
２０１８年 3月２８日 

株式会社ジェイアール東日本都市開発 

 

コトニアガーデン新川崎 全 13 ショップ開業！！ 
 

 

 

 

 

 

◆開業スケジュール 

○4/1(日) 

  ・E-1-1  タリーズコーヒーコトニアガーデン新川崎店 

  ・E-1-2  Bon Vivant コトニアガーデン 

  ・E-1-3  リブラ おしゃれ工房 コトニアガーデン店 

  ・E-2-1  YELLOW体操教室 新川崎店 

  ・W-3-2  骨盤 STYLE 新川崎店 

 ○4/2(月) 

    ・S-1-1  エスケイ薬局 コトニアガーデン新川崎店 

    ・S-1-2  スキップこどもアレルギークリニック 

    ・S-1-3  新川崎むらせ内科循環器内科 

    ・S-1-4  ジェクサー・プラチナジム コトニアガーデン新川崎店 

    ・S-2-2  学童保育ワオキッズ 新川崎園 

 

◆ショップ配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1開業 

4/2開業 

営業中 

2018年 3月 5日にお知らせしました 3月中の先行開業 3ショップに続きまして、4月に全 

ショップが開業しますので、お知らせいたします。 

今回開業いたしますのは、WEST棟・EAST棟・SOUTH棟の以下 10 ショップです。開業に 

あわせまして、一部店舗を除き開業記念イベント・キャンペーンを実施いたします。 

なお、まちびらきイベントを 4/21(土)に計画しております。詳細は別途発表いたします。 



◆４月 1日開業ショップ概要・キャンペーン 

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㈱） 【4/1(日) 開業】 

＜ショップ概要＞ 

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。 

 

＜開業記念イベント・キャンペーン＞ 

★4/1(日)限定キャンペーン★ 

①タリーズミニテディプレゼント！！(先着 300 名様限定) 

(商品をご購入頂いた方が対象です。デザイン・色は選べません。) 

②オープン記念イベントバッグ 3種類を販売！ 

③ご来場のお客様へバルーンプレゼント！！(無くなり次第終了) 

 

営業時間：8:00-21:00  ／  休業日 : 年中無休 

お問い合わせ先(TEL):044-280-8007 

E-1-2  ＜ベーカリー＞ 

Bon Vivant コトニアガーデン （㈲デイジイ） 【4/1(日) 開業】 

＜ショップ概要＞ 

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。 

 

＜開業記念イベント・キャンペーン＞ 

★4/1(日)限定キャンペーン★ 

オープン記念のプチギフトプレゼント！(無くなり次第終了) 

 

営業時間：9:00-19:00 ／  休業日 : 月曜 

お問い合わせ先(TEL):044-280-8028 

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） 【4/1(日) 開業】 

＜ショップ概要＞ 

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、革小物・アクセサリー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？ 

 

＜開業記念イベント・キャンペーン＞ 

①4/1(日)～ドレスタオルプレゼント！！(先着 80名様限定、無くなり次第終了) 

(体験教室お申込みの方または 500 円以上のお直しをご注文頂いた方が対象です。) 

②500円(税抜)体験教室の開催(4/1-4/30) 

 

営業時間：10:00-19:00  ／  休業日 : 不定休 

お問い合わせ先(TEL):044-589-6321 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-2-1  ＜体操教室＞ 

YELLOW体操教室 新川崎店 （㈱ALMA PURO） 【4/1(日) 開業】 

＜ショップ概要＞ 

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。練習風景を SNS

にて公開中！ 

 

＜開業記念イベント・キャンペーン＞ 

4/1(日)～無料体験随時募集中！ 

時間割等の詳細は HP をご確認ください！ 

 

営業時間：平日 12:00-21:30／土日 10:00-20:00 

休業日 :月曜・祝日・お盆・年末年始・その他  

お問い合わせ先(TEL):044-280-8018 

W-3-2  ＜整体＞ 

骨盤ＳＴＹＬＥ 新川崎店 （㈱Funtree ） 【4/1(日) 開業】 

＜ショップ概要＞ 

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！ 

 

＜開業記念イベント・キャンペーン＞ 

★4/1(日)～4/3(火)限定キャンペーン★ 

 【時間：10:00-19:30】(期間中 300 名様限定) 

①無料姿勢分析 ②施術体験 

完全予約制です。事前にお電話にてご連絡をお願い致します。 

 

営業時間：10:00-19:30  ／  休業日 : 水曜日、日曜日 

お問い合わせ先(TEL):044-223-6632 



◆４月 2日開業ショップ概要・キャンペーン 

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） 【4/2(月) 開業】 

＜ショップ概要＞ 

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！！ 

 

営業時間：月火水金 9:00-18:30、木 9:00-12:30、土 9:00-16:30  ／  休業日 : 日曜、祝日 

お問い合わせ先(TEL):044-587-0070 

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） 【4/2(月) 開業】 

＜ショップ概要＞ 

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。 

 

営業時間：平日 9:00-12:00、15:00-18:00／土曜 9:00-12:00、14:00-16:30 

休業日 :木曜、日曜、祝日 

お問い合わせ先(TEL):044-587-5015 

S-1-3  ＜内科＞ 

新川崎むらせ内科循環器内科 （村瀬達彦） 【4/2(月) 開業】 

＜ショップ概要＞ 

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。 

 

営業時間：平日 9:00-12:30／14:00-18:30 

休業日 :木曜午後、土曜午後、日曜、祝日 

お問い合わせ先(TEL):044-280-8080 

S-1-4  ＜通所介護施設＞ 【4/2(月) 開業】 

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）  

＜ショップ概要＞ 

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。 

 

営業時間：9:00-17:00 ／  休業日 :土日、毎月 29日 30日 31日 

お問い合わせ先(TEL):044-580-6025 



S-2-2  ＜学童＞  

学童保育ワオキッズ 新川崎園 （ワオ・ジャパン㈱）【4/2(月) 開業】  

＜ショップ概要＞ 

「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。 

 

営業時間：平常月 13:00-20:00 

長期休み月・小学校の振替休日 8:00-20:00    

休業日 :土日、祝日  

問い合わせ先(TEL):044-589-0180 

 

 

◆その他イベント・キャンペーン                                                                 

 

◆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、木村（cotonior-garden-shinkawasaki@jrtk.co.jp） 

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

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㈱)  【営業中】 

＜キャンペーン概要＞ 

★4/1(日)限定キャンペーン★ 

【時間：10:00開始】 

① 新潟県産こしひかり特売&試食販売会(無くなり次第終了) 

② 和菓子試食販売ほか、漬物試食販売(無くなり次第終了) 

 

S-1-1  エスケイ薬局 コトニアガーデン新川崎店 （㈱エスケイ） 

S-1-2  スキップこどもアレルギークリニック （田中裕） 

S-1-3  新川崎むらせ内科循環器内科 （村瀬達彦） 

＜キャンペーン概要＞ 

★3/31(土)・4/1(日) 内覧会開催★ 

 【時間：10:00-15:00】 

当日はご自由に内覧いただけます。 

またスタンプラリーにて、粗品贈呈いたします。 

新川崎むらせ内科循環器内科では、｢無料血管年齢測定｣を実施します。 

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

