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駅直結！地元密着型商業施設が全フロア改装し、7/15(木)開業
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リエール藤沢 リニューアルオープン！

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カン
パニー長：杉村 晶生）は、JR藤沢駅直結の駅ビル「リエール藤沢」を2021年7月15日(木)にリニュー
アルオープンします。今回のリニューアルでは、3階層全てのフロアをリニューアルし、テイクアウト
機能も充実させた飲食店を増やすことで、より日常的に、便利に利用していただけるショップを集め
ました。また、リニューアルオープン記念では、「JRE POINTアプリを使ってお買物キャンペーン」
や開業記念商品・サービスが盛りだくさんです。
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<コンセプト> “ちょっと使い”と“コンパクトな日常を”
JR藤沢駅と小田急藤沢駅に直結し、便利な立地の「リエール藤沢」。“リエール”はフランス語で「蔦」を意味し、
「蔦のように地域と駅、人と人をつなぐ施設でありたい」との願いを込めています。今回のリニューアルで毎日の
生活をさらに便利に、「ちょっと欲しくなる」が凝縮したショップが集まる商業施設に生まれ変わります。

<出店概要>
・所 在 地：神奈川県藤沢市南藤沢1-2
・シ ョ ッ プ 数：11ショップ（飲食・カフェ 7、ベーカリー 1、グッズ・アパレル・書籍 3）

その他（ATMコーナー 1、自動販売機 3）
・ホームページ：https://www.jr-cross.co.jp/shop/ ※7/15より「リエール藤沢」ページがオープン！



1階 ショップ紹介
※価格はすべて税込です
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果実園リーベル（フルーツパーラー）

新宿や目黒で行列必至の女性に大人気のフルーツパーラー。果物は特別な
ものではなく生活に密着したもの。お客さまに常に身近に感じていただき
たいと願い、毎朝市場で目利きして仕入れた新鮮な果物を使ったこだわり
のメニューで、旬のおいしさをお届けします。

【代表商品】

ミックスズコット イートイン 950円・テイクアウト 930円
イチゴ・キウイフルーツ・マンゴーがぎっしり！甘さ控えめのクリーム
との相性が抜群！人気No.1のズコットです。
まるで宝石箱のようで見ているだけで幸せいっぱいになれます。

ベックスコーヒーショップ（カフェ）

香り高いコーヒーと手作りパニーニが自慢のエキナカのコーヒーショップ。
こだわりのコーヒーは世界各地の指定農園から厳選した上質な豆を使用。
豆はお店で挽き、淹れたてのコーヒーを提供します。

【代表商品】

ハム＆2種のチーズ 400円
２種類のチーズとハムを胚芽入りのパンではさんだホットサンドです。
２種類のチーズを入れることで、よりチーズのコクが感じられます。
外のパンはサクッと焼き上げ、中からはたっぷりのチーズがとろける
定番人気商品です！

リトルマーメイド（ベーカリー）

お店の名前は、童話『人魚姫』にちなんで『リトルマーメイド』。
誰でもふらっと気軽に立ち寄れて、毎日あたりまえにおいしいパンが買
える、そんなお店として地元に愛され続けたベーカリーがリニューアル
オープンします。

【代表商品】

ザ・カレーパン 220円
生地とカレーを同量包んだ満足感のあるカレーパン。手に取ったとき
にインパクト大！の重量感です。甘さと辛さのバランスが絶妙なカ
レーフィリングをたっぷりと楽しめます。リトルマーメイドの売筋
商品です。

のみ

1階はちょっと欲しいが集まる食のフロア。
旬のフルーツ、香り高いコーヒー、毎日あたりまえにおいしいベーカリーなど、
日々の生活の楽しみになるフードを揃えています。



2階 ショップ紹介
※価格はすべて税込です
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とんかつ和幸（とんかつ）

昭和33年（1958年)に「とんかつ専門店」として創業以来、美味しさにこだ
わり続けたとんかつ和幸。自家製の生パン粉で包み、植物性オリジナル油で
一つ一つ丁寧に揚げたとんかつは柔らかくジューシー。御飯・味噌汁・キャ
ベツのお替りサービスも人気で、お食事を通してお客様に幸せを感じ取って
いただけるようなサービスと店作りを心掛けています。

【代表商品】

ロースかつ御飯 1,230円
豚肉本来の旨みを堪能できる上質のロース肉を使用したとんかつ和幸の
定番商品。

牛たん炭焼利久（牛たん・海鮮）

昭和63年の創業以来、炭火で芳ばしく焼きあげた、食欲をそそられる香りが
自慢の牛たん焼の専門店。また、新鮮な海鮮・宮城の地酒の他、牛たん専門
ならではの牛たん握りや職人こだわりの逸品料理も楽しめます。

【代表商品】

牛たん専門店こだわりの海鮮丼と牛たん焼定食 1,980円
牛たん専門店だからこそこだわりたい海鮮丼！相模湾中心とし毎日新鮮な
魚介類を仕入れております。新鮮な海産物が豊富な仙台利久本場スタイル
を是非ご堪能ください。

北海道キッチン YOSHIMI（洋食レストラン）

「北海道をいただきます！」とびきりのおいしさは、北海道へのこだわり。
北の大地で育まれたおいしいものでたのしい時間をお過ごしください。

【代表商品】

たっぷりいくらのローストビーフ丼 1,280円
しっとりやわらかいローストビーフにたっぷりのいくらをかけた極みの
逸品。

鎌倉パスタ（生パスタ）

鎌倉パスタでは最高級グレードのデュラムセモリナ粉100％を素材にした、
生パスタをご用意。「和」を基調にした落ち着きあるクラッシックな空間
でゆっくりとお食事のひとときをお過ごしいただけます。また、お店で毎
日焼きあげる10種類のパンも食べ放題でパスタと一緒にお楽しみください。

【代表商品】

厚切りベーコンのカルボナーラ鎌倉風 1,199円
鎌倉パスタ人気ナンバーワン！濃厚な特製クリームを使用した厚切り
ベーコンのカルボナーラ。鎌倉パスタの生麺はツルツルのもっちもち感
が特徴で、濃厚なクリームソースと相性がぴったりのパスタです。

2階はバラエティ豊かな飲食ショップが集まったフロア。
テイクアウトも充実しており、ニューノーマルな生活様式に対応しています。



ブックコンパス（書籍）

1997年2月の開業以来、長きに渡って皆さまにご利用いただいた「BOOK 
EXPRESS」が「BOOK COMPASS」として生まれ変わります。
新刊や話題書をわかりやすく紹介し、店内のビジョンで旬な情報を発信
します。

3階 ショップ紹介
※価格はすべて税込です

プレミィ・コロミィ（ファッション雑貨）

「丁寧な暮らしと心地よい日常を。」をコンセプトに、ここでしか買えな
いオリジナル商品や、グッズ・服飾アパレルをさまざま取り揃えています。

【代表商品】

ドルマンTシャツ 4,290円
オーガニックコットンを通して、地球環境と社会貢献のビジネスを両立
するプロジェクトに参加しました。商品についているオリジナル下げ札
は、1枚につき1円インドのオーガニックコットン農家に寄付されます。
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3コインズ（生活雑貨）

あなたの"ちょっと幸せ"をお手伝いする雑貨店。
生活雑貨・インテリア雑貨・服飾雑貨・モバイルアイテム・キッズアイ
テムなど、様々なアイテムを300円を中心に、幅広く取り揃えています。

【代表商品】

食器洗剤ボトル 330円
ロングセラー！スポンジを持ったまま上部のパーツで片手で押せば洗
剤が出てくる優れものです。省スペースで使えるスリムな設計でシン
プルなデザインもキッチンの雰囲気を損ねません。

スターバックス（スペシャルティコーヒーストア）

高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソがベースの
バラエティ豊かなドリンクをはじめ、ペストリー、サンドイッチをお
楽しみいただけます。
また、事前に注文決済し、店舗でスムーズに商品を受け取れる「モバ
イルオーダー＆ペイ」を導入しています。

3階はカフェと書籍、グッズ・アパレルショップがシームレスに楽しめる開放的な空間。
ご購入前の書籍をカフェでお試し読みすることができます。



ショップ名 業態 営業時間 席数 テイクアウト

1階

リトルマーメイド ベーカリー 7:00～22:00 ー ー

ベックスコーヒーショップ カフェ 7:00～22:00 30席 ○

果実園リーベル
フルーツ
パーラー

7:00～22:00

（L.O. 21:30）
98席

ケーキ・
果物販売

2階

鎌倉パスタ 生パスタ
11:00～22:00

（L.O. 21:30）
50席 ○

とんかつ和幸 とんかつ
11:00～21:30

（L.O. 21:00）
36席 ○

牛たん炭焼利久 牛たん・海鮮
11:00～22:00

（L.O. 21:30）
55席 ○

北海道キッチン YOSHIMI 洋食レストラン
11:00～22:00

（L.O. 21:30）
60席 ○

3階

スターバックス
スペシャルティ
コーヒーストア

7:00～22:00 47席 ○

プレミィ・コロミィ ファッション雑貨 8:00～22:00 ー ー

ブックコンパス 書籍 8:00～22:00 ー ー

3コインズ 生活雑貨 8:00～22:00 ー ー

みずほ銀行 ATM

平～土:7:00～22:00

日8:00～21:00

祝:曜日に準ずる
ー ー

ショップ一覧
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リニューアルオープン記念キャンペーン

JRE POINTアプリを使ってお買物キャンペーン
リニューアルに伴い、JRE POINTが貯まる・使えるようになります。
開業記念として、キャンペーン期間中、リエール藤沢内の対象
ショップにて、JRE POINTアプリ内のバーコード会員証をご提示い
ただき、合計1,000円（税抜）以上お買い上げ・お食事をいただい
たお客さまにもれなく100ポイントプレゼント！

・キャンペーン期間：2021年7月15日(木)～7月21日(水) 7日間

※対象ショップはこちらが目印

※営業時間は状況により変更になる場合がございます。
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ショップ名 特典内容 期間 その他条件等

1階

リトルマーメイド

リトルマーメイドお楽しみセット
特別価格1,000円(税込)で販売

（セット内容：エコバッグ・石窯トーストレー
ズン×4枚・ドリップコーヒー×2袋・コーン
スープ×1個）

なくなり
次第終了

・数量限定100セット

ベックス
コーヒーショップ

ドリンク回数券1,250円(税込)を
特別価格1,000円(税込)で販売

7/15～18

果実園リーベル リーベル厳選！旬の果物プレゼント 7/15～16

・各日先着200名様
・お食事、テイクアウト
ご利用のお客さま
(テイクアウトのみでも可）

2階

鎌倉パスタ

オープン記念セット1,100円(税込)

（セット内容：厚切りベーコンのカルボナーラ
＋焼き立てパン3個セット）

7/15～31

とんかつ和幸
「ロースかつ御飯(通常税込1,230円)」・
「一口ひれかつ御飯(通常税込1,150円)」
を特別価格1,000円(税込)で販売

7/15～18

牛たん炭焼利久
「オープン記念！牛たんレトルト得袋」
を特別価格1,000円(税込)で販売

７/15～
なくなり
次第終了

北海道キッチン YOSHIMI
札幌おかき「Oh！焼きとうきび」(小袋)
プレゼント

７/15～
なくなり
次第終了

・お食事、テイクアウト
ご利用のお客さま

3階

プレミィ・コロミィ オリジナル紅茶プレゼント
7/15～18
なくなり
次第終了

・各日先着50名様限定

・3,000円(税込)以上
お買い上げのお客さま

ブックコンパス
「BOOK COMPASSオリジナル
文庫メモ(非売品)」プレゼント

なくなり
次第終了

・1,000円(税込)以上

お買い上げのお客さま

3コインズ オリジナルエコバッグプレゼント
7/15～18
なくなり
次第終了

・各日先着100名様限定

・1,100円(税込)以上
お買い上げのお客さま

オープン記念特典


