2015 年 4 月 20 日

12 月完成に向け「Change！Project2013～2015」着々と進行中！

5 月 14 日(木)、スイーツショップほか 34 店舗が NEW OPEN！

5 月 21 日(木)、11 店舗が NEW OPEN！
相鉄グループの㈱相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・千原広司）が運営する横浜駅西口のショッピングセン
ター「相鉄ジョイナス」と「ザ･ダイヤモンド」では、現在推進中である両施設をリニューアル・一体化させる全館プロジェクト
「Change！Project2013～2015」の一環として、2015 年 5 月 14 日（木）にザ・ダイヤモンドのスイーツ＆フードエリア「ダイヤ
キッチン」に 33 店舗、その他 1 店舗あわせて 34 店舗がオープン。5 月 21 日（木）にはレストランエリア「ジョイナスダイニン
グ」B1 に 11 店舗がオープンいたします。

新「ダイヤキッチン」イメージ
昨年 12 月に惣菜エリアがオープンした「ダイヤキッチン」に、大規模なスイーツエリアが誕生します。31 店舗ものスイーツ
ショップは、地元・横浜で長年愛される老舗から、人気パティシエの話題店までバラエティ豊かなラインナップ。
レストランゾーン「ジョイナスダイニング」は、B1 に 11 店舗がオープンすることで、エリア全面オープンとなります。B1、B2 に
約 40 店舗、定番の老舗から話題のお店まで、毎日でも食べたくなる多様なショップが集積します。

■オープンキャンペーン情報

NEW SHOP 限定 「オリジナル文具」プレゼント
○ダイヤキッチン
５月１４日オープン日当日、NEW SHOP で 1,000 円以上お買い上げ頂いたお客様
先着合計 1,000 名様に、オリジナル文具「クリップ」をプレゼント。
※クリップはなくなり次第終了となります。
※画像はイメージです

○ジョイナスダイニング
５月２１日オープン日当日、NEW SHOP で 1,000 円以上お買い上げ頂いたお客様
先着合計 700 名様に、オリジナル文具「メモブロック」をプレゼント。
※メモブロックはなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです

ダイヤキッチン限定「オリジナル スイーツマグネット」プレゼント
5 月 14 日のオープン日当日、ダイヤキッチンで 500 円以上お買上
げ頂いたお客様先着合計 600 名様に「オリジナル スイーツマグネ
ット」をプレゼント。
※オリジナルマグネットはなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです

■ダイヤキッチン オープン 特別企画
パティシエ

辻口博啓氏来店！
日時：5/14（木）15:30～16:30
東京・自由が丘モンサンクレールをはじめ、12 ブランドを展開する人気パティシエ辻口博啓（つじぐち ひろのぶ）。
ダイヤキッチンにも豆菓子「フェーヴ」が、同氏のお店として入ります。今をときめくパティシエが、ダイヤキッチンにやってき
ます！
【辻口博啓パティシエ Profile】
“スイーツで人々に笑顔を”をモットーに、店舗運営の他、企業とのコラボレーションや著書出
版など積極的に活動、近年は砂糖不使用のチョコレートなど健康に配慮したスイーツを開発
する。日本スイーツ協会代表理事を務め、スイーツを日本の文化にすべく、「スイーツ検定」
を実施。現在放送中の NHK 朝の連続テレビ小説「まれ」では製菓指導を務める。

■5/14（木） ダイヤキッチン NEW OPEN 店舗情報

皆様に永く愛されてきた“ザ・ダイヤモンド”の名称を受け継ぎ、新たなスイーツ・デリ＆グロサリーゾーンを「ダイヤキッチ
ン」と名づけました。デパ地下やエキナカのような統一された環境空間に、スイーツ、ベーカリー、惣菜、弁当、生鮮、
調味料や調理素材等、約 60 店舗のバラエティあふれるショップが揃います。

1.ピースリーポケット
国内外から「おいしい・たのしい」ものが集結。「世界の良品・日本の名品」を熟知
するからこそのこだわりで、毎日の間食やプチギフトなどにぴったりな食品をご提案
します。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
当店オリジナルセレクトの Happy Bag を販売！【数量限定】

2.和菓子 紀の国屋
「あんこの美味しい和菓子」をテーマに、製餡にこだわり、素材の風味を大切にした
和菓子を創作。自慢の餡子をたっぷり使用した「相国最中」「たんざく最中」などが
好評です。
＜おいしい特典＞ 5/14～20
1,000 円以上のご購入で最中 4 個入りセットをプレゼント！
【数量限定】

3.パリパリ焼モンブラン・菜の花
水をテーマに自然素材を見直したり、エコロジーを考えることで健康や季節感を深
めたい。手仕事や自然への、感謝の気持ちを取り戻したいと考える小田原生まれ
のお店です。新業態となります。
＜おいしい特典＞ 5/14～20
1,200 円以上のご購入で、パリパリ焼きモンブランを 1 個プレゼント！
【1 日 30 名様限定】

4.ミニワン
さっくり美味しく焼き上げたミニクロワッサンは、長い間お客様に愛されてきた看板
商品。焼きたてにシロップを塗った時の甘い香りの中で、お好きなものを選べます。
＜おいしい特典＞ 5/14～18
321 円以上のご購入で、ミニワンオリジナルキッチンクリッププレゼント！
【1 日限定 100 個】

■5/14（木） ダイヤキッチン NEW OPEN 店舗情報
5.ストラスブール
食べ手に「また食べたい」と思っていただけるものをつくる。それが私たち
ストラスブールが一番大切にしているポリシーです。妥協のない職人の目
で峻別された化学添加物を一切使用していない素材で、手間を惜しまず
に作ったスイーツをみなさまにお届けいたします。

6.葵の倉
こだわりの食材と、良質の米の組み合わせに、幸福が無限に広がります。伝統を受
け継ぎつつ、和洋のセンスを取り入れた、独創性あふれる様々な食感の米菓をご
用意しています。
＜おいしい特典＞ 5/14～20 (なくなり次第終了)
お楽しみ限定セット(1,080 円)を販売【限定 200 セット】

7.御門屋
東京目黒で創業以来 60 余年、小豆・もち米にこだわり伝統と味を守る「揚まんじゅ
う・揚もち・おかき」の専門店。新鮮な油で揚げたまんじゅうはまろやかな餡を包み風
味豊かです。
＜おいしい特典＞ 5/14～17
540 円以上のご購入でお菓子の小袋（揚もち塩味 30g×1 袋 揚まんじゅうこしあん、
胡麻各 1 個）プレゼント！【一日限定 500 個（合計 2,000 個）】

8.マルシェ フランセ
日々の暮らしに寄り添うフランスのマルシェ（市場）のような洋菓子店です。
彩りのある洗練された焼き菓子を中心に取り揃えました。
＜おいしい特典＞ 5/14～17
お楽しみ袋をプレゼント！【数量限定】

9.横濱菓子 ありあけ
横濱菓子でおなじみの「ありあけ」は、港町・横浜ならではのお菓子をお届け致しま
す。今回は能登産ブルーベリーを使用し、抹茶のカステラ生地で包んだ全く新しい
「ブルーベリー・ハーバー」が新登場します。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
新製品「ブルーベリー・ハーバー6 個入り」1 箱ご購入でオリジナルクリアファイルをプ
レゼント！【先着 500 名様限定】

■5/14（木） ダイヤキッチン NEW OPEN 店舗情報
10.サティ―
フランスの熟練したショコラティエ秘伝のレシピから作られるフランス製ショコラ。定番
のトリュフショコラはパリジャンやパリジェンヌの心をつかんではなしません。
＜おいしい特典＞5/14～20
3,240 円以上のご購入で「ショポーショコラ 5 個入り」をプレゼント！【数量限定】

11.ぷちぽち
フランスで長年の修業をつんだ職人が、和のこころに魅せられ、西洋の厳しい伝統
と技の中に、日本ならではの四季や色彩・風味・嗜好などを取り入れた京焼菓子で
す。
＜おいしい特典＞ 5/14～20
500 円以上のご購入で、ぷちぽち和三盆 3 個入り小袋をプレゼント！【数量限定】

12.フェーヴ
栄養と保存性に優れ天然サプリメントとして重宝されてきた豆。そんな魅力的な豆を
繊細なスイーツのように味わってほしいという、パティシエ辻口博啓の想いを実らせ
たお店です。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
3,000 円以上のご購入でお好きな限定豆スイーツをプレゼント
【先着 200 名様限定】

13.和吉
自然素材と無添加にこだわるあんみつ専門店。伊豆七島の天草を用い独自製法
で仕上げた寒天に、紫花豆など 10 種の具材を使った「和吉あんみつ」ほか、5 種の
選べる蜜が楽しめます。
＜おいしい特典＞ 5/14～1 7
1,000 円以上のご購入で黒どら 1 個プレゼント！【1 日 50 名様限定】

14.日本橋屋長兵衛
江戸の豊かな文化、歴史、歳時記を発信するとともに、現代の文化や素材を取り入
れたお菓子を揃え、皆様のご来店を心よりお待ちしています。
＜おいしい特典＞ 5/14～20
2,160 円以上のご購入で粗菓プレゼント！【数量限定】

■5/14（木） ダイヤキッチン NEW OPEN 店舗情報
15.横濱長者町しげた
文明開化の足音が響きはじめた明治 5 年、横浜長者町で創業し今に至るお店。お
めでたい開運鈴をかたどった和菓子や、素材にこだわった季節の生菓子をご用意し
ています。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
商品のご購入で記念品プレゼント！【数量限定】

16.和の実 花こうろ
横浜元町「香炉庵」が新たに立上げた 1 号店。日本の大地が育んだ安心・安全な
「野菜・果物・豆類」を和の実と総称し、力強く実った自然の美味しさを和菓子に込
めてお迎えしております。新業態となります。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
ご購入ごとに和の実（甘納豆）お楽しみ袋をプレゼント！【1,500 袋限定】

17.柿の木坂 キャトル
東京 柿の木坂に本店を持つお店。仏語で 4 という意味です。季節感にこだわった
ケーキ、デコレーションケーキ、焼菓子、ショコラなどを、厳選材料を使って一つ一つ
丁寧に手作りしています。

18.トップス
創業以来、「原材料と手作り」にこだわっています。看板商品のチョコレートケーキは、
生クリームとチョコレートを使った深みある味で、クルミの食感があとをひくおいしさで
す。
＜おいしい特典＞ 5/14～17
1, 000 円以上のご購入で「サブレ」一枚プレゼント！【1 日先着 20 名様限定】

19.ベル プラージュ
生ショコラプランは、チョコレートガナッシュにフルーツなどをちりばめ、口溶け良く見た
目も華やかに仕立てました。チョコレート専門店ならではのこだわりの逸品です。ぜひ
お立ち寄りください。新業態となります。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
1,080 円以上のご購入でお試し品プレゼント！【数量限定】

■5/14（木） ダイヤキッチン NEW OPEN 店舗情報
20.アルデュール
九州博多本店のマカロン専門店です。素材を活かし、外はサクッと、中はしっとりと。
小さな子供から大人まで楽しめるマカロンです。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
お楽しみマカロン８個 BOX を、1,000 円で販売！【数量限定】

21.イリナ
看板商品のロールタワーはもちろん、エンターテインメント性に満ちた商品が続々と
並びます。誕生日や手土産用など、おいしくてかわいいお菓子ならイリナにお任せく
ださい！
＜おいしい特典＞ 5/14
1.

商品ご購入でロールケーキ 5 個セットをプレゼント！【先着 10 名様限定】

2.

2,160 円相当の焼菓子詰め合わせを 1,080 円にて販売！【数量限定】

22.日本橋錦豊琳
江戸の中心・日本橋から、昔懐かしさをもとに味とスタイルを両立させた、粋を感じ
る新しいお菓子文化をご提案。東京駅の人気手土産として評判のお店が神奈川初
出店です。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
1,000 円以上のご購入で、かりんとう小袋 1 点プレゼント！【先着 500 名様限定】

23.コロンバン
1924 年に創業し、日本で初めて本格フランス菓子を提供したメーカー。横浜をイメ
ージさせるギフト菓子や、地元食材の魅力を引き立てる生菓子など限定商品を多
数ご用意しています。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
1,620 円以上のご購入で焼菓子詰め合わせプレゼント【先着 100 名様限定】

24.銀座コージーコーナー
人気のジャンボシュークリームをはじめ、彩り華やかなフレッシュケーキや、おやつに
うれしいプリン、パティシエこだわりの焼き菓子など、シーンに合わせてご利用いただ
けます。
＜おいしい特典＞ 5/14～16
1,080 円以上のご購入でオリジナルエコバックプレゼント！【1 日 100 名 様 限定】

■5/14（木） ダイヤキッチン NEW OPEN 店舗情報
25.パティスリー・パブロフ
横浜元町のパウンドケーキ専門店。名前を聞くだけで口に香りが広がるケーキをお
届けしたく「パブロフ」という名前に。焼き菓子のイメージを変える生ケーキ感覚のケ
ーキです。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
ご購入の方全員にオリジナルマグカッププレゼント！【先着 500 名様限定】

26.みのや本店
明治 43 年創業、横浜の和菓子舗。全日本羊羹品評会で最高位を受賞し、神奈
川県の銘菓にも指定されている「みのや煉羊羹」のお店です。
＜おいしい特典＞ 5/14～16
1,000 円以上ご購入で、粗品をプレゼント！【先着 1 日 100 名様（計 300 名様）】

27.ワッフル・ケーキの店 エール・エル
神戸のワッフルケーキ専門店。日本人の感性で創り出したこだわりのワッフルをお届
け。看板商品の「ワッフルケーキ」をはじめ、バラエティ豊かに取り揃えています。
＜おいしい特典＞ 5/14～20
「ワッフルケーキ 10 個セット」を 972 円で販売！(通常 1,080 円のところ)
【1 日 50 セット】

28.ふらんすやま
1967 年に横浜で創業以来、伝統の味を保ちながら、地元「横浜」や素材にこだわ
ってお菓子を作っています。「横浜散歩道」や「ふらんすやまポテト」などの力作をご
賞味ください。
＜おいしい特典＞ 5/14～20
1,000 円以上のご購入で、焼きドーナッツプレゼント【1 日 30 名様限定】

29.ルピシア
旬の紅茶、日本茶、烏龍茶はもちろん、ブレンドティー、ハーブティーなど、世界中
のお茶をご紹介。横浜限定のお茶も 2 種類ご用意していますので、お土産にも。お
茶との出会いをお楽しみください。
＜おいしい特典＞ 5/14～ なくなり次第終了
お茶のおたのしみ袋（価格 2 倍相当の商品入り）を 3,000 円で販売！
【200 袋限定】

■5/14（木） ダイヤキッチン NEW OPEN 店舗情報
30.喜久家洋菓子舗
大正 13 年創業の老舗。かつて外国航路のベーカリーだった初代が、スイス人マダ
ムの持ち込んだレシピをもとに洋菓子をつくりました。その頃と変わらない味を守り続
けています。
＜おいしい特典＞ 5/14～27
1,620 円以上のご購入で、マドレーヌ 3 個入り袋をプレゼント！
【1 日先着 20 名様限定】

31.マ・クルール
神戸に渡り、親しまれている伝統の洋菓子を「私たちの色＝ma c ouleur」に変えて
新しいお菓子にすることで、多くの人に感動と笑顔の輪を広げることが願いです。
＜おいしい特典＞ 5/14～17
1,000 円以上のご購入でクルフルバーム 1 つプレゼント！【数量限定】

32.ピネード
東海地区と台湾で人気のお店が関東初出店。40 年前から変わらないノスタルジッ
クな味わいのチーズケーキを中心に、フランスの AOP チーズを使用したこだわりの
チーズケーキが自慢です。

33.久世福の献立屋
全国からの厳選食材を揃える「日本のうまいものセレクトショップ久世福商店」の新し
い形。日本の食の豊かさで、毎日の食卓を彩るお手伝いをさせていただきます。
新業態となります。
＜おいしい特典＞ 5/14～20
人気の風味豊かな[万能出汁]＋[万能野菜出汁]2 つで 1,000 円！

■5/14（木） NEW OPEN 店舗情報
34.オスロコーヒー
エアロプレスとハンドドリップの 2 種類の抽出方法にこだわった「北欧」をコンセプトにし
たカフェ。ノルウェーサーモン、デンマークチーズ、リンゴンベリー等の北欧食材を使
用した軽食やスイーツも取り揃えています。

■5/21（木） ジョイナスダイニング NEW OPEN 店舗情報

レストランゾーン「ジョイナスダイニング」が誕生。地下 1･2 階に約 40 店舗、定番の老舗から話題のお店まで、
毎日でも食べたくなる多様なショップが集積します。

1.ステーキジョイント
アメリカ西海岸のステーキハウスをイメージした店内で、素材にこだわった本物志向
のステーキとハンバーグをカジュアルに楽しめるステーキカフェ。産直野菜たっぷり
のサラダやワインにぴったりのサイドディッシュも。一日中誰でも気軽に立ち寄れる、
新しいステーキハウスです。新業態となります。

2.洋麺屋五右衛門
お箸で食べるスパゲッティー専門店。名前の由来にもなった大きな五右衛門釜で
面をゆったり茹で上げます。本場の食材を使用した、オリジナリティーあふれる五右
衛門スパゲッティーをお楽しみください。

3.三﨑市場
三﨑直送の新鮮でおいしいまぐろ丼をお手頃価格でご用意致しております。当店限
定の極上の天然インドマグロや本マグロも季節のおすすめとして取り揃え、新生「三
﨑市場」で皆さまのお越しをお待ち申し上げております。

4.アフリ
神奈川県、丹沢山系の東端に位置する大山（阿夫利山）の天然水を使用し、鶏、
魚介、昆布、香味野菜等の旨味を丁寧に抽出した黄金色のスープに爽やかな風
味の柚子を加え、炭火で炙る香ばしいチャーシューがのった一杯。
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5.鶏三和
創業明治 33 年、さんわの歴史は名古屋コーチンと共に歩んできた道。純鶏名古屋
コーチンを始めとした諸国名産鶏を中心に、鶏肉本物の味をご提供する鶏肉専門
店。

6. トゥルースープ
スープ専門店「Chowder’ｓ」の新業態。素材本来の香りや味を引き出す黄金色に
澄んだ特製合わせだしベースは、食材毎に調理法を変えて提供しており、毎日食べ
たくなる豊富なスープバリエーションをご用意。新業態となります。

7. かにチャーハンの店
燃える炎・踊る米 かに卸業者が運営するチャーハン専門店。直輸入元ならではの
高品質なかにをボリューム豊かに使用したチャーハンと、季節の海鮮を使った 8 種
のチャーハンをご用意しご来店をお待ち申し上げます。

8. 古奈屋
1983 年、東京巣鴨で創業したうどん店。揚げたての「えび天カレーうどん」が名物で
す。オリジナルルウ+濃厚かつおだしのつゆ+牛乳で作るカレースープと細めのうどん
が人気です。体に優しい一杯をお楽しみ下さい。

9. 牛たんとろろ麦めしねぎし
良質なタンパク質豊富なヘルシー素材の牛タン、ビタミン C、ミネラルたっぷりなとろ
ろ、食物繊維が豊富で低カロリーの麦めし。『牛タン とろろ 麦めし』のねぎし三位一
体の味をお楽しみください。
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10. 南青山野菜基地
農薬や化学肥料に頼らず、食べる人と環境を考えて土づくりからこだわる全国の農
家さんから仕入れた“真っ当”な野菜を「シンプル」に「ガッツリ」そして「オドロキ！」と
共に楽しめるオーガニックレストランです。

11. 神座飲茶樓
関西でいつも大行列！毎日食べても飽きのこないくせになる味で有名な神座のラー
メンと本場香港から点心師を招いて作り上げた飲茶と点心のお店です。フレンチシェ
フが作り上げた身体にやさしいあっさりとしたスープとラーメンと本格飲茶・点心をぜ
ひ一度ご賞味ください。

■今後のスケジュール

時
２０１５年

期 （予定）

内

容

５月１４日

Ｂ１F「ダイヤキッチン」 エリア全面オープン

５月２１日

Ｂ１F「ジョイナスダイニング」 エリア全面オープン

８月～１２月

Ｂ１F ファッション・雑貨エリア 順次オープン

１２月

新生「相鉄ジョイナス」 全館グランドオープン

■新生「相鉄ジョイナス」施設概要 (2015 年 12 月グランドオープン予定)
●「相鉄ジョイナス」と「ザ・ダイヤモンド」は、一つとなって、新生「相鉄ジョイナス」が誕生します。
売場面積

約 35,000 ㎡ （約 10,550 坪）

店舗数

437 店舗（2015 年 12 月予定）

営業時間

物販 10：00～21：00 ／ 飲食 11：00～23：00

売上目標

約 670 億円

■現行 「相鉄ジョイナス」概要
営業階数

地下 2 階地上 4 階

売場面積

25,118 ㎡ （約 7,598 坪）

店舗数

277 店舗（2015 年 4 月 1 日現在）

営業時間

物販 10：00～21：00 ／ 飲食 11：00～23：00

売上(2014 年度)

約 326 億円

開

1973 年 11 月

業

■現行「ザ･ダイヤモンド」概要
営業階数

地下 1 階

売場面積

10,533 ㎡ （約 3,186 坪）

店舗数

115 店舗（2015 年 4 月 1 日現在）

営業時間

物販 10：00～21：00 ／ 飲食 11：00～22：00

売上(2014 年度)

約 271 億円

開

1964 年 12 月

業

※価格はすべて税込金額です。

