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報道関係資料 

２０２０年２月１９日 

 株式会社 東急百貨店 

 

東急百貨店（以下、当社）は、４月１６日(木)、「渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ」フードフロア（地下２階・地下３階）にグラン

ドオープンする、新たな「東横のれん街」に出店する約１００店舗をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな「東横のれん街」は、日本で初めての食品名店街「東横のれん街」が長年培ってきた「伝統・格式・信頼」

と、「渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ」の個性である「高感度・話題性」というそれぞれの強みを掛け合わせ、さらに今のマー

ケットに適した付加価値を加えた、伝統と革新が織りなす新たなフードフロアです。 

 

Ｂ２フロア（菓子・ベーカリー・リカー）では、長く愛される老舗名店から世界に名だたる巨匠ブランドまで、幅広い

感度とグレードのラインナップが揃い、各ブランドによる新定番品をご用意します。 

また、Ｂ３フロア（惣菜・弁当・生鮮・グロサリー）では、バリエーション豊富で多種多様な惣菜・弁当と共に、健康

志向に応えるフードや即食フードなど、現代のライフスタイルや渋谷ならではのメニューを提案するほか、買ったも

のをその場で食べられるフリーイートスペース「ＳＷＩＴＣＨ ＴＡＢＬＥ（スイッチテーブル）」の新設など、さまざまな

食のニーズに対応します。 

 

なお、今回の取り組みは、渋谷再開発の進捗に伴う商環境の変化を踏まえ、渋谷駅を中心とした各エリア・各売

場の魅力向上、顧客の利便性向上に取り組んでいる、当社の「食事業」強化の一環です。 

 

 

当社は、引き続き、「Ｃｈａｎｇｅ＆Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ」をキーワードに、渋谷をはじめ、東急線沿線や各エリアの店舗・事

業において、『融合型リテーラーの実現』に向け、全社を挙げさまざまな施策に取り組んでいきます。 

 

※詳細は別紙参照ください。 

※限定商品などの情報は別途お知らせします。 

 

(参考) 本日、この資料は東商記者クラブにお届けしています。 

 

＜本件に関する報道関係のお問い合わせ先＞ 

東急百貨店ＰＲ事務局（ピーポイントプロモーション内） 担当：藤丸、佐瀬 

ＴＥＬ：０３－３５８４－７３５３ ＦＡＸ：０３－３５８４－１３１０ Ｅ－ｍａｉｌ： pr-tds@ppoint.co.jp 

４月１６日(木) 新たな「東横のれん街」が「渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ」フードフロアに誕生！ 

「東横のれん街」出店店舗 約１００店舗を発表 
～再開発が進む渋谷エリアにおける 当社「食事業」強化の一環～ 
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【別紙】 

Ｂ２ ／ 菓子・ベーカリー・リカー 
  
和から洋、長く愛される老舗名店から世界に名だたる巨匠ブランドまで、

幅広い感度とグレードのラインナップ。 

「東横のれん街」限定の渋谷手みやげも揃い、さまざまなギフトニーズ

にも対応します。 

 

 

 渋谷初  
＜ミシャラク＞ 
フランスを代表するパティシエの一人、クリストフ・ミシャラク氏が手掛ける洋菓子店。
クッキーとブラウニーを合わせた「クーニー」など、こだわりのスイーツをお楽しみくだ
さい。 

 
 渋谷初  
＜ビスキュイテリエ ブルトンヌ＞ 
フランス ブルターニュ地方の古き良きお菓子文化を伝える、焼き菓子専門店。素材
選びや焼き時間・温度など、焼き菓子の本当の美味しさを追い求め、シンプルながら
も味わい深いおいしさをお届けします。 

 
 ＮＥW  
＜パティスリー モンシェール＞ 
伝統的なフランス菓子に繊細なアレンジを加えた、日本ならではの洋菓子づくりを追
及するパティスリーです。 

 
 
＜とらや＞ 
京都を発祥の地として５世紀の永きにわたり菓子屋を営んでいる。 
「おいしい和菓子を喜んで召し上がって頂く」ことを理念とし、お客さまに最良の原材
料を使用した、最高のお菓子をお届けできるよう努めています。 

 
＜たねや＞ 
創業明治５年、近江の豊かな風土の中に深い歴史を育んできた菓子舗。歴史と伝統
の味を今に伝えながら、素材にこだわる四季折々の和菓子をお届けします。 

 
 
＜鶴屋𠮷信＞ 
享和３年(１８０３年)、鶴屋伊兵衛によって西陣の地に創業。「ヨキモノを創る」を大切
に守り季節の京菓子をご用意しています。併設の「ＩＲＯＤＯＲＩ」では、新感覚のオリ
ジナル商品や和モダンを感じさせる雑貨など、＜鶴屋吉信＞の新しいかたちをお楽
しみいただけます。 
 
＜ピエール マルコリーニ＞ 
これまで期間限定で販売し、ご好評をいただいた「プティガトー(生菓子)」を東横のれ
ん街限定で通年ご用意します。季節限定も含めて３種（予定）のプティガトーをお楽し
みいただけます。 

 
＜ＡＮＤ ＴＨＥ ＦＲＩＥＴ＞ 
人気のドライフリットに“追いパウダー”することで、さらに味わいを楽しめる「リッチパ
ウダー」が登場。第１弾の「パルメザンパウダー」を東横のれん街先行で発売します。
また、「ＳＴＡＴＩＯＮ ＷＯＲＫＥＲＳ トートバックセット」渋谷限定版も新登場します。 
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Ｂ３ ／ 惣菜・弁当・生鮮・グロサリー 
  
バリエーション豊富で多種多様な惣菜・弁当と共に、健康志向に応えるフ

ードや即食フードなど、現代のライフスタイルや渋谷ならではのメニューを

提案するほか、買ったものをその場で食べられるフリーイートスペース「Ｓ

ＷＩＴＣＨ ＴＡＢＬＥ（スイッチテーブル）」の新設など、さまざまな食のニー

ズに対応します。 

 

 渋谷初  
＜日本橋だし場 ＯＢＥＮＴＯ＞ 
だしコミュニティー「日本橋だし場」ブランドの弁当・惣菜の専門店。 
かつお節だしをきかせた多様な弁当や惣菜を販売します。 

 
 新業態  
＜ブッチャーズ マザー＞ 
見ているだけで楽しい、豪快なデリの陳列と、海外市場のような、少しワイルドな盛
り付感で見ているうちに食べたくなる、満足感のあるチョイス弁当を揃えます。 

 
 渋谷初  
＜シェフズプレス＞ 
サンドイッチとジュースの専門店。 
「食べる健康・飲む健康」をテーマに、体の中から美味しく美しく。毎日の食生活の
栄養補給をお手伝いします。 

 
＜京料理 美濃吉＞ 
３００余年間伝えられてきた伝統の技法で伝統ある京野菜、また四季折々の旬の
食材を提供しています。 

 
＜浅草今半（牛肉弁当）＞ 
創業以来１２０余年、浅草の地で親しまれるすき焼の専門店。 
牛肉を知り尽くした職人の技と、厳しい目で選んだ素材から生み出される伝統の味
を、弁当や惣菜として提供します。 

 
＜味の浜藤＞ ＜食事処 味の浜藤＞ 
魚本来のうまみを最大限に引き立てる伝統の技法で、旬の素材を使ったこだわり
の焼魚・弁当を揃えています。 
でき立ての焼魚を手軽に食べていただくためのお食事処を併設します。 

 
＜フルッタフルッタ  アサイーエナジーバー＞ 
＜フルッタフルッタ アサイーカフェ＞が、“アサイーエナジーバー”に生まれ変わり
ます。「アサイーボウル」を進化し、豊富な種類のプロテインやトッピングを揃え、ア
スリートからヴィーガンまで、さまざまなニーズにお応えします。 

 

 

「ＳＷＩＴＣＨ ＴＡＢＬＥ（スイッチテーブル）」 

ちょっとした食事に使えるフリーイートスペース。 

ランチに、小腹がすいたときに、家に帰る前の気分転換に、

仕事が終わった後に、気分をスイッチできる場所です。 

おひとりさまでも、お二人でも、グループでもご利用いただけ

ます。 
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 [渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ「東横のれん街」店舗一覧] 
※「渋谷初」：渋谷駅圏内初出店 
※「ＮＥＷ」：東横のれん街及び渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ初出店 

 

Ｂ２ ／ 菓子・ベーカリー・リカー 

ショップ 

 

カテゴリー 

 

備考 

赤坂柿山 アカサカカキヤマ 和菓子  

ＡＮＤ ＴＨＥ ＦＲＩＥＴ アンド ザ フリット 洋菓子  

Ｈｅｎｒｉ Ｃｈａｒｐｅｎｔｉｅｒ アンリ・シャルパンティエ 洋菓子  

泉屋 イズミヤ 洋菓子  

一保堂茶舗 イッポウドウチャホ 日本茶  

Ｈ＆Ｆ ＢＥＬＸ エイチアンドエフ ベルクス ノンカフェイン茶  

ＥＮＯＴＥＣＡ エノテカ ワイン・和洋酒  

ＯＳＵＹＡ ＧＩＮＺＡ オスヤギンザ 酢・ピクルス  

加賀麩不室屋 カガフフムロヤ 和惣菜  

鎌倉 豊島屋 カマクラ トシマヤ 和菓子  

京橋千疋屋 キョウバシセンビキヤ 洋菓子  

銀座ウエスト ギンザウエスト 洋菓子  

銀座菊廼舎 ギンザキクノヤ 和菓子  

銀座 松﨑煎餅 ギンザ マツザキセンベイ 和菓子  

きんつば中田屋 キンツバナカタヤ 和菓子  

くろ○一や クロイチヤ 和菓子 渋谷初 

桂新堂 ケイシンドウ 和菓子  

塩瀬総本家 シオセソウホンケ 和菓子  

清月堂本店 セイゲツドウホンテン 和菓子  

ＳＡＩＳＯＮ ＤＥ ＳＥＴＳＵＫＯ セゾン ド セツコ 洋菓子 渋谷初 

然花抄院 ゼンカショウイン 和菓子  

空いろ ソライロ 和菓子  

直中 仙太郎 タダナカ センタロウ 和菓子  

たぬき煎餅  タヌキセンベイ 和菓子  

たねや タネヤ 和菓子  

鶴屋𠮷信 ツルヤヨシノブ 和菓子  

とらや トラヤ 和菓子  

ｎｅｍｏ Ｂａｋｅｒｙ ネモ・ベーカリー ベーカリー  

ｐâｔｉｓｓｅｒｉｅ Ｓａｄａｈａｒｕ Ａｏｋｉ ｐａｒｉｓ パティスリー・サダハル・アオキ・パリ 洋菓子  
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Ｂ２ ／ 菓子・ベーカリー・リカー 

ショップ 

 

カテゴリー 

 

備考 

Ｐâｔｉｓｓｅｒｉｅ Ｍｏｎ ｃｈｅｒ パティスリー モンシェール 洋菓子 ＮＥＷ 

ＰＩＥＲＲＥ ＨＥＲＭÉ ＰＡＲＩＳ ピエール・エルメ・パリ 洋菓子  

ＰＩＥＲＲＥ ＭＡＲＣＯＬＩＮＩ ピエール マルコリーニ 洋菓子  

ＢＩＳＣＵＩＴＥＲＩＥ ＢＲＥＴＯＮＮＥ ビスキュイテリエ ブルトンヌ 洋菓子 渋谷初 

Ｆａｒ Ｅａｓｔ Ｂａｚａａｒ ファーイーストバザール 
ドライフルーツ・ 
ジェラート 

 

ＢＯＵＬ’ＭＩＣＨ ブールミッシュ 洋菓子  

Ｆｅｖｅ フェーヴ 豆菓子  

Ｆｅｒｍｉｅｒ フェルミエ チーズ ＮＥＷ 

福砂屋 フクサヤ 和菓子  

Ｂｅｒｒｙ ＤＥＣＯ ベリーデコ 洋菓子  

Ｂｅｒｎｅ ベルン 洋菓子  

芳翠園 ホウスイエン 日本茶  

Ｐａｕｌ Ｂａｓｓｅｔｔ ポール バセット コーヒー  

Ｈｏｔａｒｕ ｎｏ Ｈｉｋａｒｉ ホタルノヒカリ 珍味  

ＭＡＲＩＡＧＥ ＦＲÉＲＥＳ マリアージュ フレール 紅茶・茶器  

ＭＩＣＨＡＬＡＫ ミシャラク 洋菓子 渋谷初 

村上 ムラカミ 和菓子  

Ｍｏｒｏｚｏｆｆ モロゾフ 洋菓子  

Ｍｏｎ Ｌｏｉｒｅ モンロワール 洋菓子  

やわかたこい。 ヤワカタコイ。 和菓子 新業態 

ＪＵＣＨＨＥＩＭ ＤＩＥ ＭＥＩＳＴＥＲ ユーハイム・ディー・マイスター 洋菓子  

ＹＯＫＵＭＯＫＵ ヨックモック 洋菓子  

Ｌ’ＡＢＥＩＬＬＥ ラベイユ はちみつ・洋菓子  

ラ・メゾン白金 ラ・メゾン シロカネ 洋菓子  

両口屋是清 リョウグチヤコレキヨ 和菓子  

ＬＥ ＣＨＯＣＯＬＡＴ ＤＥ Ｈ  ル ショコラ ドゥ アッシュ  ショコラ  

ＬＥ ＰＡＩＮ ｄｅ Ｊｏëｌ Ｒｏｂｕｃｈｏｎ ル パン ドゥ ジョエル・ロブション ベーカリー  

鹿鳴館 ロクメイカン 洋菓子  

和楽紅屋 ワラクベニヤ 和スイーツ  

未定  ベーカリー  

フードステージ  期間限定ショップ  
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Ｂ３ ／ 惣菜・弁当・生鮮グロサリー 

ショップ 

 

カテゴリー 

 

備考 

ＲＦ１ アール・エフ・ワン 洋惣菜  

浅草今半（牛肉弁当） アサクサイマハン 和惣菜  

味の浜藤 アジノハマトウ 和惣菜  

アントニオ アントニオ 洋惣菜  

維新號 イシンゴウ 中華  

いとはん イトハン 和惣菜  

梅の花 ウメノハナ 和惣菜  

エクリュ エクリュ 洋惣菜 ＮＥＷ 

大阪焼肉・ホルモン ふたご オオサカヤキニク・ホルモン フタゴ 和惣菜 ＮＥＷ 

関山 カンザン 寿司弁当  

九州屋 キュウシュウヤ 野菜・果物  

崎陽軒 キヨウケン 和惣菜  

京料理 美濃吉 キョウリョウリ ミノキチ 和惣菜  

銀座 縁 ギンザ エニシ 和惣菜  

くくる ククル 和惣菜 ＮＥＷ 

神戸コロッケ コウベコロッケ 洋惣菜 ＮＥＷ 

妻家房 サイカボウ 韓国惣菜 ＮＥＷ 

サラダボウル専門店 ＷｉｔｈＧｒｅｅｎ  
サラダボウルセンモンテン  
ウィズグリーン 

洋惣菜 渋谷初 

ＣＨＥＦ’Ｓ ＰＲＥＳＳ シェフズプレス 洋惣菜 渋谷初 

食事処 味の浜藤 ショクジドコロ アジノハマトウ イートイン  

地雷也 ジライヤ 寿司弁当  

精肉あづま セイニクアヅマ 精肉  

築地寿司清 ツキジスシセイ 寿司弁当  

築地なが田 ツキジナガタ 和惣菜  

つきじ宮川本廛 ツキジミヤガワホンテン 和惣菜  

つきぢ松露 ツキヂショウロ 和惣菜  

漬け込み唐揚げ ＢＡＴＡ‐ＢＡＴＡ ツケコミカラアゲ バタバタ 和惣菜 渋谷初 

デリベイク デリベイク 洋惣菜 新業態 

とんかつ まい泉 トンカツ マイセン 和惣菜  
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Ｂ３ ／ 惣菜・弁当・生鮮グロサリー 

ショップ 

 

カテゴリー 

 

備考 

中島水産 ナカジマスイサン 鮮魚  

中島水産 海鮮丼専門店（仮）  寿司弁当 新業態 

なだ万厨房 ナダマンチュウボウ 和惣菜 ＮＥＷ 

新潟ゆのたに 心亭 ニイガタユノタニ ココロテイ 和惣菜 渋谷初 

日本橋だし場 ＯＢＥＮＴＯ ニホンバシダシバ オベントウ 弁当 渋谷初 

寝かせ玄米と日本のいいもの いろは ネカセゲンマイトニホンノイイモノ イロハ 和惣菜  

Ｈｉｂｉｙａ Ｋａｄａｎ Ｓｔｙｌｅ ｖｉｆ ヒビヤカダン スタイル ヴィフ フラワー  

四陸 フォールー 中華 渋谷初 

ＢＵＴＣＨＥＲ’Ｓ ＭＯＴＨＥＲ ブッチャーズ マザー 洋惣菜 新業態 

フルッタフルッタ アサイーエナジーバー フルッタフルッタ アサイーエナジーバー アサイーボウル  

まつおか マツオカ 和惣菜  

ｍａｔｃｈａ ＬＯＶＥ マッチャラブ 嗜好品 ＮＥＷ 

マンゴツリーキッチン マンゴツリーキッチン タイ料理 イートイン 

明治屋 メイジヤ グロサリー  

未定  惣菜  

未定  惣菜  

 

以上 


