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株式会社三越伊勢丹ホールディングス

三越伊勢丹が提案する新しい食のライフスタイル

「FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA」
～ 3月20日（火） グランドオープン ～
株式会社三越伊勢丹ホールディングスは、成長事業として不動産事業を推進しており、その柱のひとつであるテナント
リーシングのノウハウを活用した商業施設運営を強化してまいります。その一環として、3月20日（火）に、「FOOD＆TIME
ISETAN YOKOHAMA」をオープンいたします。このたび概要が固まりましたので、お知らせいたします。

「FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA」は、多くのお客様が行き交う横浜駅西口の立地を意識し「時間・空間」を4つの
ゾーンで構成しています。横浜駅を行き交う多様なワーカーや、横浜で時を過ごすために集う人々に向けて、デイリー使いに
便利なスーパーマーケットとして、独自のプライベートブランドを中心に品揃えする「クイーンズ伊勢丹」がリニューアル
オープン。 「CAFÉ & DELI PLAZA」ゾーンには、約130席の共有イートインスペースを設け、ごゆっくりとお食事をお楽しみ
いただける空間を演出しています。

オープニングイメージビジュアル

「TIME with FOOD」
～時を過ごす人に「食」が寄り添う～
「時」と「食」を表現しています。
訪れたお客様を朝から夜まで食を通じて
心地良くおもてなし。
充実した時を過ごせる空間を
創造しました。

多種多様な食のニーズに合わせ、
カフェ・レストラン、イートイン、
グローサリー、フレッシュフード等
お客様が思い思いに
選べる・作る・楽しめる、
横浜の新しい食の空間を提案します。

個々の「時」のニーズに合わせた4つのゾーンと空間を提案します。
人々の時のニーズに合わせて、一日を通して利用できる「 A l l d a y ｄ i n i n g 」 。
旬を感じ、いつも新しい発見がある「 L i v e f o o d s t o r e 」 。
細長い空間を活かしたゾーンは、「食」と「時」と「空間」が音楽のように、
リズムを感じながら過ごす心地良い空間を演出しています。

QUICK&EAT-IN
手軽なテイクアウト・イートインにより、朝・昼・夜を通して軽食をご提供
朝食・ランチ・軽い夕食など駅利用者にとって欠かせないサンドイッチ、おにぎりやドリンクなどの
テイクアウトメニューが充実しているゾーン。「神戸屋キッチン デリ＆カフェ」が横浜初登場。
モーニングメニューはもちろん夜のバータイムまでたっぷり楽しめるショップのラインナップです。

FOOD MARKET
クイーンズ伊勢丹を中心とした駅需要特化型のグローサリー、生鮮品の専門店
日常の食卓に必要な「食材」が揃うコンパクトなスーパーマーケット「QUEEN’S ISETAN」をはじめ、
生鮮品（青果・精肉・鮮魚）の専門店、自然食品まで揃えるゾーン。横浜銘菓やこだわりのスイーツ
ショップも充実のラインナップ。イベントスペース「FOOD＆TIME STAGE」では旬を楽しめる
プロモーションを展開します。

CAFÉ&DELI PLAZA
多彩なメニューを一日中気軽にイートインでもテイクアウトスタイルでも楽しめるゾーン
本場の味がカジュアルに楽しめるイタリアン「SPONTINI」や、お好みでオーダーが出来る
回転寿司スシローの新業態の「スシローコノミ」が登場します。約130席のイートインスペースは、
昼も夜もお客様のニーズに合わせてお使いいただけます。豊富に揃った各ショップの夜メニュー
（アルコール・おつまみ）もおすすめです。

CASUAL DINING
気の合う仲間たちと落ち着いた時を過ごせるカジュアルダイニング
幅広いターゲット層に向けてランチ、グループでの宴会まで利用できる大人のダイニングゾーン。
横浜初登場の女性に嬉しい和カフェ「カフェ ソラーレ Tsumugi」をはじめ、アルコールが充実した
「Antenna America」「ビアホール だん家」で、昼も夜もゆっくりとお食事をお楽しみいただけます。

「CAFÉ & DELI PLAZA 」 イメージパース

「FOOD MARKET」 イメージパース

QUICK&EAT-IN
神戸屋キッチン デリ＆カフェ
（ベーカリーカフェ）

イーストフード・乳化剤無添加の食事パン
を中心に、つくりたてのペストリーやパイ、
サンドイッチ、パンに合うデリカテッセンも
ご用意しています。商品はすべて併設の
カフェでお召し上がりいただけます。

Gooday Juice
（フレッシュジュース）

PRONTO （カフェ＆バー）
農家から直接届く旬の産地直送フルーツを、
全て生の食材からそのままその場でつくる
フレッシュジュース店です。

朝はモーニング、昼はパスタ、午後はスイーツ。夜は豊富な
アルコールとおつまみを中心としたフードメニューで、１日中
お好きなシーンでくつろぎの時間をお過ごしいただけます。

Soup Stock
Tokyo

oeuf TAMACO
サンド

ぼんたぼんた

（スープ専門店）

（タマゴサンド専門店）

（おにぎり専門店）

素材の自然な味わいをお楽しみいただく
ため、手間暇かけたスープを種類豊富に
提供する食べるスープの専門店です。

和風や洋風、変わり種まで毎日50種の多彩な
タマゴサンゴがそろう話題の専門店です。

栄養価が高くカロリーと糖質カットの身体が喜ぶ
「金芽米」で手握りした具材たっぷりのおにぎりは、
甘みがふんわり広がります。

FOOD MARKET
QUEEN'S ISETAN 横浜駅を行き交う多様なワーカー、横浜で時を過ごすために集う
（スーパーマーケット）

人々に向けて独自のプライベートブランドを中心に品揃えする
スーパーマーケットがリニューアルオープンします。

（インショップ）

チャイナタウンデリ

知久屋

（総菜・弁当）

（中華総菜）
中華弁当、総菜、中華菓
子、点心のテイクアウトが
揃った本格中華です。

ヤオヤスイカ
（青果）

季節に応じた新鮮な野菜や果物を仕入れ、
スピーディーにお客様にお届けする八百屋
です。

築地 魚きん
（鮮魚）

築地市場を中心に鮮度第一に品揃え、
季節感あるお店で刺身盛り合わせ・寿司が
おすすめです。

ボンラスパイユ

鎌倉山ラスク

（自然食品）

（洋菓子）

パリで開かれるオーガニ
ックマルシェのように誰で
も気軽に楽しめるナチュラ
ル・オーガニック店です。

様々な種類を取り
揃えた鎌倉創業の老舗
ラスク専門店です。

濱うさぎ
（イベントステージ）

期間限定で、話題のスイーツやパンを
はじめ、季節に合わせたワイン・チーズ
などのプロモーションを展開します。

（和菓子）

横浜生まれの創作和菓
子店。四季折々のお品
物を揃えています。

化学調味料や合成着色料、
合成保存料は不使用の美味
しいお総菜・お弁当です。

千駄木腰塚
横濱精肉店
（精肉・食肉加工品・
デリカデッセン）

知る人ぞ知る食肉専門店。 素材の良さと人気
の味わいを精肉やデリカテッセンで ご提供し
ます。

横浜フランス菓子
プチ・フルール
（洋菓子）

本物の味を届けるプチ・フ
ルールの想いがこもった
スイーツが並びます。

DOLCE FELICE
（洋菓子）

カップデザートやエクレア
など季節のフルーツを
たっぷり使った幸せな
お菓子が揃います。

CAFÉ&DELI PLAZA
COFFEE STYLE UCC

FRESHNESS
BURGER

（コーヒー専門店）
（バーガーカフェ）

私好みのコーヒースタイルを見いだせる
新しいスタイルのコーヒーショップ。家淹
れコーヒーを楽しむ商品やコーヒーが沢
山揃った物販コーナーと豆を選んで楽し
むコーヒースタンドを併設しています。

おいしくてカラダにいいものをていねいに手づくり
する大人がくつろげるバーガーカフェです。

WithGreen
（サラダボウル専門店）

SPONTINI
（イタリアン）

日本の農家から仕入れた野菜をそのままサラ
ダへ。横浜エリア初出店です。

イタリアで６０年以上愛される本場の味を、
カジュアルにお楽しみいただけるミラノピ
ザ専門店が横浜に初登場。フードコート
での出店は日本初です。

こめらく
和のスープと
お茶漬けと。
（和食・お茶漬け）

まずはそのままどんぶりで、次に、お出汁をか
けてお茶漬けとして。１回で２度楽しめます。

担担麺VS酸拉麺 武双
（ラーメン）

国産小麦で作ったオリジナ
ル特注麺を2種類ご用意。
スープとの相性が抜群です。

鳥ぷろ

（焼鳥・揚物）

「厳選された国産鶏を使用
した焼き鳥」やこだわりの
「鶏惣菜」「お弁当」など
多数取り揃えています。

RINGERHUT YOKOHAMA PREMIUM
横浜西口店

スシローコノミ
（すし）

お好みのネタを1貫からお選びいただける
「コノミメニュー」、定番のおまかせ「寿司盛り
合せ」をはじめ、サイドメニューやドリンクも取り
揃えた、回転寿司スシローの新業態が初登場
します。

（長崎ちゃんぽん）

リンガーハット定番の長崎ちゃんぽん、ぎょうざ
などをはじめ、当店だけのオリジナルメニュー、
ビール・サワー・ワインなど、豊富なメニューを
お楽しみいただけます。

町村農場 the MILK
（スイーツ＆ブレッド）

創業100年の牧場自家産乳製品
を使用した、the MILKオリジナル
のスイーツとフレンチトーストです。

CASUAL DINING
カフェ ソラーレ Tsumugi

（和カフェ）

オリジナルの日本茶、ハーブティー、こだわりのロール
ケーキやシロップにこだわった削り氷など、スイーツが
豊富。バランスの良いランチを手軽に美しく輝く女性の
ココロとカラダを気遣う居心地よい和カフェです。

Antenna America
（アメリカンクラフトビールショールームショップ）

その場で飲める各種樽生、缶やボトルが100種類以上
並んだアメリカンクラフトビールショールームショップ。
徹底した品質管理を誇る輸入業者ナガノトレーディング
直営ならではのおいしさをお楽しみいただけます。

ビアホール だん家
（ビアホール）

種類豊富な生ビールをはじめ世界各国の美味
しいワイン・生ビールのアルコールや、ドイツ産
ソーセージやアイスバイン、チーズフォンデュ
などおすすめ。宴会用のコースもご用意。
団体様でのご利用にも最適です。

FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA ショップリスト
ショップ名

QUICK
＆EAT-IN

CASUAL
DINING

カテゴリー

神戸屋キッチン デリ＆カフェ

株式会社 神戸屋レストラン

ベーカリーカフェ

2

PRONTO

株式会社 プロントコーポレーション

カフェ＆バー

3

oeuf TAMACO サンド

株式会社 ポムフード

タマゴサンド専門店

4

Soup Stock Tokyo

株式会社 スープストックトーキョー

スープ専門店

5

ぼんたぼんた

株式会社 ティーエッセンス

おにぎり専門店

6

Gooday Juice

株式会社 Drapocket

フレッシュジュース

7

鎌倉山ラスク

株式会社 PDIA2

洋菓子

8

DOLCE FELICE

河淳株式会社

洋菓子

9

横浜フランス菓子 プチ・フルール

株式会社 横尾商事

洋菓子

10

濱うさぎ

株式会社 濱うさぎ

和菓子

11

QUEEN'S ISETAN

株式会社 三越伊勢丹フードサービス

スーパーマーケット

※インショップ （知久屋）

株式会社 知久

総菜・弁当

※インショップ （チャイナタウンデリ）

株式会社 ハンケイ

中華総菜

FOOD
MARKET

CAFÉ＆DELI
PLAZA

会社名

1

12

ヤオヤ スイカ

株式会社 oiseau

青果

13

築地 魚きん

株式会社 魚きん

鮮魚

14

千駄木腰塚 横濱精肉店

株式会社 コシヅカハム

精肉・食肉加工品・デリカテッセン

15

ボンラスパイユ

株式会社 アイセ・リアリティー

自然食品

16

FOOD＆TIME STAGE

株式会社 センチュリートレーデイングカンパニー

イベントステージ

17

こめらく 和のスープとお茶漬けと。

株式会社 ティー・ユー・ビーアソシエイツ

和食 お茶漬け

18

RINGERTHUT YOKOHAMA PREMIUM 横浜西口店

株式会社 リンガーハット

長崎ちゃんぽん

19

FRESHNESSBURGER

株式会社 フレッシュネス

バーガーカフェ

20

SPONTINI

J-World Diner株式会社

イタリアン

21

鳥ぷろ

株式会社 トリプロ・プラス

焼鳥・揚物

22

COFFEE STYLE UCC

ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社

コーヒー専門店

23

サラダボウル専門店「With Green」

株式会社 With Green

サラダボウル専門店

24

町村農場 the MILK

株式会社 町村農場

スイーツ＆ブレッド

25

スシローコノミ

株式会社 あきんどスシロー

すし

26

担担麺VS酸拉麺 武双

株式会社 ティーエッセンス

ラーメン

27

カフェ ソラーレ Tsumugi

株式会社 プロントコーポレーション

和カフェ

28

Antenna America

株式会社 ナガノトレーディング

アメリカンクラフトビールショールームショップ

29

ビアホール だん家

株式会社 だん家

ビアホール

【施設概要】
■ 施設名称：FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA
（ロゴの意味）

「食とあなたの時間のある場所」という意味をこめて描き出し、
かつ、「横浜」駅構内立地という特殊な要素を意識し、
リズミカルにエリア「YOKOHAMA」を表現しています。

■ 所在地：神奈川県横浜市西区南幸一丁目5番1号 新相鉄ビル（ジョイナス） 地下一階
■ 運営会社：株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン
■ 商業施設面積：約2,340㎡

■ 店舗数：29店舗

■ 開業日：2018年3月20日（火）

■ 営業時間： 7：30～23：00 ※店舗により営業時間が異なります。

■ FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMAホームページ（3月上旬 開設予定）

http://foodtime-yokohama.com/

このプレスリリースに関する報道関係の皆さまのお問合せは、下記までご連絡ください。
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 業務本部総務部 コーポレートコミュニケーション担当
TEL：03-6205-6003 ＦＡＸ：03-6205-6009

