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川崎アゼリア第2期リニューアルオープン区画  『GOURMESSE』、『LIFEGRAND』（イメージ）  

創業30周年を迎える川崎アゼリアが第2期リニューアル 
レストラン・ライフスタイルゾーンが加わり全163店舗が一同に集結！ 

日本最大級の地下商業施設『川崎アゼリア』  
待望のグランドオープン！ 

  

日時：3月16日（水）午前10:00オープン 

 川崎アゼリア株式会社(本社：神奈川県川崎市川崎区、代表取締役：木場田 文夫)は、JR川崎駅東口地下 
ショッピングモール『川崎アゼリア』の第2期リニューアル区画として、レストランゾーン『GOURMESSE(グルメッセ)』と、 
ライフスタイルゾーン『LIFEGRAND(ライフグラン)』を新たに加え、2016年3月16日(水)午前10時にグランドオープン
いたします。 
 

■ 『GOURMESSE(グルメッセ)』、 『LIFEGRAND(ライフグラン)』、 『DELICHIKA(デリチカ) 』  
が”約3,200坪のワンフロア”に集結し、毎日の暮らしを彩る多種多様なサービスをご提供！ 
 

 川崎アゼリアは、“人生の豊かな時間を共有するライフシェアモール”をリニューアルコンセプトに掲げ、昨年7月31日に 
第1期リニューアルオープンとして、食物販ゾーン『DELICHIKA』69店舗を先行オープンしご好評いただいております。 
この度のグランドオープンでは、新たにレストランゾーン『GOURMESSE』37店舗と、ライフスタイルゾーン『LIFEGRAND』 
57店舗が加わり、さらにお客様のニーズに幅広くお応えする全163店舗の魅力ある商業施設に生まれ変わります。 



■川崎エリアの活性化へ本格稼働、川崎アゼリアグランドオープンで変わる川崎駅東口の商業サービス！ 

 1986年に創業した川崎アゼリアは、本年で記念すべき30周年となり、 

この度のグランドオープンを迎えます。川崎アゼリアでは現在も1日平均24
万人(10時～21時) の通行客をお迎えしており、近年益々多様化する 
お客様ニーズや、北口をはじめとした川崎駅の再整備など、多くの周辺環
境変化に対応できるよう、昨年に続く大規模リニューアルで川崎駅東口全
体の商業活性化に寄与いたします。 

マスコットキャラクター 「カワサキカワル」      「オトウト」  

● サンライト広場 『リーフ シャンデリア』 (第1期) 
JR川崎駅からの導線、川崎アゼリアの玄関口ともいえる「サンライト広場」には、  
光の射し込む地下街という、アゼリアならではの特長を活かした新たなモニュメント  
『リーフ シャンデリア』が心地よい空間を演出しております。  

● お休み処 『ハミングガーデン』 (第1期) 
サンライト広場の奥には、お休み処『ハミングガーデン』 を新設。 
サンライト広場同様、目にも心にも優しいグリーンカラーを基調に、  
来場者の方々に憩いの場としてご利用いただいております。 

● 川と海をイメージしたやさしい空間『ベビールーム』 (第1期) 
「DELICHIKA(デリチカ)」内には、お母さんと赤ちゃんがホッとできる『ベビールーム』  
を設置。川崎に馴染み深い多摩川と海をイメージしたアゼリアならではのやさしい  
空間を演出しております。授乳室2部屋とお着替え用ベッド4つを設置し、 
お買い物の合間など幅広くご活用いただいております。  

このほか、共用部分や通路にも新たに休憩所やモニュメントを整備。JR川崎駅とバスターミナル、京急線を繋ぐ通勤通学路
にとどまらない新たな価値を創出しております。川崎アゼリアは、総事業費約60億円を投資し、大規模なリニューアルを進め
ました。通行客の店舗利用頻度増を図り、開業初年度(平成28年度)の売り上げ額は、リニューアル前の約140億円から  
リニューアル後は約165億円に伸ばすことを見込んでおります。  

■ 館内新設スポット  

● LIFEGRAND憩いの場『ホワイトツリー』 (第2期) 
「LIFEGRAND (ライフグラン)」内には、テーマゾーンとして『クリスタルロンド』を 
設けております。その中心にある『ホワイトツリー』は、こけ玉からゆるやかに流れる
ミストと、枝にとまるクリスタルでできた小鳥や蝶をあしらい、見ているだけでほっと
一息の気分転換となり、腰掛けるとお買い物途中のちょっとした休憩になります。 

  『ホワイトツリー』（イメージ）  

 『ハピネスバード』 

『リーフシャンデリア』 

『ハミングガーデン』 

『ベビールーム』 

● アゼリアの新たなシンボル！『ハピネスバード』 (第1期) 
ハミングガーデンの中央には、高さ2.5m(台座含)の 
コケ玉で制作されたキュートな鳥『ハピネスバード』が 
アゼリアの新しいシンボルとして親しまれて待ち合わシンボルとして活躍し
ています。花をくわえ季節のメッセージをお知らせしています。 

● 市役所通り壁面・列柱アート装飾 (第2期) 
スーパーラウンジアートの第一人者として、現代のアートシーンを賑わせている 
古門圭一郎氏が描いた市役所通りの壁面・列柱アートは、独自の世界観と 
豊かな色彩感覚が融合し、新生川崎アゼリアの誕生を見事に表現しております。 

  『市役所通り壁面・列柱』（イメージ）  



■第2期リニューアルゾーン 『GOURMESSE(グルメッセ)』 

川崎駅東口では最大集積、37店舗の新レストラン街 『GOURMESSE(グルメッセ)』。 
川崎アゼリアではリニューアル前からも大変多くのお客様にご利用いただいておりましたが、この度のリニューアルではさらにお客
様のご利用シーンに合わせ、37店舗中16店舗の新店を迎え、既存店もエリア内の移転や内装替えを行い新しいレストラン
ゾーンとして生まれ変わりました。女性のおひとり様ごはんやお子様連れでのゆったりランチ、会社帰りの集いの場所や、クライア
ントとの会食場所など、様々なご利用シーンによって選べるバラエティ豊かなレストランゾーンとして生まれ変わります。 

『さち福や CAFE』 

『BOCCA』 『ヱビスバー』 『レッドブリックス』 

  『SOLAH SPICES TOKYO』 

店舗一覧（五十音順) 
※画像はイメージです。 

※各店舗の詳細情報は3月1日より川崎アゼリアのホームページでご紹介いたします。  
URL: http://www.azalea.co.jp/  

店舗名 業種 店舗名 業種

イタリアントマトカフェJr カフェ ★ 小星星麺 中華麺

糸ぐるま 京らーめん ★ 駿河屋賀兵衛 日本酒バル

ヴィ・ド・フランス ベーカリー＆カフェ ★ セブン銀行 サービス

★ ヱビスバー ビールバー ★ SOLAH SPICES TOKYO エスニック

大阪ぼてぢゅう お好み焼き そじ坊 そば酒房

海鮮三崎港 回転寿司 太子堂 菓子・珍味

家族亭 そば ★ 中華そば 青葉 中華そば

釜飯藩 釜めし ★ 築地食堂源ちゃん 定食

★ カレーうどん千吉 カレーうどん 築地寿司岩 寿司

カレーハウス ピヨ カレー 天丼てんや 天丼・天ぷら

杵屋 うどん・そば ★ 鶏味座 串焼き

★ 牛タン辺見 牛タン とんかつ和幸 とんかつ

キリンシティ ビアレストラン ホクオー ベーカリー

銀座ハゲ天 天ぷら ★ BOCCA ピッツエリア

★ 串揚げいちまる 串揚げ 洋麺屋五右衛門 和風スパゲッティ

ケンタッキーフライドチキン ファーストフード ★ レッドブリックス 洋食

コリアンキッチンシジャン 韓国料理 ろばた八角 ろばた焼き

★ さち福や CAFE 和定食 ★ 雲呑房 中華

★ サンマルクカフェ カフェ ★は新規出店テナントです。



■第2期リニューアルゾーン 『LIFEGRAND(ライフグラン)』 

 『unico』 『ヴェレダ』 『バロン』 

『アジェデアクセサリーズ』 『AYANOKOJI』 『コスメティクスシドニー』 

店舗一覧（五十音順) 

『LIFEGRAND(ライフグラン)』は、大人の女性に向けたバラエティ豊かな暮らしのヒント「大人ライフスタイル」のアイテムや、 
最近とみに増加する川崎駅周辺のビジネスマンに向けた「通勤メンズ」アイテムなど、日々の暮らしを彩る”ちょっといい感じ“の 
モノやコトが集まります。また、「CRYSTAL RONDO(クリスタルロンド)」と称し、大人女性に向けたテーマゾーンとして、アクセ
サリー、コスメ、服飾雑貨等が集まる女性の好奇心をくすぐるお楽しみエリアを設けます。さらに、鉄道模型やジオラマ素材など
を豊富に取り揃えた「ポポンデッタ」や書籍・文具の「未来屋書店」、ペット用品の「ペットパラダイスプラス」等の趣味や文化系
のショップも充実させ、毎日ちょっと立ち寄りたくなるお楽しみなライフスタイルアイテムをそろえたステージとしてオープンいたします。 

※画像はイメージです。 

※各店舗の詳細情報は3月1日より川崎アゼリアのホームページでご紹介いたします。  
URL: http://www.azalea.co.jp/  

店舗名 業種 店舗名 業種 店舗名 業種

アシックスウォーキング 靴 銀座コージーコーナー カフェ・洋菓子 ベリテ 宝飾

★ アジェデアクセサリーズ アクセサリー クイーンズウェイ リラクゼーション ★ ホビーラホビーレ 趣味雑貨

★ アズノゥアズドゥバズ レディースファッション グレイスター レディースファッション ★ ポポンデッタ 趣味雑貨

アトリエはるか ヘアメイクサービス ★ コスメティクスシドニー 総合コスメ ★ マチャムマチャム アロマ雑貨

★ AYANOKOJI 服飾雑貨 ★ しゃら 呉服 ★ マツモトキヨシ ドラッグストア

★ アンティコカフェアルアビス カフェ スルガ銀行 ATM ★ ミズノウエルネスショップ スポーツショップ

伊太利屋 レディースファッション 宝くじチャンスセンター 宝くじ ミズファースト レディースファッション

★ イノセンス アクセサリー・服飾雑貨 チケットショップアルファ チケットショップ ★ 未来屋書店 書籍・文具

★ ヴェレダ オーガニックコスメ 中央コンタクト コンタクト ★ ムーヴ 時計

★ unico インテリア・雑貨 中央労働金庫 ATM ★ MUJIcom 雑貨

★ 雲花 工芸品・雑貨 ★ 東京シャツ シャツ専門店 モスバーガー ファーストフード

auショップ 携帯電話 ドトールコーヒー カフェ ★ ラビットデパートメント 服飾雑貨

★ エコー 靴 ナンバーワンインターナショナル 美容室 ★ LALACUB 服飾雑貨

★ Ehico☆Ehica Cosme Storys ドクターズコスメ パレットプラザ DPE ★ ランデヴー 服飾雑貨

★ オーマイグラス東京 眼鏡 ★ バロン インポートファッション リーガルシューズ 靴

川崎本町眼科クリニック 眼科 ★ フェアリークローゼット 服飾雑貨 リフレッシュハンズ リラクゼーション

★ キャラバンコーヒー カフェ ★ フェンネル レディースファッション リペアボックス 靴修理

★ キュア・アッセ 靴下 ★ プレイヤーズ 服飾雑貨 ★ ルデークオル ユーズドショップ

★ QBハウス ヘアカット ★ ペットパラダイスプラス ペット用品 ★ レーヴドゥボア 寝具・服飾雑貨

★は新規出店テナントです。



■第1期リニューアルゾーン 『 DELICHIKA(デリチカ)』 

『ザ・ガーデン 自由が丘』 『丸福珈琲店』 

『旬菜百華』 

店舗一覧（五十音順) 

毎日の“プチリッチグルメ”を刺激する上質な空間、『DELICHIKA(デリチカ)』は、昨年7月末開業以来この半年間で延べ
約300万人のお客様にご愛顧いただくデイリーグルメステージとして好評を博しています。 
江戸に最も近い宿場町・商業街として栄えた「川崎」ならではの伝統的なモチーフや装飾を凝らした上質な店舗デザインな
ど、空間からサービスに至るまで「上質」をキーワードに、老若男女を問わず何度でも足を運びたくなるゾーンづくりにこだわりま
した。いつもの食卓をちょっといい感じに。厳選された旬な食材や、バラエティあふれる特選銘菓の数々など、 毎日の暮らしを
彩る食物販ゾーンとして地域に親しまれています。 

『惣菜馳走』  『川崎銘菓』 

『箱根ベーカリー』 

※各店舗の詳細情報は3月1日より川崎アゼリアのホームページでご紹介いたします。  
URL: http://www.azalea.co.jp/  

店舗名 業種 店舗名 業種 店舗名 業種

あおぱだんご本舗 お団子 京急観光 旅行 はん・印刷 大谷 印鑑

青山ネイル ネイル 紅燈寵 中華惣菜 韓美膳デリ 韓国惣菜

浅くさ 中村屋 煎餅 コクミンドラッグ ドラッグ 美味料理研究所ぷりんやさん 洋菓子

アトリエ・ド・リーブ 洋菓子 こだわりや 自然食 評判堂 あめ菓子

アレゴリーホームツールズ 雑貨 ゴンチャロフ 洋菓子 フォンテーヌ クチュール ファッションウィッグ

一丁庵 豆腐 ザ・ガーデン 自由が丘 食品スーパー 芳翠園 お茶

ヴィノスやまざき ワイン J・マーケット チケットショップ 保険クリニック 保険

うな兆 丑の日デリ うなぎ 市バス乗車券販売所 バス乗車券販売 丸福珈琲店 カフェ

梅の花 豆腐惣菜 駿河屋賀兵衛 塩辛 萬珍茶房 中国菓子/点心

オギノパン ベーカリー 宗家 源 吉兆庵 和菓子 ミル 婦人服

おしゃれ工房 お直し タイ屋台料理 チャオタイ デリ タイ料理 麦工房シベール ラスク

からあげ とり多津 からあげ 鶴見やき仙 お好み焼き 村田蒲鉾店 練り物

かりんかりん かりんとう DHC直営店 化粧品/サプリメント モナポルト 青果

カルディコーヒーファーム グロサリー 東京凮月堂 洋菓子 山善 漬物

川崎信用金庫 銀行 堂本 和菓子 横浜銀行 銀行

川崎大師 山門前 住吉 和菓子 とんかつ和幸 とんかつ 吉川水産 鮮魚

川崎屋 東照 和菓子 浪花 古市庵 お寿司 吉富 和惣菜

キーコーヒークラブ コーヒー 日本橋 日山 精肉 リルケ 花屋

崎陽軒 お弁当 箱根ベーカリー パン レインボーハット アイスクリーム

行政サービスコーナー 行政サービス はなまるダイニングセレクト 洋惣菜 口ーソン コンビニ

銀座貝新 佃煮 バニラビーンズ チョコレート 口ージーピンク 婦人服

銀座 萌黄亭 お弁当 ハマケイ とり惣菜 口ッテリア ファーストフード

クイック 時計修理 ハワイアンスイーツカンパニー ドーナツ わっふる日和 ワッフル



■施設概要 

■区画図 



■川崎アゼリア 第2期リニューアルサポーターのご紹介 

川崎アゼリアでは、リニューアル総合プロデューサー島村 美由紀氏監修のもと、各領域の第一線で活躍する専門家の  
協力を得て、アゼリアならではの特色を活かした空間作りとデザインを行っております。  

株式会社 ラス アソシエイツ代表 

島村 美由紀 

商業コンサルタントして、SC開発や業態開発を手掛け、 
札幌ステラプレイス、札幌パセオ、ラゾーナ川崎プラザ、  
福岡ソラリアプラザ、東北自動車道羽生PA(下り)など 
のプロデュースに関わる。  
著書：「30歳から自分を変える小さな習慣」  
       (プレジデント社)  
     「感性仕事術」（産業編集センター） 

Miyuki Shimamura 

【リニューアル総合プロデューサー】 

岡本 一宣 

出版メディア、雑誌、企業誌、カタログのデザイン、 
ブランディングをはじめ、企業ロゴマークデザイン、 
都市デザインなどに携わる。 
著書：「岡本一宣の東京デザイン」 
     「岡本一宣のピュア・グラフィック」 
       （共に美術出版社） 

クリエイティブディレクター、 
アートディレクター、グラフィックデザイナー 

【アゼリアロゴ・キャラクター・広告デザイン・館内サイン・アート 】 

Issen Okamoto 

【市役所通り壁・列柱アート】 

アーティスト 

古門 圭一郎 

Keiichiro Furukado 

家具デザイナー 
藤森泰司アトリエ代表 

藤森 泰司 
Taiji Fujimori 

株式会社ユー花園 
コミュニケーションデザイン部 
アートディレクション室 室長 

工藤 準 
Jun Kudo 

【ハミングガーデン(お休み処)】 

【リーフシャンデリア・ハピネスバード・ホワイトツリー】 

東京藝術大学大学院美術研究科修了。 
その場の雰囲気をファンタスティックに変容させる作品群は、 
スーパーラウンジアートとして評価が高い。 
アクリル板、工業用インク、建材壁紙等、現代のマテリアルを 
アナログ的な手法で巧みに操り、作品を生み出し続ける。 

小林 マキ 
Maki Kobayashi 

【広告イラストレーション】 

イラストレーター 

建築家、一級建築士、office mikiko代表  
京都造形芸術大学非常勤講師  
桑沢デザイン研究所非常勤講師  

遠藤 幹子 
Mikiko Endo 

【ベビールーム】 



■川崎アゼリア グランドオープニングプロモーションのご紹介 

【グランドオープニングセレモニー】 

【オープニング記念ノベルティプレゼント】 

※写真は第1期DELICHIKAオープン時(7/31)のものです。 

3月16日から3日間限定で合計8,000名様に 
オリジナルフラワータオルを1本プレゼントいたします。 
対象条件 
 ・川崎アゼリア内の店舗でお買い物3,000円(税込)以上。 
 ・当日のレシートのみ有効(合算不可)。 
 ・引換はお1人様1回。 

3月16日(水) 17日(木) 18日(金)  
川崎アゼリア サンライト広場 

3月16日(水) 9：45～10：00 
川崎アゼリア サンライト広場 

【新聞広告】 

川崎市全域と横浜市鶴井区、神奈川区、東京都大田区を 
対象に新聞社題字付エリア広告(タブロイド版)を実施します。 

掲載予定日：3月16日(水) 朝刊 
朝日新聞、讀賣新聞、毎日新聞、東京新聞 

【交通広告】 

川崎市を往来する公共交通機関にてグランドオープンを 
告知します。 

●南武線車体広告 3月7日(月)～ 
●川崎駅構内フラッグ広告 3月14日(月)～ 
●中吊り広告 3月14日(月)～ 
  東海道線、京浜東北線、南武線、京浜急行 ほか 
●トレインチャンネル 3月14日 (月)～ 
  京浜東北線、南武線 

グランドオープニング関連や各店舗の詳細情報は、3月1日(火)より川崎アゼリアホームページ、公式Facebookにて 
随時ご紹介させていただきます。  

川崎アゼリアホームページ  http://www.azalea.co.jp/  

【アゼリアホームページ】 

【アゼリアカード】 
プリペイド機能付きポイントカードを導入いたします。 

●アゼリアカードでお支払いいただけば200円で2ポイント。 
●現金チャージで小銭不要。お支払いもラクラク！ 
●100ポイント毎に100円のアゼリアマネーに換算！ 


