
２００７年１０月２５日 

 

 

２００７年１２月１６日（日）、JR 三鷹駅に 

エキナカ商業空間「Dila（ディラ）三鷹」（Ⅰ期）が開業します。 

 

 

 

 

 

 

１．「Dila（ディラ）三鷹」概要 

（１） 全体概要 

○ 店舗面積        約 １，３８０ ㎡ 

○ 店舗数             約 ２５ 店舗  （既存店舗改修含む） 

○ 開業スケジュール Ⅰ期  ２００７年１２月１６日 （新設人工地盤部  １５店舗） 

Ⅱ期  ２００８年 ３月    （新設人工地盤部    ４店舗） 

Ⅲ期  時期未定       （既存コンコース部   ６店舗（予定）） 

○ 開発コンセプト    

 『三鷹上水回廊～毎日すてき・思わず立ち寄りたくなる駅のオアシス空間』をコンセプトに、

お客さまが都会の喧騒を忘れ、ほっとできるような空間づくりをめざします。 

 閑静で緑豊かな自然が数多く残る街「三鷹」のイメージをそのままに、気取らず、自分らしく、

自然体でいられるナチュラルなライフスタイルを提案します。 

○ 開発会社     東日本旅客鉄道株式会社 

○ 運営会社     東京圏駅ビル開発株式会社 

○ 売上想定     年間約２４億円（全体開業時） 

 

（２） 出店店舗概要（Ⅰ期・Ⅱ期） 

 

○「上質＆ベーシック」「ナチュラル」「オリジナリティ」をキーワードに、新ブランド２店舗、エ      

キナカ初出店１０店舗を含む魅力ある店舗を展開します。（※別紙１・２参照） 

 

【主なショップ】 

 QUEEN’S  I  MITAKA（エキナカ初出店）  

   高品質スーパーとして高い支持を得ている「QUEEN’S ISETAN」が、こだわりをぎゅっと凝縮したコン

パクトバージョンでエキナカ初登場。オリジナルの惣菜・弁当をはじめ、通勤通学で三鷹駅をご利用さ

れるお客さまの食のシーンに合わせた様々な食材をご提供します。安全・安心・美味しさはもちろん

のこと、少量サイズなどのこだわりで、お客さまの毎日の食生活をサポートします。 

JR 三鷹駅では、２１世紀のあたらしい駅づくり「ステーションルネッサンス」の一環として、人工地盤

を設置し、駅改札内コンコースを拡充するとともに、バリアフリー設備の整備など、快適で使いやすい

駅空間づくりをすすめています。 

これに合わせて開発を進めてきたあらたなエキナカ商業空間「Ｄｉｌａ（ディラ）三鷹」が２００７年１２月

１６日（日）にⅠ期開業します。「上質＆ベーシック」「ナチュラル」「オリジナリティ」をキーワードに、魅

力あふれる店舗を展開し、お客さまがほっとでき、毎日思わず立ち寄りたくなるような空間づくりを目

指します。 



 マフィナリーズ（新ブランド）   

こだわりにあふれた南青山の小さなスイーツショップ「A．R．I 」のレシピによるマフィンの専門店。

店内厨房で粉から焼き上げられるマフィンは、テイクアウトでもイートインでもお楽しみいただけます。

野菜やチーズを焼きこんだ「食事系」マフィンなど、マフィンの新たな可能性をお客さまに提案します。 

 グロッサリーコート セルフィユ（エキナカ初出店） 

「日常の中の非日常」をコンセプトとし、瓶詰・茶葉・ドライフルーツを中心としたオリジナルグロッサ

リーおよび雑貨類を扱う軽井沢発の人気店がエキナカに初登場します。「毎日、自分にギフト」をキー

ワードに、上質さと遊び心のある商品が常時４００アイテム以上揃います。 

 広東炒飯店（エキナカ初出店） 

新鮮な食材の入ったアツアツの石釜がサーブされ、テーブルで仕上げる新感覚の石焼き炒飯店。

和風・洋風・アジアン・あんかけ・リゾット風など、多彩なアレンジが楽しめます。 

 Monthly Zakka（ワゴン催事コーナー） 

    ４F エスカレーター脇に、月替りで替わる雑貨のワゴンが登場。「雑貨のテーマパーク」をコンセプト

に、話題のお店や、中央線沿線のお店から集めたステーショナリー、アクセサリー、ケアグッズなど

の生活雑貨を、シーズンやイベントに合わせて月替わりで展開していきます。これから注目のアイテ

ムも展開し、「サプライズ」「旬」「こだわり」をお客様にお届けします。 

 

（３）環境デザインについて 

 

○ 三鷹駅周辺にあふれる緑と木々のぬくもり、玉川上水のせせらぎをイメージした環境デザイ

ンにこだわりました。（※別紙３参照） 

 

 コンコース階から上層階につながるエスカレーター周りの吹き抜け（イメージパース１） 

大胆な吹き抜けが明るさと開放感を創出し、木漏れ日あふれる中庭をイメージさせます。 

 シンボル柱（イメージパース１） 

フロア中央に、玉川上水をイメージさせるガラスモザイクの柱を配置しました。 

 「くつろぎ」と「癒し」を提供するグリーン（イメージパース１・３） 

共用部分および各店舗内にグリーンをふんだんに配置し、お客さまがほっとくつろげる雰囲気を演出

します。 

 

２． 駅改良工事概要 

○ 既存改札内コンコースの東京方面に人工地盤を新設し、改札内コンコースを拡充すると 

ともに、各ホームにエレベーター各1 基（合計3 基）、エスカレーター各2 基（合計6 基） 

を設置して、バリアフリー設備を整備します。 

※緩行ホーム東京方エスカレーターを除き 2007 年3 月30 日より使用開始済 

 

○ 地域の皆さまに親しまれる駅を目指して、既存コンコースの美化工事を順次進め、新規人工

地盤部分とあわせて、明るく開放感のある空間を創出します。また駅案内サインの整備等を

行い、お客様にとってよりわかりやすく、使いやすい駅づくりを行います。 

 

 

 



別紙１

エキナカ
初出店

新
ブランド

区画
番号

店舗名 会社名 業種業態 紹介文 開業日

1 ＲＦ１ 株式会社ロック・フィールド 洋惣菜

鮮度を大切に、健康と安全にこだわった惣菜のトータルブランド。色とりどりのサラダや
シーフードのフライ等、デパ地下を中心に、絶大な支持を得ている人気店です。量り売り
スタイルのほか、パック売りの商品も取り揃え、時間のないエキナカのお客さまのニー
ズに対応します。

Ⅱ期（08.3月）

2 おこわ米八 株式会社米八東日本 おこわ・弁当
上級のもち米と厳選された季節の具材を使った蒸したての創作おこわと、こだわりお

かずのお弁当が大人気のおこわ専門店。炊きたてのほかほかはもちろん、冷めてもお
いしくいただける、こだわりの製法でていねいに炊き上げています。

Ⅱ期（08.3月）

● 3 チキンファームデリ 株式会社オールドリバー 鶏惣菜
主に20～40代の働く女性やニューファミリーをターゲットとした洋風鶏惣菜のお店。生産
から販売までグループ一貫体制により、飼料にヨモギなと天然ハーブを配合した「木曾
美水鶏」を使用し、安心・安全、健康にも配慮した商品を提供します。

Ⅱ期（08.3月）

4 千代田鮨 株式会社ちよだ鮨 寿司
築地、江戸前すし。鮮度と旨さにこだわったテイクアウトすし専門店です。季節に応じた
新鮮素材を盛り込んだ江戸前すしを、彩り豊かにお届けします。

Ⅱ期（08.3月）

● 5 シェ・リュイ 株式会社日本ガストロノミー研究所 洋菓子
代官山のおしゃれな人気店がエキナカ初登場。プティガトー（小ぶりの生ケーキ）をメイ
ンに、ホールケーキ、パイ菓子から、人気のバラエティ豊かなカレーパンまで、幅広い品
揃えでお客さまをお迎えします。

Ⅰ期（07.12.16）

● 6 ラトリエ　クルール　36 株式会社麦の穂 洋菓子
チーズケーキを中心とした定番商品と、季節でしか味わえない素材を折込んだ、36種類
のスティックタイプスイーツのお店です。色とりどりでバラエティーに富んだスティックケー
キがショーケースに並ぶ様は、まるでジュエリーショップのような美しさです。

Ⅰ期（07.12.16）

7 マンスリースイーツ 株式会社JR東日本リテールネット  月替りスィーツ
「街のスイーツアンテナショップ」をコンセプトに、人気スイーツ店を月替りで２店舗ずつ
紹介します。市中で話題の人気店や、地元中央線沿線の小さなパティスリー、季節やイ
ベントに応じた商品をバランスよく展開し、お客さまを飽きさせません。

Ⅰ期（07.12.16）

● ● 8 おむすび処　えんむすび 株式会社日本レストランエンタプライズ おにぎり・惣菜
店内厨房で握りたてのおにぎりが自慢の専門店。定番商品に加え、季節の素材を使っ
たこだわりのおにぎりが常時15種類以上そろいます。

Ⅰ期（07.12.16）

9 Dila　KIOSK 株式会社JR東日本リテールネット 物販
駅の売店としてお馴染みの「キオスク」が、より機能的で、よりスタイリッシュな店舗形体
でお客さまをお迎え致します。

Ⅰ期（07.12.16）

10 ミニワン・松蔵 株式会社ドンク  ミニベーカリー
デパ地下などで大行列のミニクロワッサンの店「ミニワン」と、スイートポテト専門店「松
蔵」の2店舗を1箇所で展開。焼きたてをグラム単位で買えるミニクロワッサンは、常時４
～５アイテムが揃います。ご自分やご家族のお土産にもぴったりです。

Ⅰ期（07.12.16）

● 11 QUEENS I MITAKA 株式会社クイーンズ伊勢丹  グルメスーパー

高品質スーパーとして高い支持を得ている「QUEEN’S　ISETAN」が、こだわりをぎゅっと
凝縮したコンパクトバージョンでエキナカ初登場。オリジナルの惣菜・弁当をはじめ、通
勤通学で三鷹駅をご利用されるお客様の食のシーンに合わせた様々な食材をご提供し
ます。安全・安心・美味しさはもちろんのこと、少量サイズなどのこだわりで、お客さまの
毎日の食生活をサポートします。

Ⅰ期（07.12.16）

12 リラクゼ 株式会社ジェイアール東日本スポーツ リラクゼーション
エキナカでありながら、心身共にリラックスして頂きたいとの思いから、個室ベットでの施
術を重視しています。シンプル＆ナチュラルでリラックスできる内装にもこだわりました。

Ⅰ期（07.12.16）

● 13 LUSH 株式会社ラッシュジャパン
雑貨・
コスメ

英国生まれのフレッシュハンドメイドコスメのお店。
新鮮・手作り・安全・愉快をモットーに、常時200種類ものスキンケア製品・ヘアケア製
品・ソープ・入浴化粧品などをとりそろえています。チーズのように積み重ねたソープ
や、果物のようにカラフルな入浴料が山盛りの店内は、まるでヨーロッパのデリカテッセ
ンや八百屋さんのようです。

Ⅰ期（07.12.16）

● 14
Ｃ’ｅｓｔ　Ｓａ　Ｖｉｅ
（セサビー）

株式会社ファッションプラザ２１
生活雑貨
服飾雑貨

「美容」「健康」「かわいい」をキーワードに、今すぐ身に付けたいアイテムをコンビニ感
覚でチョイスできる「ファッションコンビニ」です。人気ブランドのコスメから、毎日の生活
をちょっと楽しくするアクセサリー、服飾雑貨などを、リーズナブルな価格で展開します。
植栽を配したナチュラル感あふれる店舗内装は、リラックスできる雰囲気です。

Ⅰ期（07.12.16）

15 ブックエキスプレス 株式会社JR東日本リテールネット 書籍・文具

これまでの「エキナカの本屋さん」とは一線を画したグレード感のある内装で、都会の喧
騒を忘れさせるくつろぎの空間を演出します。植栽をふんだんに配置し、Dila三鷹全体
のコンセプトである「ナチュラル」を表現しました。おしゃれな輸入ステーショナリーも一部
取り扱います。

Ⅰ期（07.12.16）

● 16 グロッサリーコート　セルフィユ 株式会社セルフィユ 食雑貨

「日常の中の非日常」をコンセプトとし、瓶詰・茶葉・ドライフルーツを中心としたオリジナ
ルグロッサリーおよび雑貨類を扱う軽井沢発の人気店がエキナカに初登場します。「毎
日、自分にギフト」をキーワードに、上質さと遊び心のある商品が常時４００アイテム以
上揃います。

Ⅰ期（07.12.16）

● ● 17 マフィナリーズ ジェイアール東日本フードビジネス株式会社 物販・カフェ

こだわりにあふれた南青山の小さなスイーツショップ「A．R．I 」のレシピによるマフィン
の専門店。店内厨房で粉から焼き上げられるマフィンは、テイクアウトでもイートインでも
お楽しみいただけます。野菜やチーズを焼きこんだ「食事系」マフィンなど、マフィンの新
たな可能性をお客さまに提案します。

Ⅰ期（07.12.16）

● 18 広東炒飯店 株式会社サンマルクホールディングス クイック飲食

新鮮な食材の入ったアツアツの石釜がサーブされ、テーブルで仕上げる新感覚の石焼
き炒飯店。和風・洋風・アジアン・あんかけ・リゾット風など、多彩なアレンジが楽しめま
す。シンプルでモダンなカフェ風の内装は、女性お一人様でも気兼ねなく寛げる雰囲気
です。

Ⅰ期（07.12.16）

19 スープストック 株式会社スマイルズ スープ専門店

食材の本来の美味しさを味わって頂くため、化学調味料、合成着色料、合成甘味料、保
存料を一切使用しないスープを提供する専門店。具沢山であったり、素材の旨みを凝縮
させた濃厚なソースのようであったり、メインディッシュとしても十分満足できるスープを
ご用意しています。

Ⅰ期（07.12.16）

ー
Monthly Zakka
(ワゴン催事コーナー）

株式会社JR東日本リテールネット 月替り雑貨

４Fエスカレーター脇に、月替りで替わる雑貨のワゴンが登場。「雑貨のテーマパーク」を
コンセプトに、話題のお店や、中央線沿線のお店から集めたステーショナリー、アクセサ
リー、ケアグッズなどの生活雑貨を、シーズンやイベントに合わせて月替わりで展開して
いきます。これから注目のアイテムも展開し、「サプライズ」「旬」「こだわり」をお客様に
お届けします。

Ⅰ期（07.12.16）

ー 新生銀行ATM 株式会社新生銀行 ATM ― Ⅰ期（07.12.16）







別紙３別紙３３F エスカレーター周り吹き抜け（イメージパース１）
３F エスカレーター周り吹き抜け（イメージパース１）

４F 通路部分（イメージパース３）
４F 通路部分（イメージパース３）

３F 通路部分（イメージパース２）
３F 通路部分（イメージパース２）


