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ビーンズ武蔵中原 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「ビーンズ武蔵中原」

（ＪＲ南武線 武蔵中原駅）を、９月２８日（火）にリニューアルオープンします。品揃えの充実と

売場の買いやすさを目指し、人気のスイーツショップやレトロな雰囲気が特徴の地元ベーカリーなど

新たに６ショップが加わり、日常の中でちょっとした贅沢やワクワク感をご提供します。「なかはら

生鮮市場」では、生鮮食品からグロサリーまで、共通レジでまとめて購入できるように変わり、地域

の皆様の生活利便性向上を目指してまいります。リニューアルオープン時は、混雑緩和・分散来店の

ため「事前入館予約制」とさせていただきます。(予約方法はホームページ等でお知らせいたします)

１．リニューアル概要

今日も「いいね！」

＜1階：食料品フロア イメージ＞

＜コンセプト＞

＜エントランス イメージ＞

地域の皆様のサードプレイスのような空間を意識し、居心地の良さを感じていただける設備や環境と

売場づくりを実現します。今までビーンズをご利用いただいていたお客さまも、初めてご利用される

お客さまも「いいね！」と感じ、毎日でも通いたくなる施設を目指してまいります。

■便利で買い物がしやすい「共通レジ」
「共通レジ」の対象ショップにスーパーマーケットが加わり、「なかはら生鮮市場」として
生鮮食品からグロサリーまで一つのレジでまとめて購入できるようになります。
専門店の品揃えと買いやすさを実現した売場でお買い物をお楽しみいただけます。

■エレベーターを新設
安心してご利用いただける非接触型のエレベーターを新設します。
１階と２階の行き来が便利になり、快適にお買い物を楽しんでいただけるようになります。



２．出店ショップご紹介(一例)

スイーツ・ベーカリー

『YATSUDOKI（ヤツドキ）』は山梨県の八ヶ岳や、末広がりの「八」と、
午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳山麓の厳選
した卵や牛乳を使用、手作りの専門店品質にこだわった、「YATSUDOKI
（ヤツドキ）」オリジナルの商品を含む約70種類の商品を取り扱います。

シャトレーゼプレミアム
ヤツドキ
(スイーツ)

昔ながらの雰囲気をコンセプトにした街のパン屋さん。遊びゴコロが溢れ
た店内と種類豊富な焼きたてパン、両方とも楽しめるお店です。昭和４０
年代に武蔵中原駅近くにあった丸十ベーカリ―が運営しています。

ふく福
(ベーカリー)

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
おいしい品をリーズナブルに提供します。自慢のお肉を使ったハムや
お惣菜もオススメです。

ニュー・クイック
(精肉)

山助の魚を買った一人ひとりのお客様から『美味しい』という言葉を頂け
るよう、生ものである魚を安心して召し上がって頂けるよう、厳選した市
場での仕入れ徹底した品質管理を行っています。

山 助
(鮮魚)

お客様の「いつも」と「こだわり」が見つかる、新しいスタイルの食
品・菓子・お酒・お惣菜のお店です。利便性・美味しさを追求したお
総菜と品質・産地・味にこだわった食料品やお菓子、酒類でちょっと
良いもの、新しい発見をご提供します。

デ リ ド
(スーパー)

九州屋は、北海道から九州まで日本全国に店舗展開している青果専門
店です。青果のプロが厳選した新鮮、安全安心おいしいはもとより、
春夏秋冬いつでもお客様のニーズにお応えした提案を実施しています。

九 州 屋
(青果)

■授乳室を新設
お子様連れのお客さまにも安心してお買い物していただけるように、お子様と一緒に休憩
できる授乳室を完備いたします。

■川崎フロンターレ ビーンズスクエア
川崎市をホームタウンとするプロサッカーチーム「川崎フロンターレ」の試合情報などの情報
配信や、ロッカー室をイメージした休憩スペースを設けます。

■お客さまトイレを充実
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。



3.新規・リニューアルショップ一覧

■営業中ショップ

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 ブケ オ! ブケ 1F ㈱ゼントクコーポレーション 生花
『Modern,Fresh&Casual』 3つの言葉をコンセプトに、ハイクオリ

ティーな商品をお手頃価格でご提供します。ご要望やご用途に

合わせたオンリーワンの商品をお作りすることも出来ます。

10：00～21：00 ●

2
はなまる

ダイニングセレクト
1F ㈱はなまるフードサービス 惣菜

お客様からたくさんのはなまるがもらえるように美味しさいっぱいの

お惣菜、お弁当を取り揃えております。
10：00～21：00 ●

3

レトロベーカリー

ふく福

(ﾚﾄﾛﾍﾞｰｶﾘｰﾌｸﾌｸ)

1F ㈱丸十ベーカリーシャルン ベーカリー

昔ながらの雰囲気をコンセプトにした街のパン屋さん。遊びゴコロが

溢れた店内と種類豊富な焼きたてパン、両方とも楽しめるお店で

す。昭和４０年代に武蔵中原駅近くにあった丸十ベーカリ―が運

営しています。

8：00～21：00 ●

4
大野屋商店

(ｵｵﾉﾔｼｮｳﾃﾝ)
1F ㈱大寿

食品セレクト

ショップ

[ちょっとぜいたく、とってもおいしい]食のお取り寄せストアです。全国

各地のご当地食品を産地直送でお取り寄せ。お客様の大切な毎

日の食卓が、より【おいしく】【たのしく】なる食の専門店。

10：00～21：00 ●

5

Chateraise PREMIUM

YATSUDOKI

(ｼｬﾄﾚｰｾﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑﾔﾂﾄﾞｷ)

1F ㈱シャトレーゼ スイーツ

『YATSUDOKI（ヤツドキ）』は、山梨県の八ヶ岳や、末広がり

の「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。

八ヶ岳山麓の厳選した卵や牛乳を使用、手作りの専門店品質

にこだわった、「YATSUDOKI（ヤツドキ）」オリジナルの商品を含

む約70種類の商品を取り扱います。

10：00～21：00 ●

6 はまけい 1F ㈱ハマケイ 惣菜・デリ

安心・安全な国産鶏にこだわった焼鳥＆鶏惣菜専門店です。

はまけいの美味しさの秘密は『100％国産鶏使用』『産地直送』

『秘伝のたれ』。鮮度が自慢の厳選された国産鶏だから、新鮮で

柔らかく、ジューシーな味わいです。

10：00～21：00 ●

7
すき家

(ｽｷﾔ)
1F ㈱ゼンショー

牛丼・カレー・

各種丼
すき家では、牛丼をはじめカレー・各種丼・お子様メニュー・デザート・

豊富なトッピングメニューを取り揃えています。
24時間営業 ●

8
とんかつ和幸

(ﾄﾝｶﾂﾜｺｳ)
1F 和幸フーズ㈱ 飲食

とんかつひと筋60余年、厳選素材と伝統の調理技術。

専門店のこだわりの味をお楽しみください。

売店10：00～21：00

レストラン11：00～21：

00
●

9
九州屋

(ｷｭｳｼｭｳﾔ)
1F ㈱九州屋 青果

九州屋は、北海道から九州まで日本全国に店舗展開して

いる青果専門店です。青果のプロが厳選した新鮮、安全安

心おいしいはもとより、春夏秋冬いつでもお客様のニーズにお

応えしたご提案を実施しています。

10：00～22：00 ●

10 ニュー・クイック 1F ㈱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

品揃えでおいしい品をリーズナブルに提供します。自慢のお肉

を使ったハムやお惣菜もオススメです。9の付く日（9日、19

日、29日）は『クイックに日セール』を開催。

10：00～22：00 ●

11
山助

(ﾔﾏｽｹ)
1F ㈱山助 鮮魚

山助の魚を買った一人ひとりのお客様から『美味しい』とい

う言葉を頂けるよう、生ものである魚を安心して召し上がっ

て頂けるよう、厳選した市場での仕入れ、徹底した品質管

理を行っています。

10：00～22：00 ●

12 デリド 1F 富士シティオ㈱ スーパー

お客様の「いつも」と「こだわり」が見つかる、新しいスタイル

の食品・菓子・お酒・お惣菜のお店です。利便性・美味しさ

を追求したお総菜と品質・産地・味にこだわった食料品やお

菓子、酒類でちょっと良いもの、新しい発見をご提供します。

10：00～22：00 ●

13 ウエルシア 1F ウエルシア薬局㈱
ドラッグ

ストア

処方箋調剤・医薬品・化粧品・日用品 専門性と利便性

を兼ね備えたドラックストアです。

※9月28日~9月30日は保険調剤取扱いなし

10：00～22：00

調剤

平日10：00～20：00

日・祝日10：00～17：00

●

14 リアット! 1F ㈱リフォームスタジオ
靴/鞄

修理

鍵

靴・スニーカー・バックの修理・合鍵作製・クレンジング＆ケアならリ

アット!にお任せ。当店は、ヒール・ソール(靴底)修理やスニーカーの

靴底カスタマイズ、バック修理・靴クレンジング＆ケアを行っています。

10：00～21：00 ●

15 マジックミシン 1F ㈱リフォームスタジオ お直し
お直しに定番はありません。スタッフがニーズを直接うかがい、最高

のお直し方法を決めていきます。洋服のお直しで、もっとカッコイイ、

もっとカワイイ、もっとキヤスイを。

10：00～21：00 ●

16 ダイソー 2F ㈱大創産業
100円

ショップ

Find Surprise & Fun!カラフルでバラエティ豊かな商品の中からお

気に入りのものが見つかった時の選ぶ楽しさ！旬のアイテムやＴ

Ｖ・雑誌で紹介された便利グッズを多数ご用意しております。

10：00～21：00 ●

17
書房 すみよし

(ｼｮﾎﾞｳｽﾐﾖｼ)
2F ㈱スーパーブックス 書店

新しいページをめくるたびに新しい発見があるように、訪れるたびに

新しい自分、自分に必要なコトに出逢える書店。お店のコンセプト

である「めくり逢い」の言葉の通り、本とお客様との「出逢い」の場

となることを目指してまいります。

10：00～23：00 ●

フロア ショップ名(業種 )

2 Ｆ サイゼリヤ(レストラン) ・ マクドナルド(ファストフード)・すし屋銀蔵(寿司) ・ QBハウス(ヘアカット) ・ 横浜銀行ATM（ATM）

１Ｆ やよい軒(和定食)・大黒天宝くじ(宝くじ)

※9月28日リニューアルオープン時は、営業時間が異なる場合がございます

※9月10日先行オープン



（１）施 設 名

（２）所 在 地

（３）開 業 日

（４）売場面積

（５）店 舗 数

（６）営業時間

ビーンズ武蔵中原

JR南武線 武蔵中原駅直結 神奈川県川崎市中原区上小田中４-２-１

2000年9月

約3,900㎡（うち今回リニューアルエリア：約1,050㎡）

24ショップ（うち今回リニューアル：17ショップ）

10:00～21:00 ※一部店舗の営業時間は異なります。

リニューアルエリア

4．キャンペーン・その他

■JRE POINT 新規入会100ポイントプレゼント 9/28（火）～10/31（日）
JRE POINTカードに新規ご入会いただいた方には、もれなく100ポイントプレゼント
※リニューアルオープン時は「入会特設カウンター」をご用意いたします。

■川崎フロンターレ ビーンズスクエアが登場

２F「書房すみよし」前に、新たにロッカー室をイメージした

「川崎フロンターレ ビーンズスクエア」が登場します。

試合情報などの発信のほか、選手のサイン入りユニフォームの

展示など、地域の皆様と一緒に

「川崎フロンターレ」を盛りあげていきます。

※最新の情報はビーンズ武蔵中原ホームページ(http://beans.jrtk.jp//)をご覧下さい。

※イメージ 🄫KAWASAKI FRONTALE

5．施設概要

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


7．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 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 H P http://www.jrtk.jp/

（６）運営するＳＣ 全19ＳＣ（シャポー 5ＳＣ・ビーンズ 13ＳＣ・エキュート 1ＳＣ）

＜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）・大橋（ohsahi@jrtk.co.jp）・森川（morikawa@jrtk.co.jp）

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

上田(ueda.aiko@jrtk.co.jp)・松井(k-matsui@jrtk.co.jp)・佐藤(kosuke-sato@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が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。

6．新型コロナウィルス感染拡大防止の取り組みについて

・リニューアルオープン時は、混雑緩和・分散来店のため「事前入館予約制」

とさせていただきます。(予約方法はホームページ等でお知らせいたします)

・スタッフのマスク着用・毎日の検温・手指の消毒を徹底します。

・多くのお客さまが手を触れる箇所の消毒を強化します。

・主な出入口にアルコール消毒液の設置と、入口での検温を行います。

・外気の取入れ量拡大・出入口扉の開放により、換気を強化しています。

・レジでは飛沫防止シートの設置や待ち列の間隔設定を行っています。

・金銭やカードの受け渡しにはキャッシュトレイを使用します。

・レストラン・休憩スペースの一部閉鎖・座席数の削減を行っています。

http://www.jrtk.jp/
mailto:y-tani@jrtk.co.jp
mailto:ohsahi@jrtk.co.jp
mailto:morikawa@jrtk.co.jp
mailto:ueda.aiko@jrtk.co.jp
mailto:k-matsui@jrtk.co.jp
mailto:kosuke-sato@jrtk.co.jp

