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<添付資料 2> 

「豊洲ベイサイドクロスタワー」 商業ゾーン ショップリスト 

飲食 

フ 

ロ 

ア 

店名 ヨミガナ 業態 概要 

B1F 

 

RF1 アールエフワン 惣菜 

自分らしくスマートに生きる都市生活者に向けて、健

康的な食生活をサポートする SOZAIショップ。新鮮な

野菜を使った豊富なメニューで、ランチタイムを中心

に、様々なライフスタイルにフィットする食事のご提案

をいたします。 

おぼん de ごはん オボンデゴハン 定食＆CAFE 

15種類から選べる手作り定食メニューは小鉢やサラ

ダもついてバランスも良く、体も心も元気にしてくれま

す。 

だし茶漬け えん 
ダシチャヅケ 

エン 
お茶漬け 

和食屋の本格的な味を気軽に楽しめる「だし茶漬け」

をお届けします。お弁当やお惣菜のテイクアウトもあ

り。 

コムフォー コムフォー フォー 

エスニックを気軽に、ヘルシーに、をコンセプトにした

「COMPHO」。日本初のフォー専門店として、誕生して

約２０年。お米屋さんからスタートした私たちは、日本

のお米で麺をつくり、産地にこだわった国産野菜を使

い、安心なあたたかい食事を提供致します。 

サンルヴァン サンルヴァン ベーカリー 

天然発酵種 Levain を使用した製品に加え、低温長

時間発酵製法を取入れ、小麦本来の味わいと食感

にこだわった風味豊かな製品を上質かつ親しみのあ

る雰囲気でご提供します。国産小麦を使用した食パ

ン等、素材や製法にこだわった本物志向の製品を多

数ご用意しております。 

Soup Stock Tokyo 
スープストック 

トーキョー 
スープ専門店 

全国で 69店舗を展開する「食べるスープの専門店」

です。旬の素材が持つ自然な味わいをお楽しみいた

だくために、化学調味料などに頼らずにさまざまなス

ープやカレー、デザートをご用意しています。 

スターバックス コーヒー 
スターバックス 

コーヒー 

スペシャルティ

コーヒーストア 

アメリカ シアトル生れのスペシャルティ 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やペストリ

ー、サンドイッチをお楽しみいただけます。 

成城石井 セイジョウイシイ 
スーパー 

マーケット 

「世界の食品を世界の街角の価格で」をコンセプトに、

バイヤーが国内はもとより世界中から厳選した“おいし

いもの”を豊富に取り揃えております。 

鳥開総本家 
トリカイ 

ソウホンケ 
鶏料理 

名古屋コーチン手羽先唐揚、親子丼、焼鳥や名古

屋飯など素材にこだわった鶏料理専門店。全国丼グ

ランプリ 5年連続で金賞、からあげグランプリ手羽先

部門 3年連続最高金賞など、人気のお店です。 

ファミマ！！ ファミマ 
コンビニエンス 

ストア 

ファミマ!!は、ちょっとした心の楽しさを感じていただけ

る商品や、落ち着いて買い物ができる環境、心地よさ

とスピーディーさを兼ね備えたサービスなど、お客さま

のライフスタイルに合わせた店づくりで、日々の生活に

楽しさをご提供いたします。 

麺や一途 導(shirube) 
メンヤイチズ 

シルベ 
ラーメン 

フランス料理の名店「マキシム・ド・パリ」にて 10年間

学び、「目黒雅叙園」西洋料理部門の統括料理長を

務めた仲田一途氏がシェフをつとめるラーメン店が豊

洲に登場。 

RINGO リンゴ アップルパイ 

年間約 600万個を販売する焼きたてカスタードアッ

プルパイ専門店です。商品の「焼きたてカスタードアッ

プルパイ」は、144 層に重なったパイ生地のサクサク

食感と、たっぷりと入ったカスタードクリームが特徴で、

サクサクした食感と優しい味わいをお楽しみいただけ

ます。 
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1F 

 

ALOHA TABLE アロハテーブル 
ハワイアン 

レストラン 

ワイキキに本店を構えアイランド・カルチャー、ライフス

タイルを提案するハワイアンカフェ＆ダイナー。おしゃ

れな空間で本格的なハワイのローカルフードが楽し

め、デートや仲間との飲み会など幅広いシーンにも対

応可能です。 

豊洲場外食堂 

魚金 

トヨスジョウガイ 

ショクドウ 

ウオキン 

海鮮食堂 

豊洲で働く・暮らす人の為に美味しいお魚料理を中

心とした食堂をつくりました。豊洲市場から仕入れた

新鮮な食材で、ご飯に良し一杯飲むのも良しの使い

勝手のいい食堂を目指します。ご来店をお待ちしてお

ります。 

WE ARE THE FARM 
ウィーアー 

ザファーム 

オーガニック 

レストラン 

旬の「固定種」野菜を使ったオーガニックレストラン。

自社農場直送の採れたて野菜をふんだんに使った

料理をはじめ、オーガニックビールやワイン、野菜カク

テルなどもご用意しております。ほんとうの旬野菜のお

いしさを提供させてください。 

エクラデジュール エクラデジュール パティスリー 

2014年に地元の江東区でオープンした本格パティ

スリー。店名の「エクラデジュール」はフランス語で「き

らめく日々」を意味する造語。みずみずしいジューシ

ーなケーキや、贈答用に使える日持ちのする焼き菓

子も充実。 

代官山炭火焼肉 

猿楽 

ダイカンヤマ 

スミビヤキニク 

サルガク 

焼肉 

代官山で人気の焼肉店。独自のルートで仕入れる鮮

度抜群なホルモンと、ヘルシーで旨味の強い赤身中

心の焼肉を、元ホルモン専門店として培ってきた技

術で丁寧に仕込み、極上の食感と味で提供します。 

酒場シナトラ 
サカバ 

シナトラ 

割烹/ 

酒場 

懐かしさと暖かみを感じる空間で、親子三世代に愛さ

れる、クラシック&モダンな”酒場"。旬の鮮魚・野菜・

肉など素材を活かした和食が、果実を用いたサワー、

唎酒師厳選の日本酒、豊富な焼酎などと共に味わえ

ます。 

SCHMATZ 

Beer Dining 

シュマッツ・ 

ビア・ダイニング 

ドイツビア 

レストラン 

ドイツの伝統製法で造るオリジナルビールとドイツ料理

を気軽に楽しめるビアレストラン。日常の食文化にドイ

ツ料理を…という想いで若いドイツ人オーナーが展開

する専門店。本格的なソーセージはもちろんのこと、

枝豆などの和食材を使ったおつまみなど、ビールとの

ペアリングが楽しい料理のラインナップが人気。 

中国火鍋専門店 

小肥羊 

チュウゴク 

ヒナベセンモンテン 

シャオフェイヤン 

中国火鍋 

中国最大級の火鍋専門店。数十種類の漢方食材を

使い、「鍋師」だけに調合が許された門外不出、秘伝

の火鍋スープと、絶品のラム肉や海鮮などを合わせ

た、本場中国の「本格火鍋」をお楽しみください。 

Trattoria CarneSio 
トラットリア 

カルネジーオ 

カジュアル 

イタリアン& 

トラットリア 

看板メニューは肉厚でジューシーなローストビーフ。そ

して豊洲市場という立地を活かした新鮮な魚介の前

菜メニューの数々と、食材の旨さを活かした王道パス

タ。普段使いから特別な日までご利用いただけるお店

です。 

100本のスプーン 
ヒャッポンノ 

スプーン 

ファミリー 

レストラン 

「コドモがオトナに憧れて、オトナがコドモゴコロを思い

出す。」をコンセプトにしたファミリーレストランです。コド

モもオトナも心を躍らせるようなメニュー、サービス、

空間をご提供します。 

Royal Garden Cafe 
ロイヤルガーデン 

カフェ 

カフェ＆ 

タバーン 

レストラン 

ランチはオフィスユーザーからファミリーまで幅広くご

利用いただけるカフェレストラン、ディナーは気軽にフ

ードとお酒が楽しめる新しい「豊洲の酒場」”TOYOSU 

TAVERN”です。 

発酵食とワイン 

ふさみ食堂 

ハッコウショクト 

ワイン 

フサミショクドウ 

ワインバル 

発酵食とワインの相性を徹底的に追求したワインバ

ル。昭和 35年まで大阪の下町で営んでいた伝説の

食堂「ふさみ食堂」を再現。発酵食を基本に、おばん

ざいのお弁当・ランチはもちろん、夜はシニアソムリエ

が厳選した 100種類のワインと発酵食をご提供いた

します。 
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物販・サービス 

 
  

フロ

ア 
店名 ヨミガナ 業態 概要 

B1F 

 

整体×骨盤 

カラダファクトリー 

セイタイ×コツバン 

カラダファクトリー 
サービス 

カラダファクトリーは、整体と骨盤調整を中心としたボ

ディメンテナンスサロンです。国内外 300 店舗以上を

展開し、これまで 1,300 万人のお客様に施術を施し

て参りました。また女子レスリング日本代表のアスリー

トのサポートを行うことで「本物の技術」に日々磨きを

かけつつ、オープンで身近な整体サロンを目指してい

ます。 

ウエルシア ウエルシア 

医薬品・ 

化粧品・ 

生活雑貨 

すべてのお客さまの豊かな社会生活と健康な暮らし

をサポートするドラッグストアです。医薬品はもちろん、

化粧品や生活雑貨まで幅広く品揃えをしています。

あなたの健康や美に関すること、お気軽にご相談くだ

さい。 

2F 

有隣堂 ユウリンドウ 
文化用品･ 

雑貨 

オフィスワーカーや豊洲を訪れるファミリー層の関心

に合わせてセレクトした書籍や雑貨が並びます。カフ

ェも併設し、多様なお客さまがリラックスできるサード

プレイスを提供します。 

ホットヨガスタジオ 

LAVA  

豊洲ベイサイドクロス店 

ホットヨガスタジオラバ 

トヨスベイサイドクロステ

ン 

サービス 

日本最大規模のホットヨガスタジオ LAVA。全国 420

店舗以上（※1）を展開し、体験者数は 150 万人（※

2）を突破。80％以上が未経験からスタート！確かな

実力と親しみやすさを兼ね備えたインストラクターのサ

ポートで幅広い世代から支持されています。 

※1. 2019年 11月時点 ※2. 2018年 1月時点 

3F 

キッズスクウェア 

豊洲ベイサイドクロス 

キッズスクウェア 

トヨスベイサイドクロス 
保育所 

安心と安全、そして万全のセキュリティに配慮した保

育所”キッズスクウェア”です。3 大アレルギーを除去

した「なかよし給食」や、やわらかい素材の室内を用

意し、明るい空間と楽しい時間をお約束します。 

森のキッズ e クラブ 
モリノキッズ 

イークラブ 

こどもカルチャ

ースクール 

森のキッズ eクラブは、お子さまの習い事ランキングで

上位にはいる「こども英会話」「そろばん教室」「プログ

ラミング教室」が学べる総合教育カルチャー施設で

す。是非教室までお越しください。皆さまのご来店お

待ちしております。 

ノジマ ノジマ 家庭用品 

デジタル家電専門店ノジマは「一番」早く、「一番」親

切に、「一番」分かりやすく、お客様に便利さ・快適さ・

楽しさをお届けします。地域 No.1 に挑戦した安心な

価格とサービスでお出迎えいたします！ワクワクする

豊富な品ぞろえで、お客様の立場に立ったコンサル

ティングセールスを心掛け、お客様満足度 No.1 に挑

戦します！メーカーにこだわらず、ノジマのスタッフが

お客様にぴったりの製品をご案内させていただきま

す。 

4F 

（仮称）豊洲メディカル 

タウン 

⚫ （仮称）タムスファミリー

クリニック【内科・整形

外科・リハビリテーション

科・小児科】 

⚫ （仮称）豊洲こころのクリ

ニック【心療内科】 

⚫ （仮称）豊洲ベイシティ

クリニック【耳鼻咽喉

科】 

⚫ 調剤薬局（名称未定） 

トヨス 

メディカルタウン 

クリニック、 

薬局 

豊洲メディカルタウンでは、内科・整形外科・リハビリテ

ーション科・小児科・耳鼻咽喉科・心療内科の各クリ

ニックにより、地域の皆様のニーズにお応えした良質

な医療を提供いたします。あわせて、精度の高い信

頼できる検査、画像診断などの各種検査も実施しま

す。 

SPBS TOYOSU エスピービーエス トヨス 
ブック 

ラウンジ 

ライブラリー、カフェ、ワーキングスペース、社会人ス

クールが合体したブックラウンジ。雑貨や書籍の販売

に加え、どなたでも参加できるワークショップやお客さ

ま同士の交流イベントも定期的に開催。人と人、人と

知性の出会いをサポートします。 


