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株式会社相鉄ビルマネジメント 
 

相鉄グループの㈱相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・千原広司）が運営する

横浜駅西口のショッピングセンター「相鉄ジョイナス」と「ザ･ダイヤモンド」では、「いつも

を、ステキに、かえていく。」をコンセプトに、両施設を一体の商業施設にすべく、エリアご

とに順次リニューアルを進めています。 

その一環として、平成２６年（２０１４年）１２月１日（月）、ザ・ダイヤモンドの新たな

惣菜エリア「ダイヤキッチン」が誕生し、２２店舗が一斉オープンします。 

「ダイヤキッチン」は、お客様のキッチンとしてご利用いただくことを目指して、季節の惣

菜からパンに至るまで、日々の食卓を彩るバラエティー豊かな店舗が集まったエリアです。こ

こまでの店舗集積は、１２月１日に５０周年を迎えるザ・ダイヤモンドでも、初めてのことで

す。この「ダイヤキッチン」のオープンを記念して、各店でさまざまなオープニングキャンペ

ーンを実施するとともに各店で１０００円（税込み）以上お買い上げのお客様先着３０名様に

相鉄ジョイナス、ザ・ダイヤモンドオリジナルステーショナリーをプレゼントします。 

また、１２月４日（木）には、相鉄ジョイナス地下１階に「ＳＥＮＳＥ ＯＦ ＰＬＡＣＥ 

ｂｙ ＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨ（センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ）」や

「ローラアシュレイギフト＆アクセサリーズ」「ルクールブラン」などのファションや雑貨な

どの多彩な１３店舗がオープンします。 

「Change! Project 2013-2016」のコンセプト「いつもを、ステキに、かえていく。」を体現

する新規店舗でのお買い物をお楽しみいただくとともに、今後、地下フロアで進んでいく「相

鉄ジョイナス」と「ザ･ダイヤモンド」のリニューアルに引き続きご期待ください。 

※11/10発行、弊社プレスリリースの訂正について 

12/1に新規出店と記載した「レピス・エピス」は都合により出店しません。訂正させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相鉄ジョイナスとザ・ダイヤモンドをリニューアル・一体化 

「 Change! Project 2013－ 2016」  

１２月１日（月）、「ダイヤキッチン」がオープン 
ザ・ダイヤモンドに新たな惣菜エリアが誕生 

オープン記念プレゼントをご用意 
 

 

写真はイメージです 



（別紙１） 

「ダイヤキッチン」オープン記念・オリジナルステーショナリープレゼントの概要 

名 称  JOINUS The DIAMONDオリジナルステーショナリープレゼント 

日 時  平成２６年（２０１４年）１２月１日（月） 午前１０時から 

数 量  各店先着３０名様 

対象店  １２月１日「ダイヤキッチン」に新規オープンする２２店舗 

対象者  対象２２店舗にて、お買い上げ１０００円（税込み）以上のお客様にプレゼント（な

くなり次第終了）。 

 

 

 

相鉄ジョイナスの概要（現行） 

建    物  地上８階地下２階建て 

オ ー プ ン   昭和４８年１１月 

売 場 面 積   ２５，１１９㎡（約７，５９８坪） 

年 間 売 上   ３４２億円（平成２５年度） 

店  舗  数   ２２７店舗（平成２６年１０月１日現在） 

営 業 時 間   物販１０：００～２１：００ ／ 飲食１１：００～２３：００ 

運 営 会 社   株式会社相鉄ビルマネジメント 

※上記には髙島屋横浜店を含んでいません。 

 

 

ザ・ダイヤモンドの概要（現行） 

売    場   地下１階  

オ ー プ ン   昭和３９年１２月  

売 場 面 積   １０，５３３㎡（約３，１８６坪）  

年 間 売 上   ２９５億円（平成２５年度）  

店 舗 数   １１７店舗（平成２６年１０月１日現在）  

営 業 時 間   物販１０：００～２１：００ ／ 飲食１１：００～２２：００  

運 営 会 社   株式会社相鉄ビルマネジメント 

※上記には髙島屋横浜店を含んでいません。 

 

 

㈱相鉄ビルマネジメントの概要 

会  社  名   株式会社相鉄ビルマネジメント 

本 社   横浜市西区南幸２－１－２２ 

資  本  金   ４，０００万円 

社  長   千原 広司 

設  立   平成１１年５月１２日 

事 業 内 容   店舗賃貸事業、不動産賃貸事業 



（別紙２） 

［出店店舗一覧］ 

計３６店舗、新店２７店舗 移転店９店舗 

 
 

Akobell （アコベル）  天然酵母パン                          12/1（月） オープン 

 

良質な天然酵母のみを使用し､長時間熟成による小麦本来の 

旨みが味わえる､ふっくらと窯伸びした“天然酵母のパン”です。  

素材にもこだわり､体に優しいパンは毎日のお食事に味わいを 

お届けします。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～７（日）２０００円（税込み）以上お買い上げの 

お客様に、各日先着でエコバックをプレゼント。 

 

 

 

横浜中華街 華正樓（ヨコハマチュウカガイ カセイロウ）  中華惣菜・菓子  12/1（月） オープン 

 

中華街で創業以来素材にこだわり本格中国料理を提供し続け 

７５年。当店自慢のエビチリなど惣菜を取り揃えています。 

また人気の肉まん、中華菓子等合せてご用意しています。 

 

 

 

 

 

うおがし銘茶 （ウオガシメイチャ）  お茶  12/1（月） オープン  

 

東京築地で創業８３年、お茶のおいしさだけを追求してきた 

日本茶専門店です。 

おいしいお茶の色は「きいろ・きんいろ」誰でもカンタンに 

おいしく入れられる 飲みあきない味をモットーとしています。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）１０８０円（税込み）以上お買い上げのお客様先着１００名に 

人気お煎茶おためしパック（しゃん・にゅう・お茶当番）をプレゼント。 

 

ザ・ダイヤモンドエリア ダイヤキッチン 

 



跳ね鯛 （ハネタイ）  和惣菜 12/1（月） オープン 

  

産地、素材、調理方法にこだわり鎌倉野菜や国産の野菜、  

天然の魚等を使い調理方法にこだわった自然派の和食 

お惣菜のお店です。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～７（日）銀ひらす照焼（シルバー照焼）２切を特別  

価格５４０円（税込み）で販売。 

 

 

 

 

ちよだ鮨 （チヨダスシ）  寿司 12/1（月） オープン 

 

新鮮な食材と旬の味を使い、伝統技術と  

新しいスタイルを取り入れ、彩り豊かなおすしを品揃え。 

徹底した鮮度管理と衛生管理、そしてお手ごろ価格で  

みなさまのご利用を心よりお待ちしています。 

      

 

 

 

 

 

 

 

京樽 （キョウタル）  寿司 12/1（月） オープン 

 

おなじみの「茶きん鮨」をはじめとする伝統の上方鮨を、 

心を込めてお作りしています。 

その他､おむすび､季節の商品なども取り揃え､ 

皆様の食卓を彩ります。お弁当のご予約も承ります。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～７（日）７００円（税込み）以上お買い上げで京樽  

オリジナル緑茶をプレゼント（各日数量限定）。 

 

 

 

 

 



ラ・パナデリーア  パン 12/1（月） オープン 

ヨーロッパで焼き上げた本場のパンが日本でも味わえ 

ます。最先端の冷凍技術を使い焼き立ての美味しさ  

そのままとじ込め直輸入しました。 

長い伝統に培われた本格パン。 

本物を味わう贅沢を皆様の食卓にお届けします。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～３（水）５４０円（税込み）以上お買い上げでじゃん 

けんに勝つとスペイン産大型バゲットをプレゼント（各日数  

量限定）。 

 

 

浜海 （ハマミ）  海産物                              12/1（月） オープン 

品質にこだわりぬいた鮭を中心に､全国各地の珍味､ 

魚卵､漬魚､佃煮等を品揃え豊富にご用意した、 

海産物のセレクトショップです。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～７（日）２１６０円（税込み）以上お買い上げで伊勢  

志摩産「あおさのり」をプレゼント（各日限定５０セット）。 

 

 

 

 

サラダカフェ  サラダ・洋惣菜  12/1（月） オープン 

サラダ料理の専門店です。「もっと美しく野菜を食べて 

ほしい」という想いからメニューを展開しています。 

新しい発想と組み合わせによって生まれた 

『サラダ料理』を、ぜひお召し上がりください。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～７（日）１０８０円（税込み）以上お買い上げで 

各日先着２０名様に食器をプレゼント。 

 

 

 

 

 



豆富 一丁庵 （トウフ イッチョウアン）  豆腐・惣菜           12/1（月） オープン 

自然豊かなあきる野の地下天然水を使用し、厳選産地の  

国産大豆、ミネラル豊富な天然にがりを使用した豆腐屋と  

してのこだわりの豆腐をベースに､旬の食材を使った季節感  

も楽しんでいただける豆腐惣菜も豊富に取り揃えています。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～３（水）一丁庵の美味しさ満載の豆腐と惣菜の 

お楽しみ袋を販売（各日限定５０セット）。 

 

 

 

おかず本舗 佃浅 （オカズホンポ ツクアサ）  和惣菜 12/1（月） オープン 

創業明治１７年 

その昔、大森の佃煮屋として創業以来  素材の旨さを大切に 

手作り惣菜をお届けしています。 

毎日食べても食べ飽きない、下町の味をご賞味ください。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～３（水）計量惣菜全品を特別価格で販売。 

 

 

 

 

 

 

創菜いい菜 117style （ソウザイイイナ イイナスタイル） 惣菜・ハム       12/1（月） オープン 

健康・新鮮・味わい・手軽さ。そのおいしさの基本を大事にし、 

一つ一つ心を込めた創作惣菜を提供します。  

また横浜でお馴染みの『鎌倉ハム』を取り扱っています。 

ギフト・御贈答にも是非ご利用ください。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～１４（日）あらびきウインナー（４２０ｇ）を特別価格  

５００円（税込み）で販売（各日数量限定）。 
 

 

 

 

 



豆狸 （マメダ）  いなりすし 12/1（月） オープン  

大 阪 北が発祥のいなり専門店です。  

甘からく炊き込んだ椎茸と干瓢の具材と  

香り高い金ごまの素朴な味わいがどこか懐かしい 

「おいなりさん」です。定番いなりの他に月替わりや 

季節のいなりなど期間限定品も取り揃えております。  

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～１４（日）定番３種の詰め合わせ（１２個  

入り）を１０００円（税込み）で販売。 

 

 

 

PAOPAO （パオパオ）  中華惣菜     12/1（月）オープン 

 

厳選した黒豚と和豚もち豚を使用した手作りの本格点心。 

「PAOPAO」。生地と餡は店舗で一から手作りで製造し、 

丹精込めて仕上げた自慢の商品です。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～３（水）オープン記念セット（黒豚・エビシュー 

マイ３個ずつ・スタミナギョーザ６個）９７２円（税込み）を 

販売。 

 

 

 

 

 

桂林 常菜房 （ケイリン ジョウサイボウ）  中華惣菜   12/1（月） オープン 

都内のデパ地下を中心に展開している中華デリカテッセン。 

中華の定番惣菜に加え､旬素材を活かした創作メニュー、 

さらに小籠包をはじめとした点心などバラエティ豊かに  

取り揃えています。 

料理人が一つ一つ店内で調理してご提供します。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～７（日）常菜房の人気料理トップ３を日替りで特  

別価格にて販売。 

 

 



とんかつ和幸 （トンカツワコウ）  とんかつ 12/1（月） オープン 

 

昭和３３年創業のとんかつ専門店。 

良質の豚肉を生パン粉で包み、植物性１００％の 

揚げ油で作りあげたとんかつはこだわりの逸品です。 

お惣菜をお買い上げのお客様にはキャベツと 

特製ソースをサービスします。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～７日（日）お買い上げでノベルティソースを 

プレゼント（各日数量限定）。 

 

 

 

日本一 （ニホンイチ）  焼鳥  12/1（月）オープン 

焼鳥・惣菜・うなぎ蒲焼などバリエーション豊かに  

ご用意しています。焼鳥は鮮度にこだわった鶏肉を使用し､ 

店内のオープンキッチンで、１本１本丁寧に焼き上げて 

います。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～２１（日）日本一アプリでオープン記念クーポン 

をさし上げます。詳細は店頭まで。 
 

 

 

 

 

富華旬菜 （フウカシュンサイ）  和惣菜 12/1（月） オープン 

繊細に組み合わせた独自のお出しで、四季折々の素材の  

旨みを引き出した和惣菜の専門店です。  

家庭的な料理をプロの技によって華のある一品に仕上げ、 

魚や野菜を中心にヘルシーなメニューを展開しています。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～７（日）代表的な料理を詰め合わせたセットを開店  

特別価格で販売。 

 

 

 



 

634DELI （ムサシデリ）  惣菜 12/1（月） オープン 

「634DELI」は季節に応じた野菜と上質なお肉を生かし、 

すべて店内で最終加工した出来たての美味しい惣菜を   

ご提供します。和洋のバラエティー豊かな出来たて惣菜メ 

ニューやお弁当をご用意しています。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～５（金）１０８０円（税込み）以上お買い上げで各日 

先着３０名様にノベルティをプレゼント。 

 

 

 

 

ポンパドウル  パン                                   12/1（月） オープン 

ポンパドウル全店で一番豊富な品揃え（約 180種類）と  

店内の工房で毎時間焼き上げるフランスパンで、  

お客様のご来店を従業員一同心よりお待ち申し上げます。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）ポンパドウルオリジナル福袋を限定個数で販売。 

 

 

 

 

 

太子堂 （タイシドウ）  菓子 12/1（月） オープン 

毎日でも食べ飽きない定番のお菓子や、季節菓子など、  

お子様からご年輩の方まで多くのお客様に喜んでいただ  

ける多種多様なお菓子を用意しています。 

量り売りのお菓子は､ご試食いただき､お好みの量で 

お詰めします。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１（月）～３（水）どら焼小倉餡１個５４円（税込み）で販 

売（各日５００個限定）。 

 

 



 

ハイサイうる虎ＤＥＬＩ  （ハイサイウルトラデリ）   惣菜          12/1（月） オープン 

美味しい沖縄の恵みをこだわりの調理方法にて、 

お作りしています。 

沖縄料理専門店「ハイサイうる虎」の沖縄料理を 

ご家庭でも味わえるお惣菜店です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
アパート バイ ローリーズ  レディスファッション                   12/4（木） オープン 

 
   

 

 

シンプルな中にも程よいトレンドを盛り込み大人の 

かわいらしさを持ち合わせたテイストで、 

成長する女性にシンクロしたスタイルを提案します。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１００００円（税込み）以上お買い上げのお客様にノベルティをプレゼント 

（数量限定）。 

 

index（インデックス） レディスファッション                       12/4（木） オープン 
 

   

 

 

LETER FOR TOMORROW 

今日、行って 明日、少しハッピーになれる。 

誰かをハッピーにできる。 

indexで買い物をする事が、明日への手紙になる。 

をスローガンに、旬なアイテムを、トータルスタイルで提案します。 

 

◆オープニングキャンペーン 

７０００円（税込み）以上お買い上げの先着１００名様にオリジナルトートバッグをプレゼント。 

日替わりで枚数限定アイテムを販売。 ※共に１２/４（木）～７（日）限り 

 

 

COCO DEAL（ココ ディール） レディスファッション                 12/4（木） オープン 
 

   

 

 

おしゃれを楽しみたい、ファッションに敏感な女性のための 

デイリーカジュアルブランドです。 

リアルトレンドとベーシックのミックスコーディネートで、 

可愛いだけじゃないエッジの効いたスタイリングを提案します。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１８０００円（税込み）以上お買い上げのお客様にオリジナルブランケットをプレゼント（数量限定）。 

お買い上げいただいた先着５００名様にオリジナルボールペンをプレゼント。 

ジョイナスエリア Ｂ１ 

 



17℃ バイ ブロンドール レッグウエア                         12/4（木） オープン 
 

   

 

 

 

時代の気分に敏感で自分らしさを大切にするあなたのための 

レッグウエア。上質＆ベーシックをベースにトレンドを 

MIXし編み上げた、感性豊かな靴下です。 

ON・OFFシーンそれぞれにマッチした靴下は、あなたの個性を 

引き立てスマートなセンスを輝かせます。 

 

◆オープニングキャンペーン 

３２４０円（税込み）以上お買い上げのお客様にオリジナルマグカップをプレゼント（数量限定）。 

 

 

 

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH（センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ） 

レディスファッション                                   12/4（木） オープン 
 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

THE WORLD STANDARD FASHION”をコンセプトに 

世界のトレンドを、より早くよりリーズナブルに展開する、 

アーバンリサーチ発信のファストファッションブランド。 

クリアでシンプルな空気を意識し、色や柄にこだわったアイテムを、 

トータルコーディネートでご提案します。 

 

◆オープニングキャンペーン 

お買い上げいただいたお客様に先着でオープニングショッパーをプレゼント。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ハウス・オブ・ローゼ コスメティック・ドラッグ                      12/4（木） オープン 
 

   

 

 

自然の恵みで素肌本来の美しさを引き出すスキンケアをはじめ、 

肌にやさしいボディケア・バスプロダクツなど生活にうるおいと 

楽しさを与える商品を豊富に揃えています。 

肌の悩みもお気軽にご相談ください。 

 

◆オープニングキャンペーン 

５４００円（税込み）以上お買い上げのお客様にノベルティをプレゼント 

（数量限定）。 

お楽しみ袋、３２４０円（税込み）を販売（限定３０個）。 

 

POOLSIDE(プールサイド) レディスシューズ                     12/4（木） オープン 
 

   

 

 

常におしゃれ心を大切に、毎日を積極的に楽しむ女性のための 

シューズブランド「POOL SIDE」。 

トレンドをほど良く取り込み、スタイリッシュさと遊び心を 

兼ね備えたデザインと、リアルレザーならではの、 

足を包み込むようなフィット感をお楽しみください。 

 

◆オープニングキャンペーン 

ジョイナス限定パンプスを販売（限定５１足）。 

 

 

北麓草水（ほくろくそうすい） 自然派化粧品、食品、生活雑貨           12/4（木） オープン 
 

   

 

 

 

北麓草水は、日本原生の野草や有用植物に着目をし、 

その力を商品に活かしています。肌の外側から整える 

化粧品に加え、体の内側から整えることも提案する、 

まるで森の中にいるような「深呼吸をしたくなるスキンケア」です。 

 

◆オープニングキャンペーン 

トライアルセット及びトライアルサイズをお買い上げのお客様に、本品ご購入時にご利用いただける割

引クーポンをプレゼント（数量限定）。 

スキンケアサンプルをプレゼント（数量限定）。 



MISCH MASCH（ミッシュ・マッシュ） レディスファッション              12/4（木） オープン 
 

 

 

 

大人可愛いエレガンスカジュアル 

美人度１２０％！恋するON/OFF服！着るだけで気分も美人度もUP! 

女性の柔らかさを感じさせるフェミニンスタイルに今旬エッセンスを 

プラスし展開します。 

 

 

◆オープニングキャンペーン 

１３０００円（税込み）以上お買い上げのお客様にオリジナルマグボトルをプレゼント 

（数量限定）。 

 

 

russet(ラシット) ハンドバッグ                               12/4（木） オープン 
 

   

 

 

Having existed for a long time is splendid. 

何年経っても色褪せない、使い込むほどにその人に 

馴染んでいく。 

かけがえのない永遠の存在となりえる究極の定番に。 

時代の艶感をそえて懐かしくもぬくもりのある商品を 

提案します。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１６２００円（税込み）以上お買い上げのお客様にノベルティをプレゼント（数量限定）。 

 

LAUNDRY（ランドリー） カジュアルファッション                    12/4（木） オープン 
 

  

 

 

レトロアメリカンをテーマにキャラクターやイラスト、 

グラフィックなどバリエーション豊かなプリント＆カラーを 

揃えるユニセックスブランド 

 

◆オープニングキャンペーン 

限定Ｔシャツを販売。 

 

 

 



le.coeur blanc（ル・クール ブラン） レディスファッション              12/4（木） オープン 
 

  

 

 

トラディショナル・ワーク・ミリタリーをベースに 

古き良きものと、新しいものを合わせて共存させていくこと。 

自然体でおしゃれを楽しむ大人の女性に向けて、 

自由な発想の新しいスタイルを提案します。 

 

◆オープニングキャンペーン 

１００００円（税込み）以上お買い上げのお客様にマグカップをプレゼント（限定１００個）。 

 

 

ローラアシュレイギフト＆アクセサリーズ インテリア雑貨・生活雑貨      12/4（木） オープン 
 

   

 

 

英国のライフスタイルブランド「ロ―ラ アシュレイ」の 

インテリア雑貨や生活雑貨、ギフトアイテム・ファッション小物などを 

展開する雑貨専門店です。オリジナルテキスタイルのプリントで 

デザインしたブリティッシュテイスト溢れる豊富な商品は、上品で 

エレガントなデザインから遊び心溢れるキュートな 

カジュアルラインまでバランスよく展開しています。 

心安らぐ英国のライフスタイルを、雑貨を通してお楽しみいただけます。 

 

◆オープニングキャンペーン 

３２４０円（税込み）以上お買い上げの先着１０００名様にオリジナルトートバッグをプレゼント。 

 

THE COSMETIC TERRACE TASHIRO（ザ・コスメティックテラスタシロ） コスメセレクトショップ 

12/15（月） オープン 
 

   

 

 

メイクもスキンケアも充実した品揃えを誇る新たなスタイルの 

コスメセレクトショップ。じっくりカウンセリングを受けて 

いただけるだけではなく、いろいろな商品を自由にお試し 

いただくことができます。 

NEWブランドのIGNSガーデン、DEICAにも注目！ 

 

◆オープニングキャンペーン 

１２/１５（月）～２０（土）の期間中、５０００円（税込み）以上お買い上げのお客様に今治ハンドタオルを

プレゼント（数量限定）。 


