
PRESS RELEASE 2019.1.22

２０１９年２月２３日（土） １０：００
ビーンズ中山 リニューアルオープン！

株式会社ジェイアール東日本都市開発は、運営するショッピングセンター「ビーンズ

中山」（ＪＲ横浜線 中山駅直結）を、２０１９年２月２３日（土）にリニューアル

オープンします。スターバックスやＭＵＪＩ ｃｏｍなど、毎日の生活に寄り添う１２

ショップが２階・３階にオープン。駅をご利用のお客さまや地域の皆さまへ、より便利

で快適な暮らしをご提供いたします。

１．リニューアル概要

Convenience & Comfort
毎日買い物に来やすく、行きたくなる「利便性」と、買い物しやすい動線や明るく爽やかで開放感
のある「心地よい商空間」を実現することで、今までビーンズをご利用いただいていたお客さまに
も、初めてビーンズにいらっしゃるお客さまにも愛される施設を目指してまいります。

＜2階：食料品フロアイメージ＞

＜コンセプト＞

■お客さま用トイレの改善
より多くのお客さまに快適にご利用いただけるよう、多目的トイレの新設及び男女トイレのリニューアルを行
います。

■便利な分散共通レジ
生鮮食品・グロサリーの４ショップでは、各店に配置しております共通レジにてお会計いただきます。複数
ショップでのお買い物も、単店でのお買い物も、スピーディーに効率よくお会計ができます。なお、地球環
境に配慮してレジ袋を有料化（１枚２円）させていただきます。

＜2階：エントランスイメージ＞



２．ショップご紹介

■新規・リニューアルショップ

■ 営業中ショップ

フロア ショップ名(業種)

４Ｆ 井出歯科クリニック(歯科クリニック) ・ ワンダー美容室(美容室)

３Ｆ ＱＢハウス(ヘアカット) ・ カラダファクトリー(リラクゼーション) ・ おしゃれ工房(洋服のお直し)

１Ｆ ケンタッキーフライドチキン(ファストフード) ・ エピシェール(ベーカリー) ・ ファミリーマート（コンビニエンスストア）

ＮＯ． ロゴ
ショップ名

（フリガナ）
フロア 会社名 業種 ブランド紹介 営業時間 NEW RENEWAL

1 スターバックス ３Ｆ
スターバックス

コーヒージャパン㈱
カフェ

アメリカシアトル生まれのスペシャルティーコーヒースト

ア。

高品質のアラビア種、コーヒー豆から抽出したエスプ

レッソがベースのバラエティ豊かなエスプレッソドリンクや

ペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。

平日　　7：00～22：00

土日祝　8：00～22：00 ●

2
MUJI com

(ﾑｼﾞ ｺﾑ)
３Ｆ ㈱良品計画 生活雑貨

いつも通る場所にある、より身近な無印良品。毎日の

ように使うものはいつも通る場所でさっと買う。職場、

学校での必需品から、誰かに贈るギフトまで、日々の

暮らしに必要なアイテムが揃います。

10：00～21：00 ●

3
鈴木水産

（ｽｽﾞｷｽｲｻﾝ）
２Ｆ ㈱鈴木水産

鮮魚・

寿司

１９６７年の創業以来、三崎のまぐろ専門問屋とし

て「品質」「価格」「安全」にこだわり、「お客様第一」の

心で営業をしている鈴木水産です。三浦三崎直送の

天然まぐろをはじめ、市場より直送する新鮮で品揃え

豊富な魚介類を、自信をもって提供いたします。

10：00～21：00 ●

4 ニュー・クイック ２Ｆ ㈱ニュー・クイック
精肉・

惣菜

お肉の専門店、ニュー・クイックです。専門店の豊富な

知識と品揃えで美味しいものをリーズナブルに提供し

ます。自慢のお肉を使ったミートデリもオススメです。

10：00～21：00 ●

5
澤光青果

（ｻﾜﾐﾂｾｲｶ）
２Ｆ ㈱澤光青果 青果

青果取扱い量が東洋一の大田市場で、自社の“目

利き”がその日に仕入れた鮮度抜群の野菜・果物を

販売。

更に『健康を売る』をモットーに安心・安全でリーズナブ

ルな野菜、クオリティの高い果物をお客さまに毎日お

届けします。

10：00～21：00 ●

6
一〇八抹茶茶廊

(ｲﾁﾏﾙﾊﾁﾏｯﾁｬｻﾛｳ)
２Ｆ ㈱オーシャン

大判焼き・

抹茶スイーツ

茶鑑定名匠がブレンドした宇治抹茶を贅沢に使いふ

くよかな香りと旨味が引き立つ大判焼きやドリンク・パ

フェを取り揃えた抹茶スイーツ専門店です。

今では定番となったタピオカティーやほうじ茶のソフトク

リームなど年齢を問わずお楽しみ頂ける商品もご用意

しております。

10：00～21：00 ●

7 アルズフーズマーケット ２Ｆ 荒井商事㈱ グロサリー

Everyday Enjoy Shopping！季節の味「旬」を基

本とし、「美味しい食卓」「楽しい食卓」「飽きない食

卓」を提供し、お客さまの毎日の献立選びを「悩み」か

ら「楽しみ」へ変えます！主に基礎調味料、菓子、ス

イーツなどの名品などを取り揃えております。

10：00～21：00 ●

8
点心・惣菜　KASEI

(ﾃﾝｼﾝ・ｿｳｻﾞｲ　カセイ)
２Ｆ ㈲華星 中華料理

本場中国の職人が、中華の味を大切に伝え続ける

点心・惣菜店。バリエーション豊かなメニューで多くのお

客さまに親しまれているお店です。

10：00～21：00 ●

9 はまけい ２Ｆ ㈱ハマケイ 鶏惣菜

産地から毎日直送された新鮮な国内産鶏肉を使

用。

美味しく安心・安全な鶏肉を店内調理しています。出

来立ての美味しさをご賞味ください。

10：00～21：00 ●

10
とんかつ和幸

（ﾄﾝｶﾂﾜｺｳ）
２Ｆ 和幸フーズ㈱ 惣菜

昭和33年の創業以来、こだわりの味と伝統の技術を

守り続けているとんかつ専門店です。定番のとんかつか

ら、季節に合わせた限定商品まで、幅広く取り揃えて

おります。

10：00～21：00 ●

11
京樽

（ｷｮｳﾀﾙ）
２Ｆ ㈱京樽 すし

おなじみの茶きん鮨をはじめ伝統の技で作る上方

鮨、新鮮なネタを揃えた江戸前鮨などを各種ご用意

いたしております。また、季節毎のおすすめ品やお買得

品もございますので、お食事・お土産にぜひご利用下

さいませ。

10：00～21：00 ●

12
崎陽軒

(ｷﾖｳｹﾝ)
２Ｆ ㈱崎陽軒 シウマイ

1908（明治41)年の創業以来、横浜のおいしさを

創りつづける崎陽軒。豚肉と干帆立貝柱の風味豊か

な「シウマイ」、こだわりが詰まった「シウマイ弁当」、日

本人の味覚に合わせた「横濱月餅」「中華まん」など、

横浜の味を取り揃えて皆さまをお待ちしております。

7：00～21：00 ●



３．オープニングキャンペーン

■オープン記念JRE POINT 3倍デー【2月23日（土）～25日（月）】

2月23日（土）～25日（月）の3日間、JRE POINT 3倍デーを実施いたします。

■LINE@スタートキャンペーン【2月23日（土）～25日（月）】

ビーンズ中山の「今」をLINEでお知らせすることで、より身近にビーンズ中山の

キャンペーンやイベントなどの情報をお伝えいたします。期間中は友だち登録で

JRE POINT50ポイントをプレゼントいたします。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

ビーンズ中山

JR横浜線 中山駅直結 〒226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町59

1985年11月

約1,600㎡（うち今回リニューアルエリア：約1,050㎡）

21ショップ（うち今回リニューアル：12ショップ）

10:00～21:00 ※一部店舗の営業時間は異なります。

施 設 名

所 在 地

開 業 日

売場面積

店 舗 数

営業時間

４．施設概要

リニューアルエリア

お客様用トイレ

■その他

各ショップにてオープン記念商品やノベルティ等ご用意してお待ちしております。

※最新の情報はビーンズ中山ホームページ(http://beans.jrtk.jp/nakayama/)をご覧下さい。

■エコバッグプレゼント【3月1日（金）～3日（日）】

各日お買い上げ合計2,000円以上（税込）のお客さま先着500名様にエコバッグをプレゼントいたします。

ビーンズ中山全館では、リニューアルオープンを記念し以下のキャンペーンを実施いたします。

http://beans.jrtk.jp/nakayama/


５．運営会社概要

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

株式会社ジェイアール東日本都市開発

代表取締役社長 出口 秀已

1989年（平成元年）4月20日

東京都渋谷区代々木2－2－2 ＪＲ東日本本社ビル13階

http://www.jrtk.jp/

全19ＳＣ（シャポー 5ＳＣ・ビーンズ 13ＳＣ・エキュート 1ＳＣ）

会 社 名

代 表 者

設 立 年 月

所 在 地

会 社 H P

運営するＳＣ

＜取材のお問い合わせ先＞

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

営業部 販売促進課：ＴＥＬ(03)5334-1055 ＦＡＸ(03)5334-1052

谷（y-tani@jrtk.co.jp）・堀越（m-horikoshi@jrtk.co.jp）

マーケティング開発部 開発課：ＴＥＬ(03)5334-1056 ＦＡＸ(03)5334-1052

阿部（y-abe@jrtk.co.jp）・大西（i-ohnishi@jrtk.co.jp）

＜ビーンズについて＞

「ビーンズ」は、(株)ジェイアール東日本都市開発の運営するショッピングセンターです。

【ビーンズ 一覧】
・ビーンズ阿佐ヶ谷 ・ビーンズ西川口
・ビーンズ赤羽 ・ビーンズ武蔵中原
・ビーンズ亀有 ・ビーンズ武蔵新城
・ビーンズ戸田公園 ・ビーンズ中山
・ビーンズ戸田 ・ビーンズ新杉田
・ビーンズ武蔵浦和 ・ビーンズ保土ヶ谷
・ビーンズ与野本町

【ロゴマーク】 【コンセプト】

いつも暮らしの真ん中に、
「うれしい」を

ぎゅっと詰め込んで。

http://www.jrtk.jp/

