
第１８－Ｇ３７号          ２０１９年１月３１日 

 

 

 

 

 

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：星野 晃司）と、株式会社小田急百貨店（本社：

東京都新宿区 社長：樋本 達夫）は、藤沢駅南口において大規模リニューアル中の新商業施設   

「ＯＤＡＫＹＵ 湘南 ＧＡＴＥ」の開業日を２０１９年３月２２日（金）とし、専門店ゾーンとし

て生まれ変わる２階から７階までに出店する新たな６０の専門店の概要を決定しました。 
 

専門店ゾーンはフロアごとに特色のある構成として、地域の方々の多様なニーズにお応えします。

江ノ電改札口と直結する２階は、湘南のエントランスに相応しいカフェやナチュラルコスメ、オー

ガニックスーパーを展開します。３階は「湘南ゲートキッチン」として気軽に通えるフードホール

を新設するほか、７階のレストランフロアは「湘南ゲートダイニング」として装いを一新するなど、

食を充実させます。そのほか、生活・趣味雑貨、各種サービスなどバラエティに富んだ店舗が出店

します。 

６階には２０１９年中に、藤沢市南市民図書館と市民ギャラリーが移転し、市民の文化交流の場

を提供する予定です。 
 

また、地下１階、１階の百貨店ゾーンは、「小田急百貨店ふじさわ」に名称を変更して、食料品と

化粧品・服飾品売場を展開します。店名は親しみのある平仮名で表記し、ロゴは波のグラデーショ

ンと文字の一部にカモメを配して、湘南・藤沢をイメージしました。商品ラインナップの充実とと

もに、２階、７階でライフスタイルを提案する企画や催事を開催するなどサービスを向上します。 
 

「ＯＤＡＫＹＵ 湘南 ＧＡＴＥ」は、小田急電鉄と小田急百貨店が連携し、百貨店の売場づくり

の強みと個性豊かな専門店を融合させた新たな商業施設です。 

湘南に愛着を持つ方の「My Favorite & 3rd.Place」をキーワードに、お気に入りのコトやモノが

見つかり、家族や友人などの大切な方と共有したくなる場所として、快適で気軽に通える施設を目

指します。 

 

 

 

 

  [施設名ロゴマーク]  

 

 

 

[外観（イメージ）]               [百貨店ゾーンロゴマーク] 

藤沢駅南口の新商業施設「ＯＤＡＫＹＵ 湘南 ＧＡＴＥ」 

２０１９年３月２２日（金）グランドオープン 

～生まれ変わった「小田急百貨店ふじさわ」と６０の専門店が日常を彩ります～ 



「ＯＤＡＫＹＵ 湘南 ＧＡＴＥ」の開業と、新たな６０の専門店の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 施設概要 

（１）名 称  「ＯＤＡＫＹＵ 湘南 ＧＡＴＥ」 （オダキュウ ショウナン ゲート） 

（２）開 業 日 時  ２０１９年３月２２日（金） １０時００分 

（３）所 在 地  神奈川県藤沢市南藤沢２１－１ 

（４）営 業 時 間  [専門店・小田急百貨店ふじさわ] １０時００分～２０時００分 

    [７階レストラン]        １１時００分～２２時００分 

[３階フードホール]       １１時００分～２２時３０分 

※一部店舗は営業時間が異なります。 

（５）店 舗 面 積  １２，６４１㎡ 

（６）コンセプト  「My Favorite & 3rd.Place」 

お気に入りのコトやモノが見つかり、大切な方と共有したくなる場所 

として、快適で気軽に通える施設 

（７）ターゲット  家族や友人と過ごす時間、自分の趣味と向き合う時間を大切にし、 

湘南で暮らすことに愛着を持つ方 

 

２ フロア構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 出店店舗トピックス 

  ※出店店舗は別紙の一覧表を参照ください。 

 

Ｂ１階 「地域のお客さまから支持される上質な食卓を提案するフロア」 

 

＜小田急百貨店ふじさわ 食料品売場＞ 

生鮮、惣菜、菓子、グロサリー、ベーカリーなど４５店舗が揃う、日常使いからハレの日まで

幅広いシーンでご利用いただける総合食品フロア。２０１８年１１月には『山のホテル（惣菜・

菓子・ベーカリー）』がオープン、本年２月には『鎌倉小川軒（レーズンウィッチ）』、       

『シーキューブ（洋菓子）』が新たにオープンします。従来のお客さまに加えて、新しいお客さま

にも親しみを感じていただける充実したラインナップに生まれ変わります。 

 

１階 「ビューティとファッションで上質な日常を提案するフロア」 

 

＜小田急百貨店ふじさわ 化粧品・服飾雑貨売場＞ 

資生堂やシャネル、ディオール、イヴ・サンローランなど国内外あわせて１４ブランドの化粧

品売場と、百貨店の特徴であるシーズンや歳時記にあわせた、婦人靴・ハンドバッグ・アクセサ

リー・服飾雑貨を提案する服飾雑貨売場で構成します。また、ニューヨーク発のモダンラグジュ

アリーブランド『コーチ』が新たにオープンし、地域のお客さまのさらなるニーズに応えます。 

 

２階 「湘南ライフスタイルを体感できるグランドフロア」 

 

＜エントランスカフェゾーン＞ 

『ディーン＆デルーカ カフェ』 

一杯一杯丁寧に入れたコーヒーや、旬を楽しむドリンクなど 

食のセレクトショップ「DEAN & DELUCA」が展開するカフェ。 

日常を少し特別にする、心地よい空間を提供します。 

 

『アフタヌーンティー・ティールーム』 

おいしい紅茶をまんなかに、スイーツやパスタを囲んで。 

午後のお茶の時間を演出する、ゆったりとした空間と、 

きめ細かなサービス。日常のなかに心地よい刺激をもたらします。 

  

＜オーガニックフード＞ 

『Ｂｉｏ ｃ＇Ｂｏｎ(ビオセボン)』 

パリ発のオーガニックスーパー。パリで人気の商品や日本全国から 

厳選した商品など、オーガニックの品揃えは日本随一。ワイン、チーズ、 

野菜など日常的な食品だけではなく、コスメや日用品も取り揃えます。 



＜ナチュラルコスメ＞ 

『ロクシタン』 

厳選された植物素材を使用したフレグランスやスキンケア 

製品などを通じて、南仏プロヴァンスの暮らしを提案する 

ライフスタイルコスメティックブランドです。 

 

 『ＰＲＩＭＡＬ ＣＯＬＯＲ（プライマルカラー）』 

神奈川初出店の国産オーガニックブランド「ＯＳＡＪＩ」や 

｢ニールズヤード レメディーズ｣、｢ジョンマスターオーガニック｣ 

等の国内外のオーガニックコスメブランドをセレクトします。 

 

＜イベントスペース「きらっとプラス」＞ 

小田急百貨店の企画力を活かし、地元で人気の店舗や湘南らしい暮らしを彩るモノなど、ファ

ッションや雑貨、食品等を期間限定で紹介します。 

初回は、湘南らしさを感じられるアートやこだわりの品を取り揃えたセレクトショップ

『GREENROOM  GALLERY』や、ライフスタイルを追求したい素敵な大人のための、ウェア、雑貨を

扱う『ginger and sprout』が出店します。 

 

＜湘南セレクトハウス＞ 

西海岸のリラックスなテイストに少し都会的なセンスを加味し、湘南に暮らす方にマッチする

スタイルを提案するゾーン。西海岸（ＬＡ）発のアパレル「CAL.Berries」と東海岸（ＮＹ）発の

バッグ「ＭＥＬＯ」を提案する新業態の『Evergreen store』と、藤沢出身のデザイナーが手掛け

るブランドで、初の常設店舗となる『ｋａｐｕｗａ』、ナチュラルテイストな服や雑貨を提案する 

『Shower Party』の３店舗で構成します。 

 

 

 

 

 

３階 「食とファッション ワンランク上の日常があるフロア」 

 

＜フードホール「湘南ゲートキッチン」＞ 

 海辺のナチュラルな空間をイメージし、よりカジュアルに食を楽しめる  

エンターテイメント性を備えたフードホールを新設します。食を通じた 

新しいコミュニケーションの場として、地元で支持されている店舗を中心 

に全６店舗が揃っており、地域のお客さまの“行きつけの場”を創造します。 

 ランチ・カフェ・ディナー、それぞれのシーンにあわせてご利用いただけ 

ます。 



『湘南 Ｇｒｉｌｌ Ｓｔｙｌｅ』 

地元の精肉専門店「タカギフーズ」による初の飲食店。 

地産地消にこだわったメニューを中心に、専門店ならではの品質に 

こだわった肉料理とお酒が堪能できる肉バルです。 

 

『ＪＰＡＳＴＡ』 

 藤沢が創業の地であるスパゲティ専門店。ライブ感溢れる調理場 

から、一度食べたら忘れられないオリジナルスパゲティを提供します。 

 

 

４階 「湘南の暮らしをコトとモノでサポートするフロア」 

 

＜ビューティゾーン＞ 

美容サービスやリラクゼーション、コスメなどの店舗が集まっているゾーンで、美に関する多

様なニーズに応えます。 

女性専用・パーソナルの加圧サロン『加圧 ＢＥＡＵＴＹ ＴＥＲＲＡＣＥ』をはじめ、リフレ

クソロジー・ボティケアの『ラフィネ』、ネイルサロン『ファストネイル』、まつ毛エクステ・    

カール専門店『Ｂ☆ＳＴＥＬＬＡ』、コスメのセレクトショップ『ピュマージ』が出店します。 

 

『加圧 ＢＥＡＵＴＹ ＴＥＲＲＡＣＥ』 

加圧トレーニングと最先端エクササイズや話題の美容施術を 

コラボレーションさせ、身体の内側からの本質的な美をサポート。 

空中ピラティス「シルクサスペンション」や「筋膜リリース」等、 

話題の施術も幅広く取り揃えています。 

 

５階 「自分や家族のお気に入りが発見できるフロア」 

 

『ユザワヤ』 

「安くて豊富な品揃え」をモットーに、国内外の有名ブランド 

メーカーの商品から自社直輸入の商品など、品質が良くお買い得 

価格の品物を取り揃える手芸専門店です。 

 

『エイチ・アイ・エス』 

「いい旅をもっと身近に」。 

海外航空券・海外・国内ツアーなど多数取り揃え、充実した 

ご旅行を提供します。 

 

 



 

６階 「人と人をつなぐ開かれたコミュニティフロア」 

 

＜藤沢市南市民図書館、市民ギャラリー＞ 

藤沢市南市民図書館と市民ギャラリーが同フロアに移転し、市民の方に開かれた生涯学習や文

化交流の新たな拠点が誕生します。南市民図書館については、藤沢駅前の立地で通勤通学途中に

も気軽に利用しやすくなるとともに、返却ポストを設けるなど、利便性の向上を図ります。 

 

７階 「バラエティ豊かな食とサービスを提供するフロア」 

 

＜レストラン「湘南ゲートダイニング」＞ 

 従来のレストラン街「味彩小路」が、新たに生まれ変わります。 

大切な人と過ごす、豊かな食事を楽しめるダイニング・レストラン 

として日常だけでなくハレの日にもご利用いただける幅広いメニュー 

をご用意します。今回、新しく『牛兵衛 草庵（焼肉）』が加わり、より 

賑やかなレストランゾーンとなります。 

 

＜イベントスクエア＞ 

発見する楽しみとワクワクする気持ちを与えられるような、地元のクリエーターによるワーク

ショップやイベント、物販など幅広く展開します。また、今まで地域のお客さまよりご支持をい

ただいていた「お中元・お歳暮ギフトコーナー」も引き続き設けます。 

初回は、湘南・鎌倉を中心にハンドメイドマーケットやワークショップを開催する『Beach Party』

が出店し、期間中日替わりで楽しいワークショップを開催します。 

 

＜住まいの相談窓口＞ 

『湘南 小田急 住まいのプラザ』 

 住まいと暮らしの何でも相談窓口。生前整理、遺言、相続など 

専門家の無料相談デスクを開設します。また、地域団体と連携した 

イベントを実施するほか、店内にコワーキングスペースを設け、 

日常的にご利用いただける空間を提供します。 

 

以 上 

 



フロア 店名 業種 社名 備考

1 ディーン＆デルーカ カフェ カフェ ㈱ディーンアンドデルーカカフェジャパン

2 Bio c'Bon（ビオセボン） オーガニックスーパー ビオセボン・ジャポン㈱

3 JET レディス ㈱フィールズインターナショナル

4 Evergreen store ファッション雑貨 ㈱マルショウエンドウ

5 kapuwa レディス パリワール㈱

6 Shower　Party レディス ㈱シャワーパーティー

7 ロクシタン コスメ ロクシタンジャポン㈱

8 アフタヌーンティー・ティールーム カフェ ㈱サザビーリーグ

9 PRIMAL COLOR コスメ 日東電化工業㈱

10 マルシェドブルーエプリュス 生活雑貨 ブルーブルーエジャパン㈱

11 PALMS アクセサリー ㈲コベント・ガーデン

12 ラシット バッグ ㈱パルグループホールディングス

13 福満園 中華 ㈲聖商事

14 茅ヶ崎　海ぶね 和食 かもんフードサービス㈱

15 李家ＰＥＧＯＰＡ 韓国料理 リーズダイニング㈱

16 清勝丸 ラーメン ㈲リアルプライド

17 JPＡＳＴＡ イタリアン ㈲ジェイパスタ

18 湘南 Grill Style 肉バル ㈱タカギホールディングス

19 石見銀山　群言堂 ファッション雑貨 ㈱石見銀山生活文化研究所

20 B-Ｔｈｒｅｅ レディス・メンズ ㈱バリュープランニング

21 ワコール インナーウェアー ㈱ワコール

22 マックレガー レディス・メンズ 双日インフィニティ㈱

23 レリアン レディス ㈱レリアン

24 スマートピンク レディス ㈱フィールズインターナショナル

25 ジュエリーツツミ アクセサリー ㈱ツツミ

26 ドゥクラッセ レディス・メンズ ㈱ＤｏＣＬＡＳＳＥ　ｔｈｅ　Ｓｔｏｒｅ

27 Piu e Piu レディス マツオインターナショナル㈱

28 23区 レディス ㈱オンワード樫山

29 リフレクト レディス ㈱フィールズインターナショナル

30 スタンドオン レディス・メンズ ㈱スポーツマリオ

31 DAISO 100円ショップ ㈱大創産業

32 ラフィネ リラクゼーション ㈱ボディワーク

33 加圧 ＢＥＡＵＴＹ ＴＥＲＲＡＣＥ 加圧・美容 ㈱ジェイファムコーポレーション

34 ピュマージ コスメ ㈱ピュマージ

35 B☆STELLA まつ毛エクステ ㈱Ｂｉａｎｃａ　ＳＴＥＬＬＡ

36 ファストネイル ネイル ㈱コンヴァノ

37 カーペットサロン　ジャハン 生活雑貨 千代田ラグス㈱

38 西川ショップ 寝具 西川産業㈱

39 東京ますいわ屋 呉服 ㈱東京ますいわ屋

40 share with kurihara harumi 生活雑貨 ㈱ゆとりの空間

41 OWNDAYS メガネ ㈱オンデーズ

42 ホットマン 生活雑貨 ホットマン㈱

43 cococi　プラス 生活雑貨 小原㈱

44 ユザワヤ 手芸 ユザワヤ商事㈱

45 KENJE ヘアサロン ㈱ケンジ

46 なんぼや 買取サービス ㈱ＳＯＵ

47 白洋舎 クリーニング ㈱白洋舎

48 おしゃれ工房 リフォーム ㈱おしゃれ工房

49 エイチ・アイ・エス トラベル ㈱エイチ・アイ・エス

50 はせがわ 仏壇・仏具 ㈱はせがわ

51 GA-ON 生活雑貨 ㈱タカラトレーディング

52 サムソナイト バッグ サムソナイト・ジャパン㈱

53 保険クリニック 保険サービス ㈱アイリックコーポレーション

54 メガネ・ニキョー メガネ ㈱二橋

55 MOVE 時計 シチズンリテイルプラニング㈱

56 ACE  BAGS & LUGGAGE バッグ エース㈱

57 京橋千疋屋　フルーツパーラー カフェ ㈱京橋千疋屋 既存店

58 ６階 藤沢市南市民図書館/市民ギャラリー 図書館・ギャラリー 藤沢市 2019年夏以降開館

59 湘南 小田急 住まいのプラザ 住宅サービス 小田急不動産㈱

60 うえだ歯科 歯科 医療法人社団開成会

61 牛兵衛　草庵 焼肉 ロイヤル商事㈱

62 つきじ宮川本廛 うなぎ ㈱新宮川 既存店

63 天㐂代 天ぷら 旭鮨總本店㈱ 既存店

64 下高井戸　旭鮨総本店 鮨 旭鮨總本店㈱ 既存店

65 どんぶり菜時記　いろはな 和食 ㈱さき亭 既存店

66 レストラン　ヒデ　ダイニング 洋食 ㈲ヒデダイニング 既存店

４階

５階

７階

２階

３階

別紙 

店舗一覧表  

 


