2018 年 11 月 14 日
株式会社カインズ

地域と共につくるコンセプトモール

「くみまちモールにいざ」11 月 23 日(金)グランドオープン
株式会社カインズ（本社：埼玉県本庄市、代表取締役社長 土屋裕雅）は、2018年11月23日(金)、
商業施設「くみまちモールにいざ」をオープンいたします。この「くみまちモール」は、ベイシアグループ創業60
周年、カインズ設立30周年を来年に控えたグループ連携の取り組みのひとつであり、地域の皆様の身近で便

利な“くらしの拠点”として、カインズ・ベイシア・ほかテナント各社がコンセプトを共有して展開する商業施設で
す。モールを構成する各店舗が、共通のコンセプトに基づき、これに参画する形で店舗づくりを行います。単一
企業では実現できない連携施策で、地域とともに街を創造し、発展してゆけるよう取り組んでまいります。
なお、グランドオープンに伴い、11月22日(木)にプレオープンいたします。

※画像はイメージです

【くみまちモールとは】
「くみ」は「組む」、「まち」は「街」に由来しています。
コンセプトを商業施設全体で共有し、テナントを構成する各店舗の参画により
展開します。「くみまちモール」を拠点として、人と人が行き交い、集い、交わ
りながら、日常がいまよりもっと楽しく、快適になる、そんな場所をつくりたいと
考えています。また、「くみまちモール」から、新しい街がつくられ、これまでに
なかった価値が生まれることを願っております。
※ロゴの意味※
家 ＝ くらし 、 鳥・木 ＝ 地域に根を下ろした心地よい空間

11 月 23 日（金）グランドオープンにおけるテープカットセレモニーのご案内
8：30～8：40

新座市長 並木様よりご挨拶

8：40～9：00

テープカットセレモニー

9：00

グランドオープン

【各店舗のご紹介】
≪カインズ≫
「くらしに、ららら。」を届ける商品・サービスを提供。緑のある暮らし、ペットと共に過ごす空間、自分でやってみ
る・つくってみること（DIY）の提案など、お客様の暮らしをより豊かに楽しくするためのサポートをします。
【インスパイアゾーン】
正面入り口そばに展開する、くらしを良くするインスピレーションを喚起するゾーンです。生活シーンをイメージで
きる動画や書籍とディスプレイ商品により、くらしへの想いを高め、関連する店内の各売場に足を運び、カインズ
の商品やサービスで想いを実現していただくための入り口となります。
【ライブグリーン＆カフェ】
カインズ直営のカフェブリッコと、人気の多肉植物を中心に、育てやすいインテリアグリーンを併設し、緑のある
暮らしを体感できるコーナーです。カフェブリッコでは、人気の焼きたてマフィンと挽きたてコーヒーに加え、地元
の食材を使用した新座店限定メニューを販売します。新座産のほうれん草は、マフィン、クリームポテト、寒い季
節にピッタリのポットパイに使用。また、新座産のにんじんで作ったソースと、牛乳本来のおいしさにこだわったソ
フトクリームを組み合わせた「ウェービィーソフト」や、新座産のキウイフルーツを使用した、自家製キウイエード
も提供します。
【CAINZ 工房】
ものづくりの楽しさを気軽に体験できるオープンな空間です。各種工具やレーザー加工機などの専門機器の貸
し出しの他、ディズニーキャラクターカラーや、自分好みのコーディネートオリジナルカラーがつくれる一般向け調
色カウンターを導入します。また、資格がなくても使える溶接機を設置し、木材だけでなく金属も加えた幅広い
DIY をご提案します（※事前にカインズが開講する「溶接講座」の受講が必要です）。初心者の方でも安心して参
加できるワークショップを定期開催し、「作る」「教わる」「知る」「繋がる」をコンセプトに展開します。
【サイクルパーク】
自転車の地域需要の高さに応えられるよう、販売だけではなく修繕も含め、サイクルライフをトータルサポートし
ます。メニューによっては即日修理も承るなど、お客様の様々なニーズに応える専門コーナーです。

インスパイアゾーンと繋がるカフェ&ガーデン（左）とサイクルパーク（右） ※画像はイメージです

【資材館】
プロの方に「早く、確実に」商品を提供することをモットーに、品ぞろえやサービス、設備を強化した専門の別館で
す。カインズ初めての取り組みとして、この新座店から、切り売り商品における WEB での事前受付サービスを開
始します。店頭にてお客様をお待たせせず、切り売りした状態の商品をお渡しできるサービスです。今後もお買
い物が便利になるサービスを随時導入予定で、プロの方が買い物がしやすい環境の構築を継続して行います。

≪ベイシア≫
11 月 16 日（金）オープン 営業時間 9：00～20：00
「より良いものをより安く」。 より鮮度の良い野菜や果物をはじめ、加工食品や日配品をどこよりも安い価格で
お客様にお届けし、地域のお客様の豊かなくらしづくりに貢献してまいります。
【タッチ de デリカ】
スーパー業界では初の惣菜の事前注文と受け渡しサービス＝タッチｄｅデリカ の取組にチャレンジします。
スマホで商品を選んで、支払いを済ませて注文の商品を受け取ります。
タッチｄｅデリカはお客様の待ち時間を減らして、より買い物の便利さを提供するしくみとなっています。

商品選択

支払

注文

呼び出し

受付番号

14

“ ラーメンたんちょう ”
料理を取りに来てください。

※注文できる商品、日時に限りがありますのでアプリ内でご確認ください
【ＨanaＣａｆｅ】
店内の商品から作られる彩り鮮やかな ランチプレートをはじめ、旬のフルーツを贅沢に使用したスムージー、ジ
ェラート、ベーカリー、フルーツサンドなどを、くつろげる空間で、「おしゃべりしながら」 「誰かとシェアしながら」
楽しく味わい、大切な人への手土産としても持ち帰ることが可能です。食の楽しさと旬の商品をお客様に提供す
るフルーツ＆ベーカリーが、埼玉県で３店舗目のオープンとなります。

HanaCafe（左）とスーパーデリカテッセン（右） ※画像はイメージです

【スーパーデリカテッセン】
素材と味にこだわった結果、「専門店の味」が実現しました。肉惣菜・魚惣菜・サラダ・寿司・中華惣菜などを豊富
に品揃えし、ひとつの売場に集合展開することで、お客様へ「買い物の便利さ」「選べる楽しさ」を提供しておりま
す。
【パパットシェフ】
簡単・便利な商品を豊富に、かつ、とてもリーズナブルな価格で取り揃えたコーナーです。少ない工程で本格
的な料理を楽しめるので、働く女性やひとり暮らしの食事にも最適です。
【持続可能な食材：完全養殖魚近代鮪・ブリ】
天然資源の保護と安心で安全な食をいつでも提供できる仕組みづくりに取り組んでいます。

パパットシェフ（左）と完全養殖魚近代鮪（右） ※画像はイメージです

≪JINS（メガネショップ）≫
“Magnify Life（マグニファイ・ライフ）＝人々の人生を拡大し、豊かにする”をビジョンに掲げる、国内販売本数
No.1（2018 年 9 月時点）のアイウエアブランド。高品質なメガネを適正価格で提供し、幅広いお客様にメガネをか
ける楽しさを提案するなど、常にメガネのあたらしい、あたりまえをつくりだしてきました。JINS くみまちモール新
座店では、ウッドデッキを設置することで隣接しているドッグラン施設を眺めることができるなど、くみまちモール
全体と一体感のある店舗となっています。
11 月 22 日（木）オープン 営業時間 11：00～20：00（※11/22～25 のみ 9：00～20：00）

≪スターバックスコーヒー（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。また、ご家庭でもお
楽しみいただけるよう、コーヒー豆やコーヒー抽出器具、マグカップなどのオリジナル商品も多数ご用意しており
ます。
11 月 22 日（木）オープン 営業時間 7：00～23：00（※11/22～23 のみ 9：00～23：00）

≪ライフ動物病院（動物病院）≫
暮らしの中で、ペットと過ごす時間は人生に潤い、安らぎ、癒しをもたらしてくれます。ライフ動物病院は、そのよ
うなペットライフをより長く、濃く、楽しく皆様に過ごしていただきたいと思い、飼い主様方と緊密に連携を取ってま
いります。病気の予防・治療にとどまらず、ペットショップ、トリミング・ホテル、新座市ともタッグを組んで、ペットと
そのご家族にとって最適なペットライフをともに創り出していきます。また、これからペットを飼う、飼おうとしてい
る方々のご相談にも積極的に乗れるよう、壁のない病院にしました。我が家ににあうペットは何だろう、品種はど
れにしよう、この犬種は大人になったらどんな感じになる？など、通りすがりにカウンター内のスタッフにお気軽
にお尋ねください。その時が、楽しいペットライフの始まりです。スタッフ一同、お待ちしています。
11 月 22 日（木）オープン 営業時間 9：00～19：00

≪チャンスセンター（宝くじ）≫
お客さまに楽しい「夢を売る」売場、「宝くじチャンスセンター」です。
取扱いするくじ券は、数字を選んで楽しむ『ロト・ナンバーズ』や、年５回発売の『ジャンボ宝くじ』、削ってその場
で当たりが分かる『スクラッチくじ』など、その他、通常くじも発売致します。
皆様方のご来店を、心よりお待ち申し上げます！
11 月 23 日（金）オープン 営業時間 10:00～18：30

【くみまちモールにいざ 概要】
オープン日

：

2018 年 11 月 23 日（金） グランドオープン

敷地面積

：

モール計 45,527.65 ㎡

店舗面積

：

モール計 13,394 ㎡

駐車場台数

：

モール計 905 台

【カインズ新座店 概要】
所在地

：

埼玉県新座市大和田 2 丁目 6 番 32 号

オープン日

：

2018 年 11 月 23 日（金）

営業時間

：

本館 9：00～21：00、 資材館 6:30～20:00（11/22～27 日のみ 9:00～20:00）

売場面積

：

10,264 ㎡（本館 7,009 ㎡＋資材館 3,255 ㎡）

責任者

：

本館 鈴木知紀（スズキ トモノリ）、資材館 高橋英樹（タカハシ ヒデキ）

【ベイシア新座店 概要】
所在地

：

埼玉県新座市大和田 2 丁目 6 番 32 号

オープン日

：

2018 年 11 月 16 日（金）

営業時間

：

本館 9：00～20：00

売場面積

：

3,195 ㎡

責任者

：

嵯峨 圭介（サガ ケイスケ）

【会社概要】
≪株式会社 カインズ≫
代表者

：

代表取締役社長 土屋 裕雅

設 立

：

1989 年 3 月

本部所在地 ：

埼玉県本庄市早稲田の杜 1-2-1

資本金

：

32 億 6,000 万円

事業内容

：

ホームセンターチェーンの経営

従業員数

：

11,271 名（2018 年 2 月末時点）

店舗数

：

216 店舗

県別店舗数 ：

北海道 3、宮城県 5、福島県 11、茨城県 10、千葉県 18、栃木県 13、群馬県 30、
新潟県 2、埼玉県 28、長野県 17、 山梨県 4、東京都 4、神奈川県 10、静岡県 23、
愛知県 12、三重県 4、岐阜県 2、滋賀県 2、京都府 1、奈良県 1、大阪府 3、
兵庫県 5、鳥取県 1、岡山県 1、広島県 1、福岡県 1、熊本県 1、沖縄県 3

