
２０１８年１月１８日 

株式会社ジェイアール東日本都市開発 

 

２０１８年 春開業 コトニアガーデン新川崎に 

毎日に彩りを添える店舗がオープン！！ 
 

この春に開業する多世代交流型まちづくり「コトニアガーデン新川崎」の店舗棟に出店するショップが

決定しましたことをお知らせ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆全体計画概要 

 ＪＲ東日本グループでは、「選ばれる沿線ブランドの確立」を目指し魅力あるまちづくりを推進しています。

コトニアガーデン新川崎はその一環として「多世代交流型まちづくり」をテーマに掲げ、 地域やまち、多世

代の交流を育む広場と、広場を取り囲む「賃貸住宅」、「店舗」、「高齢者福祉施設」、「認可保育園」

を整備し、開業後には地域に開かれたイベントを企画し、多世代が交流できる、地域に根差したまちづく

りをめざしています。 

 

◆店舗棟概要 

コトニアガーデン新川崎の顔となるゲートエリアに店舗棟を配しました。 

店舗は芝生ひろばを囲む EAST棟（E棟）、WEST棟（W棟）、SOUTH棟（S棟）の３棟構成

になっています。 

 

◆店舗棟コンセプト 

「地域に賑わいをもたらすコミュニティ拠点」 

―日々に寄り添い、毎日に彩りを添える、商業施設― 

この街に暮らす楽しみや彩りを添え、友達同士・知り合い同士のコミュニケーションの場や、シニア世代と

子育て世代による三世代交流のきっかけづくりに一役買う場所を提供します。 



 

◆位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆全体配置図 
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◆フロアガイド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆店舗棟施設概要 

施 設 名 コトニアガーデン新川崎（COTONIOR GARDEN新川崎） 

所 在 地 神奈川県川崎市幸区北加瀬２丁目１１番１・３ 

開 業 日 ２０１８年 春 順次開業 

営業時間 店舗により異なる 

休 業 日 店舗により異なる 

  （開業日・営業時間・休業日については後日詳細を発表予定） 

 

◆コトニアガーデン新川崎運営会社概要 

（１）会社名 株式会社ジェイアール東日本都市開発  

（２）代表者 代表取締役社長 出口 秀已  

（３）設立年月日 1989年（平成元年）4月 20日  

（４）所在地 東京都渋谷区代々木 2－2－2 ＪＲ東日本本社ビル 13階  

（５）会社 HP http://www.jrtk.jp/ 

（６）コトニアガーデン新川崎 

HP http://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/ 

 

  

http://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/


◆出店ショップ概要  

－WEST棟(W棟)－ 

１階 W-1-1：＜産直スーパー＞ 

地産マルシェ 新川崎店 ／ ファームドゥ㈱  

 生産者一人ひとりが丹精込めて毎日採れたてを値決めし直送する都市型

農産物直売所です。直売方式なので、生産者の顔が見え安心なお店で

す。有機野菜、ミネラル栽培野菜、機能性野菜はもちろん川崎市の採れ

たて野菜も取り揃えております。安くて新鮮で旬の野菜をたくさんご提供！ 

HP: http://www.farmdo.com/ 

TEL:027‐219‐3100（ファームドゥ㈱本部） 

２階 W-2-1：＜フィットネスクラブ＞ 

エニタイムフィットネスセンター コトニアガーデン新川崎店 ／ ㈱AFJ Project 

 24時間年中無休のマシン特化型フィットネスジム。 

国内 300店舗・世界 3500店舗をいつでも好きな時に利用可能。 

 

 

 

HP: https://www.anytimefitness.co.jp/ 

３階 W-3-1：＜個別塾＞ 

個別指導学院サクシード 新川崎校 ／ ㈱サクシード 

 面倒見の良さ地域 No.１★成績が上がるまで責任をもって指導します。 

受験対策から苦手克服まで、一人ひとりのご要望にお応えします。 

部活や行事にあわせて曜日や時間を自由に選べます★振替も自由！ 

月謝は月々9,600円～。無料体験授業はいつでも受付中です。 

HP: https://www.kobetsu-shidou.jp/ 

TEL:0120-131366（通話料無料） 

３階 W-3-2：＜整体＞ 

骨盤ＳＴＹＬＥ 新川崎店 ／ ㈱Funtree 

 肩こり・腰痛・冷え症・頭痛・産後・美容ケアを中心に、女性のお悩みを全

力サポート！ 筋・骨格のプロである国家資格者がお話を伺い、オーダーメ

イド施術で症状を根本改善してゆきます。 

キッズルーム完備・お子様連れ大歓迎！ 

 

 

  

http://www.farmdo.com/
https://www.anytimefitness.co.jp/
https://www.kobetsu-shidou.jp/


－EAST棟(E棟)－ 

１階 E-1-1：＜カフェ＞ 

タリーズコーヒーコトニアガーデン新川崎店／ タリーズコーヒージャパン㈱ 

 世界各国より厳選した豆を使用、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。スイーツやホットミール等、コーヒーに良く合うフードメニューも

充実しています。 

 

HP: https://www.tullys.co.jp/ 

１階 E-1-2：＜ベーカリー＞ 

Ｂｏｎ Ｖｉｖａｎｔ コトニアガーデン ／ （有）デイジイ 

 雑誌「田園都市生活（枻出版）」の「沿線パン屋さんランキング」で 

第一位を獲得し、地元のみならず遠方からのお客さまにもご支持をいただ

いている地域で一番のパン屋さんです。 

国内外のプロや家庭製パンの講師を務めるシェフのいる安心で美味しいパ

ンのお店です。 

HP: http://www.bon-vivant-pan.com/ 

１階 E-1-3：＜洋服お直し・教室＞ 

リブラ おしゃれ工房 コトニアガーデン店 ／ ㈱おしゃれ工房 

 太った！痩せた！短い！長い！デザインを変えたい！ 

・・・お洋服のお悩みを解決。バッグや靴の修理もお任せを！ 

おなおしのプロがコツを伝授する洋裁、革・毛糸小物などのお教室も充実。

お茶を片手に、手作りタイムを楽しみませんか？ 

HP: http://www.oshare-koubou.co.jp/ 

TEL:042-548-0888（㈱おしゃれ工房本社営業部直通） 

２階 E-2-1：＜体操教室＞ 

YELLOW体操教室 新川崎店 ／ ㈱ALMA PURO 

 1歳 4 ヵ月のお子様から小学生はもちろん、成人まで通える体操教室。 

マット運動、鉄棒、跳び箱などのレッスンを行います。元体操選手と指導経

験豊富な先生達が安全に楽しく指導にあたります。時間割等は既存店舗

HP に掲載。(新川崎店は現在準備中) 

練習風景を SNS にて公開中！ 

HP: https://www.yellowenjoyable.com/ 

 

  

https://www.tullys.co.jp/
http://www.bon-vivant-pan.com/
http://www.oshare-koubou.co.jp/
https://www.yellowenjoyable.com/


－SOUTH棟（S棟）－ 

１階 S-1-1：＜調剤薬局＞ 

エスケイ薬局コトニアガーデン新川崎店 ／ ㈱エスケイ 

 こんにちは、エスケイ薬局です。みなさんのかかりつけ薬局はどこですか？ 

待ち時間は長くないですか？飲んでいる薬に疑問はないですか？ 

お薬の相談でも、それ以外でも、いつでもお立ち寄りください！ 

みなさんの御要望に全力でお答えします！！ 

HP: http://sk-ph.co.jp/  

TEL:042-480-3322（エスケイ薬局調布ヶ丘店） 

１階 S-1-2：＜小児科・アレルギー科＞ 

スキップこどもアレルギークリニック ／ 田中 裕 

 スキップこどもアレルギークリニックを開院させていただきます田中裕と申します。 

大学を卒業して 12年間、大学病院や市中病院で小児科専門医として小

児医療に従事してきました。乳児健診・予防接種だけでなく、アレルギー疾

患でお困りの際はお気軽にご相談ください。一人でも多くの子供達が元気に

明るく『スキップ』をして帰っていただけますよう尽力いたします。 

HP: http://www.skip-clinic.net 

１階 S-1-3：＜内科＞ 

新川崎むらせ内科循環器科 ／ 村瀬 達彦 

 風邪や生活習慣病など内科全般的な病気から、心不全や不整脈など心臓

病まで、どんな些細なことでも気軽に相談できる「優しい医療」を提供します。

動悸・息切れ外来や禁煙外来といった専門外来も開設し、健康診断も随

時受付けております。 

 

HP: http://shinkawasaki-murase.com/ 

１階 S-1-4：＜通所介護施設＞ 

ジェクサー・プラチナジム コトニアガーデン新川崎店／㈱ジェイアール東日本スポーツ 

 人生最高峰に立つ輝く世代にむけた、ハイクオリティなジム。 

介護保険、要支援及び要介護の方を対象とした通所介護施設です。 

カラダとココロの健康づくりをサポートし、寝たきりを予防。 

利用者の皆さまの次のステージを応援します。 

HP: http://www.jexer.jp/platinagym/ 

TEL:03-3980-8671(ジェイアール東日本スポーツヘルスケア事業部) 

２階 S-2-2：＜学童＞ 

学童保育ワオキッズ 新川崎園 ／ ワオ・ジャパン㈱ 

 「やる気を育て、自分で考え行動し、責任がもてる子どもを育てる」 

お子さまの創造力・発想力の向上や自信・自力・自発の促進、社会性を身

につけるために、習いごと教室などと提携し、さまざまなプログラムをご用意して

います。 

 

HP: https://waokids.wao-japan.co.jp/ 

http://sk-ph.co.jp/
http://www.skip-clinic.net/
http://shinkawasaki-murase.com/
http://www.jexer.jp/platinagym/
TEL:03-3980-8671
https://waokids.wao-japan.co.jp/


◆多世代交流を意識した仕掛けづくり 

EAST棟２階には「しらかしテラス」、SOUTH棟２階には「けやきテラス」があります。 

いずれの名称も各棟の近くに立つ樹木の名前から取っています。 

 

皆様の憩いの場やお友達と集まる場としてご活用頂けるほか、イベント等での活用も予定しています。 

 

テラスの他に、店舗棟はコトニアガーデン新川崎内の芝生ひろばにも面しており、広場の各所でも随時

イベントを開催する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆設備情報 

＜エレベーター＞  

WEST棟（１基）、SOUTH棟（１基） 

（WEST棟と EAST棟は２階デッキにてW棟と繋がっているため、WEST棟のエレベーターをご利用

頂けます。） 

 

＜共用トイレ＞ 

WEST棟２階 男性用トイレ（ベビーチェアあり）・女性用トイレ（ベビーチェアあり）・ 

誰でもトイレ（オストメイト対応、おむつ替えシートあり）  

 

＜授乳室＞ 

WEST棟２階 おむつ替えシート（２台）、授乳室（２つ）、調乳用給湯設備 

 

＜AED（自動体外式除細動器）＞ 

  WEST棟１階 エレベーターホール 

 

◆お問い合わせ先 

株式会社ジェイアール東日本都市開発 

神奈川支社 開発管理一部 開発管理課 

TEL:045-290-9106 / FAX:045-290-9105 

菅井（sugai@jrtk.co.jp）、木村（kimura@jrtk.co.jp） 

広場イメージ 1 広場イメージ 2 


