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東急不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：大隈 郁仁）および東急不動産ＳＣマネジメント株式会社（本社：東京

都港区、社長：佐藤 一志）は、運営・管理するショッピングセンター「ノースポート・モール」において２００７年４月の開業

以来初となる大規模リニューアルを実施中です。このたび、新たに入店する店舗を加えたリニューアル対象の全６８店

舗、並びにグランドオープンが９月１５日（金）に決定しましたので、お知らせいたします。なお、７月１４日（金）に先行して

フードコートが全面リニューアルオープンするなど順次オープンが続いていますが、今回のリニューアルにより全体の約

６割が生まれ変わる予定です。 

■リニューアルコンセプトは「港北 Ｎｅｗ Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ Ｔｏｗｎ」 

ファミリー層や周辺地域の方々をターゲットに、毎日の生活がより楽しく

なるような新しいライフスタイルを創造し、暮らす街の拠点（港）となることを

目指して進化します。 

今回のリニューアルにより、共用部を多世代・多様なお客さまが日常使

いしやすい居心地の良い空間へ刷新。ファミリースペースを新設し、無料

開放のこどもの遊び場やキッズトイレ、ファミリー休憩室、授乳室を併設す

るなど、子育てファミリーに優しい施設に生まれ変わります。 

■注目ポイント 

① ＜フードコートが全面リニューアルオープン＞ 

フードコートを全面改装し、小上がり席やベビーカー置き場の新設など、お子様連れのお客さまにも優しい空間を提

供します。さらに１２店舗のうち７店舗が新規出店となり、お客さまに多彩なメニューをご提供します。 

② ＜多世代に人気の大型店舗やバラエティに富んだ新店舗が続々登場 ～国内最大級のジーユーも登場～＞ 

「ジーユー」が従来の売り場面積を約４５０坪から約８２０坪へ拡大し、国内最大級店舗としてオープンします。加えて

「ユニクロ」、「無印良品」も増床リニューアルオープンするほか、大型スーパーの「富士ガーデン」や「BOOKOFF SUPER 

BAZAAR」が新規オープンするなど、多世代に人気の大型店舗を始めバラエティに富んだラインナップで、近隣の方々の

利便性を高めます。 

③ ＜大規模ファミリースペースを新設 ～地域に根ざした施設を目指し、「こどもの遊び場」の名称を公募～＞ 

３階に大規模なファミリースペースを新設し、メインターゲットでもあるファミリー層が快適にくつろげる空間作りを行い

ます。さらに、愛着を持ってご利用いただくため、無料開放の「こどもの遊び場」の名称を公募中です。地域の方々に名

付けていただくことにより、より愛される商業施設を目指します。 

 

 

 

 

横浜市港北ニュータウン「ノースポート・モール」  

開業後初の大規模リニューアル ９月１５日（金）グランドオープン 

国内最大級のジーユーを含む６８店舗が続々と登場！ 
７月１４日フードコートエリア全面リニューアル先行オープン 

 



 

 

 

 

フードコートは、お客さまがこれまで以上にリラックスして頂けるよう、「Ｉｓｌａｎｄ Ｓｔｙｌｅ」をコンセプトにグリーンを増や

し、居心地のよいリゾート感溢れる空間へ刷新しました。より多くの方にご利用いただけるよう、席数を約１００席増やし

て５３０席設け、ファミリーも利用しやすいよう、ベビーカー置き場や小上がり席を新設しました。全１２店舗のうち７店舗

が新規出店の、バラエティに富んだ飲食店舗をそろえました。 

 

●二八蕎麦 久右衛門 

本物の蕎麦の香り、鮮度の違いが楽しめるよう、店
内製粉、店内製麺にこだわった本格蕎麦。一からひ
いたダシとともに極上の一杯を提供いたします。 

① フードコートを全面リニューアルオープン 

●肉問屋 肉まる商店 

注文を受けてから特製鉄板で焼き上げるカルビ丼や、
大阪・なんば発祥の名物料理「肉吸い」を提供。肉の卸
問屋だからこそできる安心・安全で良質なお肉を使用。 

 
関東初 

●ファーストキッチン・ウェンディーズ 

六本木、上野等で人気のファーストキッチンとウェンディ
ーズのコラボ店舗です。アメリカ式本格ハンバーガーをお
楽しみいただけます。 

 
フードコート初 

●POTA PASTA 

東京で行列を作る、今話題のパスタ専門店が新登場。 
麺は全てもちもち生麺。国産和牛を使用したボロネーゼ
など、本格パスタを驚きの価格で 
提供します。 

 
神奈川県初 ●はなまるうどん 

香川県発祥のうどん専門店です。本場「讃岐」と同じ「セ
ルフ方式」で出来たてのうどんを提供します。 

●無尽蔵 

新潟名物の「柿」を使い、長年生麺を作り続けてきた職
人たちが創り上げた、今までに無い美味しい麺をお楽し
みいただけます。 

 
港北エリア初 

新業態 

●豚屋とん一 

関西を中心に出店のかつ丼・とんテキ専門店です。豚
肉のカットから衣付け、仕上げまでお客様の目の前で
行う調理が特徴です。 

 

 
横浜エリア初 

●リンガーハット 

１００％国産野菜を使用している「長崎ちゃんぽん」の専門
店。高品質で健康的、安心なメニューが揃います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ジーユー」が、ウィメンズ、メンズ、キッズに超大型店限定商品を加えたフルコレクションが集う、国内最大級の店舗と

してオープンするほか、「ユニクロ」や「無印良品」なども増床リニューアルオープンします。さらに食品スーパーの「富士

ガーデン」や「BOOKOFF SUPER BAZAAR」の新規オープンなど、多世代に人気の大型店舗を増強し、近隣の方々の

利便性を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

② 多世代に人気の大型店舗や、バラエティに富んだ新店舗が続々登場 

●ジーユー 

売り場面積を約４５０坪から約８２０坪へ拡大し、国内最
大級のジーユーとなります。より一層のお各様満足度
向上のため、品揃え、売場、サービスすべてにおいて、
最新のジーユーをお楽しみください。 

 
国内最大級 

●プラススパイス 

目指したのは、カジュアルかつ本格的で飽きのこない
『インドの家庭的カレー』。  
本場インドのスパイスを使った健康的なカレーと、焼き
たてのナンを提供。 

●ペッパーランチ 

熱々の鉄皿で自分で焼き上げる醍醐味とスピーディさで話
題のステーキレストラン。焼きたてお肉に挽きたてペッパ
ーと特製ソースが絶妙にマッチ。 

●MOMI & TOY’S 

ふんわりさくさくした生地が特徴の『とろけるクレープ』、 
もちもちした食感が特徴の大人気『タピオカドリンク』 
MOMI&TOY'S が提案する、最高のクレープをお楽しみく
ださい。 

●BENIYA 

安心・安全・ヘルシーなニュージーランドビーフを、食品製
造会社直営だからこそできるリーズナブルな価格にてご提
供。肉本来の味わいをお楽しみ下さい。 

●富士ガーデン 

青果、鮮魚、精肉、グロッサリー、それぞれのスペシャ
リストが集まった専門店集合館です。 

●BOOKOFF SUPER BAZAAR 

本、CD、DVD、ゲームはもちろん、洋服、ブランド品、
家電、おもちゃ、その他幅広い商品の買取と販売を
行っております。掘出し物がみつかるかも！？ 



 

 

 

３階に大規模なファミリースペースを新設。無料開放の

「こどもの遊び場」に加え、キッズトイレ、ファミリー休憩室、

授乳室を併設し、メインターゲットでもあるファミリー層が快

適にくつろげる空間作りを行います。また、愛着を持ってご

利用いただくため、「こどもの遊び場」の名称を公募中です。

地域の方々に名付けていただくことにより、より愛される商

業施設を目指します。 

 

 

 

【募集要項】 

応募資格： どなたでもご応募いただけます ※お一人様 1 点限り 

応募方法： ①館内設置の応募用紙に必須事項を記入の上、３階サービスカウンター前の応募箱に投函 

 ②ノースポート・モール公式サイトの特設ページより応募 （公式サイト http://northport.jp/） 

募集期間： ２０１７年７月１４日（金）～２０１７年８月１３日（日） 

受賞賞品： 大賞（１名）      ノースポート・モールお買い物券５万円分 

 佳作（１０名）     イオンシネマチケット 1 名様分 

特別賞（１００名）   フードコートお食事券５００円分 

※受賞発表は、景品の発送をもって代えさせていただきます。 

※特別賞は、ご応募いただいた方の中より抽選で１００名様にプレゼントします。 

 

 

■「ノースポート・モール」 施設概要 

所 在 地 ： 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２５－１          

構造規模 ： 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下２階地上９階建 

開   業 ： ２００７年４月 

店 舗 数 ： 約１２０店舗（リニューアル後） 

営業時間 ： １０：００～２１：００（一部店舗除く） 

駐 車 場 ： １，５９０台 

駐 輪 場 ： ４５０台 

敷地面積 ： １８，９９０．５２㎡（公簿面積） 

延床面積 ： １４１，１２５．３３ ㎡ 

代表ＴＥＬ ： ０４５－９１３－８０００ 

公 式 ＨＰ ： http://northport.jp/  

ア ク セ ス ： ＜電車＞ 横浜市営地下鉄「センター北」駅より徒歩１分 

         ＜車＞ 第三京浜 都筑ＩＣより３．６km／新栄高校前交差点で右折、茅ヶ崎交差点で右折 

               東名高速 横浜青葉ＩＣより４．５km／２４６号線を江田方面に直進、江田東で新横浜方面 

に右折、平台交差点で左折 

 

 

 

 

 

 

③ 大規模ファミリースペースを新設し、「こどもの遊び場」の名称を公募 ※８月１３日（日）まで 

 



 

 

【別紙】 

 

■リニューアルオープン店舗一覧 

（新規：３０店舗） 

フロア 店舗名 フリガナ 業種・業態 オープン日 

Ｂ２Ｆ Dolly Lash ドーリーラッシュ アイラッシュサロン ９月１５日 

１Ｆ BOOKOFF SUPER BAZAAR ブックオフスーパーバザー 総合リユースショップ ６月２２日 

１Ｆ ヘアーサロン カルロス ヘアーサロンカルロス ヘアーサロン ９月１５日 

１Ｆ サンマルクカフェ サンマルクカフェ カフェ ７月２１日 

１Ｆ 生鮮食品館 富士ガーデン セイセンショクヒンカン フジガーデン 生鮮食品 ６月２２日 

１Ｆ こととや by HOME COMING コトトヤ バイホームカミング 菓子・食品・グロッサリー ９月１５日 

２Ｆ Francfranc フランフラン インテリア・生活雑貨 ９月１５日 

２Ｆ DHC 直営店 ディーエイチシーチョクエイテン 化粧品・健康食品 ９月１５日 

２Ｆ NCL/ナチュラル・コンフォート・ライフ ナチュラル・コンフォート・ライフ インテリア・家具・雑貨・ガーデン  ９月１５日 

２Ｆ Cloccal クロッカル 時計・時計修理 ９月１５日 

２Ｆ （仮称）on the day オンザデイ メンズ・レディス ９月１５日 

２Ｆ semantic design セマンティックデザイン メンズ ９月１５日 

２Ｆ SmaPla スマプラ スマホアクセサリー・iPhone 修理 ７月２７日 

２Ｆ EAST RIVER CREW イーストリバークルー メンズ・レディス・生活雑貨 ９月１５日 

２Ｆ Do CLASSE ドゥクラッセ メンズ・レディス・雑貨 ９月１５日 

３Ｆ 二八蕎麦 久右衛門 ニハチソバ キュウエモン 蕎麦 ７月１４日 

３Ｆ 肉問屋 肉まる商店 ニクドンヤ ニクマルショウテン カルビ丼・肉吸い ７月１４日 

３Ｆ 豚屋とん一 ブタヤトンイチ かつ丼・とんテキ ７月１４日 

３Ｆ ファーストキッチン･ウェンディーズ ファーストキッチン･ウェンディーズ ハンバーガー ７月１４日 

３Ｆ POTA PASTA ポタパスタ パスタ ７月１４日 

３Ｆ 越後秘蔵麺 無尽蔵 エチゴヒゾウメン ムジンゾウ ラーメン・餃子 ７月１４日 

３Ｆ はなまるうどん ハナマルウドン うどん ７月１４日 

３Ｆ スタジオアリス スタジオアリス 写真スタジオ ９月１５日 

３Ｆ PILLOW STAND ピロースタンド オーダーメイド枕・寝具 ９月１５日 

５Ｆ おひさまクリニックセンター北 オヒサマクリニックセンターキタ クリニック １０月１日 

５Ｆ ラケル ラケル オムライス ９月１５日 

５Ｆ カレーうどん千吉 カレーウドンセンキチ カレーうどん ９月１５日 

５Ｆ BUSHWICK BAKERY & GRILL ブッシュウィックベーカリーアンドグ

リル 

ベーカリーレストラン ９月１５日 

５Ｆ 串揚げビュッフェ楽膳 クシアゲビュッフェラクゼン 串揚げビュッフェ ９月１５日 

５Ｆ 神戸元町ドリア コウベモトマチドリア ドリア専門店 ９月１５日 

  



 

 

 

（移転・改装：３８店舗） 

フロア 店舗名 フリガナ 業種・業態 オープン日 

Ｂ２Ｆ マーノクレアール マーノクレアール ホビー雑貨・手芸・生地 ６月２２日 

Ｂ２Ｆ プリーズ プリーズ リラクゼーション ７月１日 

Ｂ２Ｆ てもみん テモミン リラクゼーション ６月２２日 

Ｂ２Ｆ セイハ英語学院 セイハエイゴガクイン こども英会話教室 ７月１日 

Ｂ２Ｆ ファイテンショップ ファイテンショップ 健康サポート ６月１９日 

１Ｆ 白洋舎 ハクヨウシャ クリーニング ７月８日 

２Ｆ 無印良品 ムジルシリョウヒン 衣料雑貨・生活雑貨・食品 ９月１５日 

２Ｆ JTB ＰＴＳ ジェイティービーピーティーエス 旅行代理店 ６月９日 

２Ｆ H.I.S エイチアイエス 旅行代理店 ５月２６日 

２Ｆ パナシュール パナシュール アクセサリー・雑貨 ９月１５日 

２Ｆ PX-STORE ピーエックスストア 菓子・食品・グロッサリー・リカー ９月１５日 

２Ｆ マリークヮント マリークヮント 化粧品・雑貨 ９月１５日 

２Ｆ GLOBAL WORK グローバルワーク メンズ・レディス・キッズ・雑貨 ９月１５日 

２Ｆ ミュゼ・ド・ポゥ ミュゼ・ド・ポゥ 化粧品 ９月１４日 

２Ｆ arnold palmer timeless アーノルドパーマータイムレス メンズ・レディス・キッズ・雑貨 ９月１５日 

２Ｆ ユニクロ ユニクロ メンズ・レディス・キッズ・ベビー ９月１５日 

２Ｆ シャツプラザ シャツプラザ シャツ専門店 ７月７日 

２Ｆ CouCou クゥクゥ 生活雑貨 ３月３１日 

２Ｆ グランサックス グランサックス バッグ・アクセサリー ９月１５日 

２Ｆ レプシィム レプシィム レディス ９月１５日 

２Ｆ チュチュアンナ チュチュアンナ ソックス・インナーウェア ９月１５日 

３Ｆ 3can4on/grove サンカンシオン/グローブ ファミリー ７月１４日 

３Ｆ プラススパイス プラススパイス インドカレー・焼きたてナン  ７月１４日 

３Ｆ ペッパーランチ ペッパーランチ ステーキ・ハンバーグ ７月１４日 

３Ｆ リンガーハット リンガーハット 長崎ちゃんぽん ７月１４日 

３Ｆ ＫＥＹＵＣＡ ケユカ 家具・インテリア雑貨 ９月１５日 

３Ｆ アイシティ アイシティ コンタクトレンズ ９月１５日 

３Ｆ 吉祥寺菊屋 キチジョウジキクヤ 食器・キッチン雑貨 ９月１５日 

３Ｆ BARASA BARCO バラサバルコ キャラクター雑貨・文具 ９月１５日 

３Ｆ オンデーズ オンデーズ メガネ・サングラス ９月１５日 

３Ｆ チャイハネ チャイハネ エスニック雑貨・衣料雑貨・インテリア ９月１５日 

４Ｆ ノジマ ノジマ デジタル家電 ６月２９日 

４Ｆ ジーユー ジーユー メンズ・レディス・キッズ ９月１５日 

４Ｆ レゴ®スクール レゴスクール レゴ®教室 ５月９日 

４Ｆ SUIT SELECT スーツセレクト メンズ ７月２０日 

５Ｆ ほけんの窓口 ホケンノマドグチ 保険ショップ ６月２２日 

５Ｆ 旬菜食健 ひな野 シュンサイショッケン ヒナノ ビュッフェレストラン ６月１日 

６Ｆ ザ・サードプラネット ザ・サードプラネット ゲームセンター ９月１５日 

 


