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株式会社三越伊勢丹

報道関係者各位

三越伊勢丹が提案するたくさんの“おいしい”と“うれしい”に出会う場所

「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」
～2021年7月15日（木）グランドオープン～
株式会社三越伊勢丹は、新規出店による「顧客接点の拡大」を掲げ、商業施設運営事業の拡大を
進めてまいりました。「FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA」に次ぐ店舗として、7月15日
（木）に「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」をオープンいたします。
このたび概要が決定いたしましたので、お知らせいたします。

イメージビジュアル

Friendship
ともだち×大船

たくさんの“おいしい”と“うれしい”に出会う場所。
「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」が誕生します。
より便利に、快適に、
大船エリアの暮らしを楽しんでいただけるように。
皆さまとのつながりを育んでいきます。

「FOOD & TIME」は、「TIME with FOOD ～時を過ごす人に食が寄り添う～」をお客さまへ
のメッセージとして掲げ、その街で働き、住まい、訪れる人々に食とともに快適な時間をお過ごし
いただける施設となることを目指しています。
2018年3月にオープンした「FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA」は、時間や曜日で大きく変
わる駅直結の立地ならではのお客さまのニーズに、食に特化したテナントラインナップでお応えし
てきました。
このたびオープンする「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」では、郊外の立地特性を踏まえ、食
だけでなく日々の生活に必要なモノやサービスなどのライフスタイルを提案。出店する27テナント中、
大船初の15テナントだけでなく、地元の方々とのつながりの深い、地域6テナントも展開いたします。
大船エリアにお住まいのお客さまに暮らしをより楽しんでいただけるよう、“船”の形をした施設
に想いをこめて、皆さまとのつながりを育んでいきます。

「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」 ストアコンセプト
地域の人々の暮らしに合わせて、一日を通して生活に寄り添う

All Day Casual Dining & Lifestyle
私たちの居場所
「綺麗で安心」×「暮らしのソリューション」×「近くて便利」

「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」 ゾーン／環境 コンセプト
「暮らしの中に大船がある人々」に日常を楽しんでいただけるように。
大船のまちと人々の暮らしをつなぐ、グラデーションのようなシームレスな空間で
2つのゾーンを演出いたします。

1F Food もっとおいしく暮らす 「大船キッチン」
時間と場所を自由に選べる食生活をご提案
グロッサリー
イートイン付デリ

和洋菓子
カフェ

1F「大船キッチン」イメージパース

Space concept Streets lined

街並み

商店街の賑わいと「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」が一体になることを目指し、
街と「大船キッチン」を結びつける街並みを連想する空間を表現

2F Life

もっと快適に暮らす「大船サロン」

日常を楽しく便利にするアイデアをご提案
メガネ・コンタクト・コスメ
サービス

2F「大船サロン」イメージパース

Space concept Entrance Porch

エントランスポーチ

1Fの賑わいある街並みを通り、素敵な時を過ごすための「大船サロン」
そこに繋がる品のある緑溢れるエントランスを通り抜ける居心地の良いポーチを表現

1F
【地域テナント】

あっぷるぱい 考太郎（アップルパイ）
・ Bread Code by recette（食パン）
鎌倉発祥のアップルパイ専門店の自家製のパイ生
地で作る、ケーキのようなアップルパイと、食パ
ン専門店の国産原材料のみで作る、耳までおいし
い食パンをご提供いたします。

【地域テナント】

イグル氷菓（アイス）
木次乳業のパスチャライズ牛乳などを
使った、豊かな風味とさらりとした後
味に仕上げたソフトクリームで、ひん
やり心地よいひとときをお楽しみくだ
さい。

ジョアン（ベーカリーカフェ）
毎日、安心して楽しくお買物して
いただけるお店づくりで皆さまを
お迎えいたします。

ジュピター（グロッサリー）
アラビカ種100％のオリジナル
レギュラーコーヒー豆及び輸入
菓子・食品・ワインや、こだわ
りの国産菓子・食品を販売いた
します。

鮨辰（寿司・海鮮丼）
鮮魚専門店「魚の北辰」直営店。
鮮度抜群のお寿司や美味しい
「まぐろ丼」をご賞味ください。

【地域テナント】

Chocolaterie CALVA
（チョコレート）
北鎌倉発祥のチョコレート専門店。
「日本人にしか作れないショコラを
世界に届けたい」という思いで、和
菓子の要素を取り入れたショコラを
販売いたします。

鳥ぷろ（焼き鳥）
安全安心な食材をプロの技と秘
伝の味で調理し、心のこもった
「おいしい笑顔」をご提供でき
る店づくりを心がけます。

PEARL LADY CHA BAR
とんかつ新宿さぼてん
（とんかつ）
創業50余年のとんかつ専門店。匠
の技で仕上げ、健康に配慮した揚
げ物を中心にお弁当、かつサンド、
季節限定商品などを取り揃えます。

BIO-RAL（ビオラル）
（オーガニック・グロッサリー）
オーガニック食品や健康にこだ
わった 体にやさしい商品を豊富に
取り揃えます。
【地域テナント】
ミサキドーナツ（ドーナツ）
三浦市三崎発祥のドーナツ専門 店。
人気No.1のレモンクリーム チーズ
をはじめ、季節感を大切にした手
作りドーナツを販売いたします。

（タピオカ＆クレープ）
台湾直輸入の高品質茶葉と日本の自
社工場で作る安心安全なタピオカを
使用。フルーツ果肉をお茶に入れて
泡立てる「フルーツ泡茶」、お茶の
濃さが選べる「霧茶ミルク」など
様々な新感覚ドリンクをご提供いた
します。

MEATS DELI ZEST
（総合総菜）
毎日の食卓をモットーに、出来立て
の味わいや手軽さを大事にし、定番
のメニューから創作惣菜、お弁当ま
で品揃え豊富に取り揃えます。
【地域テナント】
ル・ミリュウ鎌倉山
（洋菓子カフェ）
季節感を大切に、香り高い旬の素
材を使ったケーキや焼き菓子など、
「基本を忠実に」作っているこだわ
りのフランス菓子店です。

和カフェTsumugi（和カフェ）
和のモチーフや色を取り入れた居心地
のよい空間と、和テイストのドリンク
やごはん・スイーツを取り揃えた、感
度の高い女性たちのココロに響く新し
いスタイルのカフェ。大阪の老舗茶屋
「袋布向春園本店」の日本茶をご提供
いたします。

【地域テナント】
和菓子 菜の花（和菓子カフェ）

命の源である水をテーマに、自然
の素材で季節感を大切にし、丁寧
な菓子づくりを心がけております。

2F

アインズ＆トルペ（コスメ）

aere AVEDA（美容室）

ALBA歯科&矯正歯科（歯科）

国内外で人気のスキンケア・メイ
クアップアイテムなどをバラエ
ティ豊かに取り揃えたコスメのセ
レクトショップです。

オーガニックにこだわったヘアケア、
スキンケア、ボディケア製品を展開す
るアヴェダとのコンセプトサロン。確
かな技術と癒し効果のあるアロマに包
まれた上質な時間をご提供いたします。

虫歯や歯周病などの保険診療やマ
ウスピース矯正やインプラントなどの
自費診療も各分野の専門ドクターが
揃っていて当院だけで完結できる総合
診療を行っております。当日診療
も受け付けております。

アンジェリカミッシェル

おしゃれ工房＋スマホクリニック

JINS（眼鏡）

（ネイル＆エクステ）
素材美を生かし、ケアに特化した豊富
なメニューをご用意しております。ア
イラッシュとアイブロウでアイゾーン
ビューティーが叶います。

なんぼや（買取）
ブランド品、時計、宝石、貴金属な
どの買取専門店。不要な物を捨てる
のではなく、リユースすることで地
球にやさしく、賢く有意義なライフ
スタイルをご提案いたします。

ミスターミニット（修理）
靴修理、スニーカー修理、靴みが
き、バッグ修理、合カギの作製、
時計電池交換、印鑑の作製など幅
広いサービスをスピーディーにご
提供いたします。

（修理）
お洋服に限らずバッグなど、品物ごとに
最適なお直しを提案いたします。お見積
りだけでも、お気軽にお立ち寄りくださ
い。

定番からトレンドのフレーム、ブ
ルーライトをカットするPC・スマホ
用メガネ「JINS SCREEN」まで、薄
型非球面レンズ込5,500円からご用意
いたします。

白洋舍（クリーニング）

マネードクター（保険）

より汚れ落ちのよい独自の洗浄システ
ムや細部にわたる手仕上げに、染み抜
きやほつれ補修、ボタン補強も行う、
メンテナンス付きのローヤルクリーニ
ングをはじめとした上質なサービスを
ご提供いたします。

お金のプロ（ファイナンシャルプ
ランナー）が、 保険をはじめ教
育・住宅・老後の資金に関する資
産運用など、「ライフプランに関
わるお金」のご相談を承ります。

メガネスーパー コンタクト（コンタクト）

ラフィネ（リラクゼーション）

地域最大級のコンタクトレンズとカラーコ
ンタクトレンズの品揃え。コンタクトレン
ズが待たずに購入できます。便利でお得な
配送サービスもオススメです。

疲れた体の筋肉をもみほぐすボ
ディケアやリフレクソロジーな
どのリラクゼーションサービス
をご提供いたします。

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

1F

2F

会社名

カテゴリー

大船初/地域テナント
/新業態

1

あっぷるぱい 考太郎/Bread Code by recette

株式会社 イコールコンディション

アップルパイ/食パン

地域テナント

2

イグル氷菓

イグル氷菓

アイス

地域テナント

3

ジュピター

ジュピターコーヒー 株式会社

グロッサリー

4

ジョアン

株式会社 ドンク

ベーカリーカフェ

5

鮨辰

株式会社北辰鮨

寿司・海鮮丼

新業態

6

Chocolaterie CALVA

株式会社 パティスリーカルヴァ

チョコレート

地域テナント

7

鳥ぷろ

株式会社トリプロ・プラス

焼き鳥

8

とんかつ新宿さぼてん

株式会社 グリーンハウスフーズ

とんかつ

9

PEARL LADY CHA BAR

株式会社 ネットタワー

タピオカ&クレープ

10 BIO-RAL（ビオラル）

株式会社 ライフコーポレーション

オーガニック・グロッサリー

11 MEATS DELI ZEST

株式会社 ゼストクック

総合惣菜

大船初

12 ミサキドーナツ

株式会社 スウィート・スプエスト

ドーナツ

地域テナント

13 ル・ミリュウ鎌倉山

株式会社 ペシェ・ミニョン

洋菓子・カフェ

地域テナント

14 和カフェTsumugi

株式会社 プロントコーポレーション

和カフェ

15 和菓子 菜の花

株式会社 菜の花

和菓子カフェ

16 アインズ&トルぺ

株式会社 アインファーマシーズ

コスメ

大船初

17 aere AVEDA

株式会社 ラ・ブランシェ

美容室

大船初

18 ALBA歯科&矯正歯科

医療法人社団 ALBA

歯科

大船初

19 アンジェリカミッシェル

株式会社 ネクストリンク

ネイル&エクステ

大船初

20 おしゃれ工房＋スマホクリニック

株式会社 おしゃれ工房

修理

大船初

21 JINS

株式会社 ジンズ

眼鏡

大船初

22 なんぼや

バリュエンスジャパン 株式会社

買取

大船初

23 白洋舍

株式会社 白洋舍

クリーニング

24 マネードクター

株式会社 FPパートナー

保険

大船初

25 ミスターミニット

ミニット・アジア・パシフィック株式会社 修理

大船初

26 メガネスーパー コンタクト

株式会社 VHリテールサービス

コンタクト

大船初

27 ラフィネ

株式会社 ボディワーク

リラクゼーション

大船初

大船初

大船初

大船初
地域テナント

■「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」感染防止対策について
「お客さまおよび従業員の安全・安心を最優先に、適切な感染拡大予防措置を講じる」基本ポリシーのもと、以下の感染
防止対策を実施いたします。
・定期的な館内の施設及び備品の消毒
・飲食店や休憩スペースでの椅子の間引き等社会的距離の確保
・飛沫防止シートの設置など

【施設概要】
■ 施設名称：FOOD & TIME ISETAN OFUNA
（ロゴの意味）
「たくさんの“おいしい”と“うれしい”に出会う場所」という意味をこめて描き出し、
また「暮らしの中に大船がある人々」という地域との密着を意識し、「OFUNA」を
表現しています。

■ 所在地：神奈川県横浜市栄区笠間２丁目２番１号 GRAND SHIP 1階・2階
■ 運営会社：株式会社三越伊勢丹
■ 商業施設面積：約3,000㎡
■ 店舗数：27店舗
■ 開業日：2021年7月15日（木）
■ 営業時間：10：00 ～ 21：00
※一部店舗により営業時間が異なります。

本件に関するお問い合わせ
株式会社三越伊勢丹 MD統括部 マーケティンググループ MD計画部 広報・PR担当
TEL 03-3225-2474 FAX 03-3225-3681

