２ ０ １ ４年 １ １月 ６ 日
東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社
株式会社 ジェイアール東日本都市開発

武蔵浦和駅構内に
「ビーンズキッチン」がグランドオープンします。
武蔵浦和駅では快適で使いやすい駅を目指し、駅施設（みどりの窓口・トイレ等）や店舗の再
配置を行いました。この度、駅構内に「ビーンズキッチン」がオープンすることとなりましたの
でお知らせします。
『「ついで」にも「あえて」にも。～エキからうれしいマチ生まれる～』をコンセプトに、乗り
換え時間の中で「ついで」にご利用いただけるような日常使いでありながらも、
「あえて」のご利
用にもお応えできる飲食・カフェ・グロサリーなど計 22 店舗を取りそろえました。
１

店舗開業日
２０１４年１２月１１日(木)１０時

２ 店舗概要
【施 設 名】ビーンズ武蔵浦和「ビーンズキッチン」
【面
積】約 1,270 ㎡
【店
舗】飲食・カフェ・グロサリーなど計 22 店舗（詳細別紙）
【営業時間】6 時 45 分～23 時 30 分（店舗により営業時間が異なります）
【運営会社】株式会社ジェイアール東日本都市開発

改札内コンコース(イメージ)

ビーンズキッチン内店舗(イメージ)

≪ビーンズキッチン≫
■コンセプト
「ついで」にも「あえて」にも。 ～エキからうれしいマチ生まれる～
乗り換え「ついで」のマチ（待ち）の時間を楽しく、「あえて」でも立ち寄りたいと
思うようなマチ(街)の魅力を高める商業空間を目指します。
■環境コンセプト
「毎日ふと寄りたくなる、あかるくやさしい空間」
毎日の駅利用時間の中で、ちょっと一息つけるような、明るく清潔感のある、
心地よい空間を目指します。

「
」とは・・・
由来
・小規模だが、地域を支え、地域の活力となる存在
・街に潤いを与え、まちと共に大きく伸び、育っていく存在
「
」が目指す方向性
・「地域との共生」･･･地域に密着し、地域の方々から愛されるショッピングセンターを目指します。
・「地域の活性化」･･･まちの中心として、地域に活力を与えるショッピングセンターを目指します。
･「ちょっと上質な生活の提案」･･･地域に根差しながらも、少し上質な生活をご提案できる
ショッピングセンターを目指します。

【店舗配置図】
大宮方→

← 新宿方

※「Books Suharaya」
、
「生そば彩むさし」、「丸亀製麺」はエキナカ初出店となります。
「eashion」
、
「SWEETS BOX」
、
「四季の味 献心亭 匠」は、埼玉県初出店となります。

… エキナカ初出店
… 埼玉県初出店

※「CHOCOTTO HIROBA」は“チョコ”っと休める休憩スペースです。
※ 開業に伴い、駅をご利用されるお客さまや地域の皆さまにも楽しんでいただけるイベント等を予定
しております。詳細につきましては、ビーンズ武蔵浦和のホームページでお知らせいたします。
(URL http://beans.jrtk.jp/musashiurawa/)
※ ビーンズ武蔵浦和 2 階も 2014 年 11 月 25 日(火)10 時

リフレッシュオープンします。

※ なお、本件プレスリリースは、埼玉県政記者クラブ、ときわクラブ、丸の内記者クラブ、ＪＲ記者
クラブにお届けしております。
【お問合わせ先】東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社 総務部広報室 TEL：048-642-7420
株式会社ジェイアール東日本都市開発 ショッピングセンター事業本部
マーケティング開発部 開発課 TEL：03-5334-1056

別 紙
Ｎｏ．

ショップ名

業種

特徴

営業時間

1

スーパーマーケット
成城石井

グロサリー

「High Quality & Good Price」をコンセプトにバイヤーが世界中から厳選した“おいしいも
の”を豊富に取りそろえています。

7：30～23：00

2

神戸屋キッチン
エクスプレス

イーストフード・乳化剤無添加の食事パン・菓子パンを中心にペストリー、サンドイッチ
ベーカリー を豊富に取り揃えています。店内では、イートインスペースもご用意し、いつでも気軽に
ご利用いただけるお店を目指します。

7：30～22：00

3

Books Suharaya

書籍

“お客さまに親しみ愛される店”をモットーに、130年の歴史と伝統を誇る地元浦和の本
屋「Books Suharaya」がオープンします。新書、新刊書、コミック等を中心に取りそろえ
ながら、情報発信の場所となるお店を目指します。

7：30～23：00

4

しゃりん

舎鈴

つけめん
・ラーメン

六厘舎が手掛ける人気のつけめん店「舎鈴」がオープンします。舎鈴が目指すのは、
毎日食べられる美味しいつけめんです。小麦の風味豊かな中太麺を動物と魚介の旨
味を重ねたあっさり系Ｗスープでお楽しみください。

7：30～23：00

5

丸亀製麺

うどん

本物のうどんのおいしさをセルフ形式で提供する讃岐うどん専門店。厳選した国産小
麦を使用し、店内に設置した製麺機で「打ちたて」「ゆでたて」を実現しています。天ぷら
やおむすびもお好みで組み合わせられるのも魅力です。

7：30～23：00

6

海鮮三崎港

回転寿司

一皿110円（税別）からの回転寿司。オーダーはタッチパネルにてご注文でき、出来立
てのお寿司を特急レーンでお客さまのお席にお届けいたします。女性がお一人様でも
気軽に入りたくなるような明るく開放的な店舗を目指します。

7：30～23：00

7

ベックスコーヒーショップ

カフェ

香り高いコーヒーとこだわりの手作りサンドイッチでおもてなしする「駅カフェ」です。

6：45～23：00

8

生そば彩むさし

そば

のど越しがよい茹でたての生蕎麦と、国産の鰹節・鯖節を使ったこだわりのだしが効い
たつゆ、更にお店で揚げる天ぷらが自慢のお店です。

6：45～23：30

9

クリスピー・クリーム・ドーナツ

ドーナツ
・コーヒー

アメリカ発のドーナツ＆コーヒーストア。1937年の創業当時から秘伝のレシピで作られ
る定番商品『オリジナル・グレーズド』の口中でふわっととろける軽い食感が特徴です。
季節ごとに登場する楽しいシーズナルドーナツもおすすめです。

7：30～22：00

10

SWEETS BOX

週替わり
スイーツ

エキナカのお菓子箱をイメージした週替わりのスイーツ専門店。自分へのご褒美とし
て、あるいは訪問先へのお土産として、有名ブランドや話題のお店のスイーツをご用意
し、“ちょっと贅沢”な喜びと、駅を利用する楽しさをご提供します。

10：00～22：00

11

ブールミッシュ

洋菓子

日本の本格的フランス菓子の草分け的存在。店主の吉田菊次郎がフランス・パリで研
鑚した伝統的なフランス菓子を基本に新しい創作菓子に挑戦しています。世界食品コ
ンテスト「モンドセレクション」で最高金賞を連続受賞するなど世界が認めた美味しさを
ご提供いたします。

10：00～22：00

12

トップス

洋菓子

チョコレートケーキでおなじみの「トップス」。女性に大人気のチーズケーキや季節ケー
キ、お土産に最適で日持ちする焼き菓子を多数取りそろえています。

10：00～22：00

13

ワッフル・ケーキの店 R.L
（エール・エル）

ワッフル

神戸のワッフルケーキ専門店。建築設計事務所からスタートしたユニークなブランド
で、デザインにこだわったものづくりが特徴です。日本人の感性で新たに創り出したこ
だわりのワッフルをお届けいたします。

10：00～22：00

洋惣菜

「eashion（イーション）」とはeat（食べる）=fashion（ファッション）をコンセプトに、素材や
産地にこだわった食材を使用し、お客さまのライフスタイルをバックアップしていく洋惣菜
店です。

10：00～22：00

14

スイ ーツ ボックス

イ ーショ ン

eashion

15

ＰＡＯＰＡＯ

中華
・点心

厳選した黒豚と和豚まち豚を使用した、手作りの本格点心「PAOPAO」。店名は中国語
の包宝（パオパオ）に由来し、一つひとつの点心を、宝物のように包むという意味が込
められています。丹誠込めて仕上げた自慢の本格点心を、是非、お楽しみください。

10：00～22：00

16

桂林常菜房

中華惣菜

中華の定番惣菜に加え、旬の素材を生かした創作メニューや揚げ物など、バラエティ
豊かな味をご提供いたします。通勤・通学にも便利な気軽に手に取れるパック入り商品
を豊富に取りそろえています。

10：00～22：00

17

崎陽軒

弁当
・惣菜

明治41年創業。豚肉と干帆立貝柱が出遭って生まれた豊かな風味の「シウマイ」、独
自の製法で炊いたご飯が自慢の「シウマイ弁当」、日本人の味覚にぴったりの「横濱月
餅」など横浜のおいしさをお楽しみください。

10：00～22：00

18

四季の味 献心亭 匠

和惣菜

19

とりじん

焼鳥
・惣菜

20

ハニーズバー

21

くすりＳＴＡＴＩＯＮ

「エキナカ救急箱」をコンセプトに、駅をご利用するお客さまに“安心と便利”をご提供い
ヘルスケア たします。 また、医薬品、コスメ、ビタミン剤なども取りそろえ、忙しいお客さまの“今”を
サポートいたします。

7：30～22：00

22

リラクゼメイト

「ココロとカラダのプチリラックス」をモットーに、お仕事帰りやお出かけついでに、気軽に
リラクゼー
立ち寄れるリラクゼーションサロンです。地域にお住まいの方から乗り換えのお客さま
ション
まで、ご利用頂きやすいエキナカ店オリジナルメニューもご用意いたします。

10：00～22：00

パオパオ

鶏陣

ジュース
スタンド

サービスのこだわりは「対話型販売」、商品のこだわりは「高品質な品揃え」です。働く
自分へのささやかな“ご褒美”、ご家族への“ちょっと贅沢”を、お惣菜を通じてご提供い
たします。

10：00～22：00

全ての惣菜に国産鶏のみを使用しています。オリジナルの醤油ダレ、塩ダレにからめた
「焼鳥」や、しっかりとした旨味のある「鶏惣菜」をご用意しております。

10：00～22：00

太古の昔から自然健康食品として親しまれてきた「はちみつ」とフルーツ、野菜、ミル
ク、ヨーグルトなどをベースにしたフレッシュなジュースをご提供いたします。

7：30～22：00

備考

エキナカ初出店

エキナカ初出店

エキナカ初出店

埼玉県初出店

埼玉県初出店

埼玉県初出店

