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都筑阪急・モザイクモール港北 
１０月３日(水)リニューアルオープン  

 
首都圏でも特に３０代ファミリーの人口流入が多く見られる横浜市都筑区。その中核に位置する港北ニュ

ータウンのモザイクモール港北が、１０月３日（水）リニューアルオープンします。 

核テナントの都筑阪急では、生活にゆとりのあるニュータウン第一世代の４０代ミセスに向け、日常をセン

スアップするおしゃれなライフスタイルストアとして再構築。専門店では、拡大するニュータウン第二世代の 

３０代ミセスとその家族に対して、ファッション感度の高い品揃えや、子供と一緒に遊べるショップなど、魅力

ある店舗を編集することによりショッピングセンター全体の魅力を高めてまいります。 

また、各階には「センター・パーク」と名付けたリラックススペースを新設し、館全体で３００席以上のレストス

ペースを用意します。ちょっとした休憩やママ友同士のおしゃべり、お子様との何気ないふれあいなど、ゆっ

たりとご自由にお使いいただけるスペースです。また、ダンスやクッキングなど参加型イベントも数多く開催。

お買い物が目的でなくても、公園に行くような感覚でご来店いただける、“毎日行きたくなるおしゃれなショッ

ピングセンター”を目指します。 

■ リニューアルのポイント 

（1）ストアコンセプト  「毎日行きたくなる、おしゃれなショッピングセンター」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２年９月１０日
Ｈ2Ｏリテイリンググループ

株式会社阪急阪神百貨店
株式会社阪急商業開発

報道関係各位 

百貨店（Ｂ１階・１階） 専門店（Ｂ１階～６階）

日常をセンスアップする Ｍｙ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｐａｒｋ
おしゃれな ファミリーで公園に出かけるように

ライフスタイルストア 気兼ねなく過ごせる

港北ニュータウン ファミリーエンジョイママ３０代＆
おしゃれミセス４０代 そのファミリー

コンセプト

ターゲット

都筑阪急　１階
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（２）店づくりの考え方 

［百貨店］ “ライフスタイルの見える化” ～日常をセンスアップするおしゃれなライフスタイルを発信～ 

●おしゃれ情報に長け、ご自身のセンスで選択し組み合わせを楽しまれる港北ミセスに向け、衣料・ 

雑貨･化粧品をトータル編集。化粧品コーナーでは、スキンケア、メイクアップ、ナチュラルコスメ、 

バスコスメといった幅広いジャンルを揃え、自由に試して選べるセミセルフ型を導入。 

●習い事での友人やママ友仲間など様々なおつきあいに欠かせないセンスのいいプチギフトを見つ

けていただくギフトセレクションの編集売場を設置。ハロウィンやクリスマスといった季節ものだけで

なく、デザインが印象的なステーショナリーやキッチン雑貨、スイーツなどを期間限定で提供。 

［専門店］ “店舗の楽しめる化” ～ファミリーみんなが楽しめる魅力ある店舗構成と空間づくり～ 

①コミュニティ＆レストスペース 「センター・パーク」の設置 （地下１階～４階） 

子供と遊ぶ、一人でくつろぐといったスペース。２階、４階では親子で参加できるイベントも開催。 

②強化ＭＤの３本の柱は、「ファッション」 「子供」 「食＆リビング」 

<ファッション> 

●1 階・・・新たに「アーバンリサーチドアーズ」を加え、都心型セレクトショップのラインナップを強化。 

●２階・・・港北エリアで初出店となる「セブンデイズサンデイ」や「ニコアンド」など人気のショップを導入。 

＜子供＞ 

●４階・・・「子育てを楽しむ」という３０代ミセスの感度にフィットする「モノ」、「コト」を提案する旬のショ

ップを導入。ベビー＆トドラーから中学生まで、年代の切れ目なく商品を取り揃え、地域Ｎｏ．１の子

供フロアとして再編集。 ※売場面積（４，５００㎡）、店舗数（３５店舗） 

・おしゃれな女の子達に大人気のＪＳブランド（女子小学生ファッション）を強化。 

・お小遣いで楽しめる「キッズエンターテインメントワールド」や、輸入玩具の「ボーネルンド」が 

プロデュースする子供の遊び場、人気キャラクターのテーマパークも登場。 

●６階・・・初心者から経験者まで楽しんでいただける新感覚のダンススタジオ「ザ・ステージ」が誕生。 

＜食＆リビング＞ 

●地下１階・・・そうてつローゼンを全面改装。インポートの食料品、自然食品、クッキング教室など 

が揃う地域Ｎｏ１のバラエティに富んだ食品売場としてリニューアル。 ※11 月末完成予定 

● ３階・・・オシャレなキッチン・ダイニング用品が評判の「ラ・クッチーナ・フェリーチェ」が登場。 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 総務室 広報 

TEL: ０６‐６３６７‐３１８１ 
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■各フロアの特長 
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ダンススタジオ
★ザ･ステージ

都筑阪急　４０代ミセスのファッション

セレクト系ファッション
★「アーバンリサーチドアーズ」
　･「ユナイテッド グリーンレーベル
  リラクシング」　etc

旬のファッション　（レディス、メンズ、ファミリー）

　★「ニコアンド」　★「スタジオクリップ」　★「セブンデイズサンディ」
　★「コーエン」　★「チキュート イッカ」
★「コムサスタイル」　★「PLST」　etc

カジュアル・ビューティ
■ネイルサロン
■ヘアサロン

■エステ、マッサージ
その他、化粧品

ク
リ
ニ
ッ

ク

キッチン＆ダイニング暮らしの雑貨
★ラ・クッチーナ・フェリーチェ

・Ｌｅｅｐｈ　・スタイルプロポーザ
・織部　etc

カフェ
★ルナカフェ

ＪＳワールド
★ジェニィ
★ロニィ

★アースマジック

ベビー＆トドラー
・ミキハウス マム＆ベビー

・epi ｂｙ　CELEC
・サラバンダ　・マーキーズ　etc

アミューズメント
ゲーム・遊び場

レストラン、カフェ、フードコート
フードコート：「ミートダイニング」

レストラン：　和食、ベーカリーレストラン、
パスタ、インド料理　etc

都筑阪急　フード（生鮮、惣菜、菓子）

セ ン スア ッ プ

お しゃれ な

ファッション

セルフ
コスメ

雑貨
＆

ギフト

銘品・銘菓
洋菓子　ｅｔｃ

生鮮、日配、
惣菜　ｅｔｃ

専門店 30代ファミリーのファッション

ファッション＆雑貨
・コントワー・デ・コトニエ

・JINS(メガネ）etc

専門店　　　食の多彩な展開

スーパー

マーケット

そうてつ
ローゼン

フー ドコー ト
輸入食品
カ ル デ ィ

コー ヒ ー ファー ム ABC クッ キ ン グスタジ オ

子供の遊び場
★ボーネルンド

キッズ・エンタメ
おこづかいで買える

スポーツ＆アウトドア

文具＆楽器、時計

百貨店の専門性・こだわり

×
日常価格で揃う食のバラエティ

みんなと楽しくカラダを動かす
～フラダンスからリズム体操まで

ダンスに特化したスタジオ

ママと子供が集う
～大勢で語らうレストラン、カフェ

ママと子供が大喜び
（ベビーからジュニアまで展開）

～ママ友と子供コミュニティ

港北ファミリーの
おしゃれな暮らし

～ホーム＆キッチン雑貨専門店

フダンのおしゃれが満載
港北スタイリング

～注目ショップが一堂に

感度の高いファッションが揃う
百貨店：都心店の品揃え

専門店：大型セレクトショップ

初心者から経験者まで、大人も子供も楽しめる 
ダンススクールを併設したダンススタジオ。ステージ
も完備しており、施設内で発表会も可能。 
※東急スポーツオアシスのプロデュース。 

■ボーネルンドの遊び場（261 ㎡） 
子供からもママ･パパ世代からも大人気の知育玩具メーカー、ボーネルンド
が運営する新業態の遊び場が登場。（有料） 

■港北ファミリーのおしゃれな暮らしぶりにフィットする店舗を導入 
キッチンもダイニングもおしゃれに包まれたい、素敵なホームライフを志向するファミリー達に
向けたショップで組み立てたワールド。  ・「ラ・クッチーナ・フェリーチェ」※港北エリア初出店 

■湘南平塚で人気のおしゃれな「ルナカフェ」を導入 
屋外に面したオープンエアスペースと、吹き抜けに面したテ
ラス席でゆったりくつろげる。用途に合わせて利用できる個
室があり、活動的な港北ミセスにパーティーや趣味の教室
などのワークショップとしての利用を提案。 

■港北ファミリーが注目する旬
のファッションブランドを導入 
衣料、雑貨だけでなくインテ
リアなど含め､ブランドの世界
感が感じられるショップで構
成。 
※港北エリア初出店 

[セブンデイズサンデイ]、 
「PLST」、「miomio」 
「コーエン」 
※全国最大規模 

「スタジオクリップ」 
※東日本最大規模 

「ニコアンド」 
※ショッピングセンター初出店 

「ピープル・ツリー」 
「アクセント スタイル」

■都心型のセレクトショップをより一層拡充 
３０代ファミリーに支持の高い「アーバンリサーチドアーズ」
（340 ㎡）を新規導入。※港北エリア初出店 
人気の高い「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラク
シング」（300 ㎡）、「ノーリーズコレット/フレディ＆グロスタ
ー」(300 ㎡)とともに上質なスタイリングを提案する、モザイ
クモール港北のファッション感度の高さを象徴するゾーン。 

■おしゃれな女の子たちが大注目する旬の“JS ファッション”の人気ブランドが大集合 
「ジェニィ」・・・洋服、靴、アクセサリーなどフルラインナップの展開は日本初。（170 ㎡） 
「ロニィ」「アースマジック」「チャビーギャング」・・・都心で人気のガールズブランド。 
「プリズムストーン」・・・人気ＴＶアニメ「プリティーリズム・ディアマイフューチャー」に登場する
ブランドのリアルショップ。  
※ＪＳファッション：おしゃれな女子小学生たちが着こなすスタイル。子供向けファッション誌で人気。 

■港北ニュータウンおしゃれミセスのファッション感にフィットする売場を強化〔都筑阪急１階〕 
・セルフセレクションで選べる化粧品コーナーが誕生 
国内外の有名百貨店コスメブランドやバス・ボディケアブランドなど約２０ブランドから、自由にサン
プルを試せ､ブランドの垣根を超え購入できる化粧品コーナー。専門アドバイザーも常駐。 
※取り扱いブランド：「ランコム」「エスティーローダー」「サボン」「ジルスチュアート」等 

・港北ミセスの習慣、気持ちを伝えるギフトコミュニケーションに着目した雑貨セレクションコーナー 
欧米のかわいい雑貨や素材にこだわったハンカチショップなど期間限定で変化するショップ。 
「いつ来ても新しい何かに出会える」という鮮度感が魅力。ハロウィンやクリスマスといったシーズン
商品の展開に加え、使い方や組み合わせ方を紹介する教室や簡単な手づくりなどを体験して 
いただけるワークショップなどを開催。※カフェが隣接しており、友人との語らいも・・・ 

■スーパーマーケット､「そうてつローゼン」の全面改装 
・エブリディ・ロー・プライスを導入し、“日常の食卓”をテーマに価格
の幅を広げて、品揃えも拡充。 

・買いまわりしやすい商品配置や、館内エレベーターから駐車場ま
でスムーズに行けるように動線を変更するなど施設面での利便性
も向上。 

■「都筑阪急」百貨店の強化軸は、“こだわりの食卓”   ※１１月末完成予定 

・セルフゾーンでの生鮮３品のこだわり商品の拡充及びグロッサリー・日配品での
対面販売コーナー設置による、専門性の高い品揃えの強化。 

・商品配置の変更による買いまわり性の向上。 

■新設「センター・パーク」〔Ｂ１階～４階〕 
・憩う、くつろぐ、おしゃべりするコミュニケーションスペー
ス。他の各階レストスペースと合わせて、館全体で
は３００席以上を用意。 

・２階では、ミセス達がゆったり会話を楽しむ環境を
用意し、趣味関連のワークショップなどを定期的に
開催。 

・４階では、子供とふれあいながら家族同士のコミュ
ニケーションがとれる安全で楽しい環境を用意し、
隣接の吹き抜け空間と合わせて、エンターテインメ
ントショーやダンスやクッキングなど参加型イベントを
開催。 

店舗名称 モザイクモール港北・都筑阪急

所在地 横浜市都筑区中川中央１丁目３１－１

営業面積 ３８,０００㎡

営業フロア 地下１階　地上６階

営業時間 １０：００～２０：００　※Ｂ１階専門店は２１：００、５階レストランは２２：００

施設開業年 ２０００年（平成１２年）３月

電話番号（代表） ０４５－９１４－２１１１
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