザン スイーツ 

１９７３年創業のブールミッシュが生んだ新たなブランド「ブールミ

ッシュ アルティザン」。洗練された確かな技術を基に更なる進化

を遂げました。 

１F ◎新店 わらび餅 すみ田 和菓子 

本蕨粉と国産黄粉を贅沢に使用して丁寧に作り上げるすみ田の

わらび餅。本蕨のモチモチとした歯ごたえと、黄粉の香りの絶妙

なハーモニーをお楽しみください。 

１F 新店 京樽・重吉 
おにぎり 

寿司 

伝統の技でつくり上げる絶品のお鮨をどうぞ。定番の茶きん鮨や

上方鮨、新鮮ネタの江戸前鮨、おむすびなど、多数取り揃えてい

ますので、お食事・お土産にご利用下さい。 

１F 新店 麻布あさひ 焼鳥 

鶏専門店ならではの季節ごとの多彩な焼鳥・鶏惣菜メニューをご

提供します。新鮮で安全、こだわりの原料を使用し、手間ひまか

け手作りの味です。 

１F 新店 フロ プレステージュ 
洋惣菜 

スイーツ 

旬のフルーツを使って店内で焼き上げる出来立てのタルトや、素

材にこだわったケーキ、贈り物におすすめの焼き菓子など、フラ

ンスのエスプリから生まれたスイーツとデリカを取り揃えていま

す。 

１F 新店 とんかつ新宿さぼてん とんかつ 

創業５０余年のとんかつ専門店です。さぼてんならではの匠な技

で、健康を考えた揚げ物を中心に、バラエティー豊かなお弁当、

かつサンド、そして季節限定商品を取り揃えています。 

１F 新店 カンナムキンパ 韓国惣菜 

素材にこだわった「キンパ（韓国海苔巻）」の専門店です。具だくさ

んの「７種具材の野菜キンパ」、韓国版すき焼きの「プルコギキン

パ」など、ヘルシーで美味しいキンパをどうぞ。 

１F 新店 紅燈籠 
中華惣菜 

点心 

店内厨房で鍋を振り出来立ての料理を提供。オリジナルの素材

やメニューを提案。お手頃価格で本格的な中華料理を楽しめま

す。 

１F 新店 （仮称）ワインショップ ワイン 

 

１F 再出店 ブーランジェリーポール ベーカリー 

”リュスティック・シック”＝素朴でおしゃれ、をコンセプトに、厳選し

た素材と伝統的な製法を用いた、パンやヴィエノワズリー、サンド

イッチをお届けします。 

     ◎ は神奈川県初出店 

 

 

 

 

 



 

②エトモあざみ野 東急あざみ野ビル 

  
階

数 
区分 テナント名／運営会社名 業態 店舗紹介 

1F 既存 

東急ストア スーパー 

マーケット 

生鮮食品や食料品・日用品はもちろん、店内手作りのお惣菜

や、焼きたてベーカリーも豊富に取り揃えました。 

株式会社東急ストア 

1F 既存 

タリーズコーヒー 

カフェ 

最高の品質を追求し、一杯一杯手作りで提供する本格的なエス

プレッソを気軽にお楽しみいただけるスペシャルティコーヒーショ

ップです。 タリーズコーヒージャパン株式会社 

1F 既存 

天ぷら権八 天ぷら 

そば 

手打ち蕎麦やサクサクの天ぷら、他にも季節の食材を生かした

料理をご用意しています。会社帰りに、飲み会に、ランチや家族

とのお食事に、幅広いシーンでご利用いただけます。 株式会社グローバルダイニング 

2F 既存 

炭焼き権八 炭火焼き鳥

そば 

オシャレな店内で本格蕎麦、炭火焼き鳥とお酒が楽しめるお店。

お料理は備長炭で焼く本格的な焼き鳥はもちろん、手打ちのお

蕎麦、またデザートもご用意しております。 株式会社グローバルダイニング 

3F 既存 ごう矯正歯科 矯正歯科 

 

 

 

③エトモあざみ野 第２東急あざみ野ビル 

  
階

数 
区分 テナント名／運営会社名 業態 店舗紹介 

B1F ◎新店 

らーめんとカラアゲ あの小宮 

らーめん 

あの小宮の定番のらーめんとつけめんに、ジューシーなお肉に

ザクザクの衣をまとったカラアゲやふわふわ新食感のしょうが

焼きを提供します！カラアゲはテイクアウトもご利用ください！ 
株式会社 KOMIYA THESECONDCHALLENGE 

B1F ◎新店 

ビーンズアンドロースターズ 

カフェ 

ミルクから選ぶ LATTE を、一日中食べたくなるブランチメニュー

やワッフルパンケーキとご一緒に。ほっこりおしゃれな空間で自

分の時間を過ごせるカフェです。 
UCC フードサービスシステムズ株式会社 

B1F 新店 CONA イタリアン 石窯で焼く生地から手づくりの『本格ピッツァ』約３０種類が ALL

MAP 

MAP 

２あざ 

東口 

西口 

① 

③ 

② 

① 

③ 

② 



株式会社 INGS 
レストラン ５００円（税別）でお召し上がりいただけます。各国から厳選した

約８０種類のワインボトルもご提供しております。 

B1F 新店 

café solare Tsumugi 

和カフェ 

袋布向春園オリジナルブレンドの日本茶ハーブティー、抹茶や

ほうじ茶を使用したスイーツを提供する和カフェ。感度の高い女

性のためのくつろぎ空間を提供いたします。 株式会社プロントコーポレーション 

B1F 新店 

じねんじょ庵 
蕎麦 

ダイニング 

SNS・インスタで話題の「楽しい蕎麦屋さん」です。希少な自然

薯料理など豊富なメニュー。味と香り、のど越しにまでこだわっ

た店仕込みの「蕎麦」も自慢です。 
株式会社太陽エンタープライズ 

B1F 再出店 

ケンタッキーフライドチキン ファストフー

ド（フライド 

チキン） 

本当のおいしさをお届けするために、私たちが求め続けている

こと。それは品質へのこだわりです。新鮮な国産ハーブ鶏を１本

１本お店で手づくり、誰もまねのできないおいしさです。 株式会社東急グルメフロント 

B1F 改装 

エクセル美容室 

美容室 

スタイリスト、カラーリスト、ヘアエステシャン、各分野のスペシャ

リストが揃う、心からお寛ぎいただける大人のためのサロンで

す。ご都合に合わせてご来店いただけるよう当店は予約不要で

す。 

株式会社エクセルビルコ 

1F 既存 

みずほ銀行 

銀行 

 

株式会社みずほ銀行 

◎は神奈川県初出店 

■エトモについて（エトモ公式サイト  https://tokyu-iimise.jp/etomo/） 

「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、中央林

間、大井町、長津田、武蔵小山、祐天寺の９施設を展開しており、あざみ野が１０

施設目となります。  

 【祐天寺】 【武蔵小山】 【長津田】 

 

  

○店舗数：７店舗 

○開  業：２０１８年１０月 

○店舗数：１２店舗 

○開  業：２０１７年９月 

○店舗数：１６店舗 

○開  業：２０１７年４月 

【大井町】 【中央林間】 【市が尾】 
   

○店舗数：５店舗 

○開  業：２０１６年１０月 

○店舗数：２５店舗 

○開  業：２０１５年１２月 

○店舗数：２０店舗 

○開  業：２０１５年４月 

【鵜の木】 【自由が丘】 【江田】 
   

○店舗数：４店舗 

○開  業：２０１４年１２月 

○店舗数：１７店舗 

○開  業：２０１４年３月 

○店舗数：４店舗 

○開  業：２０１３年１２月 

https://tokyu-iimise.jp/etomo/

