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清水駅～尼ケ坂駅間 高架下商業施設
「SAKUMACHI 商店街」Ⅱ期エリアが 3 月 27 日（金）にオープン！
名古屋鉄道株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：安藤隆司） では、瀬戸線清
水駅～尼ケ坂駅間の高架下にて開発を進めている商業施設「SAKUMACHI 商店
街」のⅡ期エリアを、3 月 27 日（金）にオープンします。
「SAKUMACHI 商店街」は、2019 年 3 月に尼ケ坂駅寄りのⅠ期エリアを先行開業
し、近隣にお住まいの方を中心に、多くのお客さまにご好評いただいております。
Ⅱ期エリアの開業で、清水駅から尼ケ坂駅間がひとつの施設としてつながることに
なり、さらなる回遊性の向上と地域の新たな魅力やにぎわいの創出を図ります。
詳細は下記のとおりです。
記
1. 「SAKUMACHI 商店街」Ⅱ期エリアについて
外観は、Ⅰ期エリアとは異なる複数色の外壁を用い、高架下の空間がさらに彩り
豊かになることで、活気がうまれることをイメージしています。また、Ⅰ期エリア同様、
各店舗前にベンチを設ける等、施設の回遊性だけでなく、地域の交流の場を意識
したデザインにしています。
さらに、Ⅱ期エリアでは、各店舗入口をスロープにすることで段差を解消し、ご年
配の方や小さなお子さま連れの方など、幅広いお客さまに安心してご利用いただけ
る施設としています。そのほか、Ⅱ期の開業に合わせて、Ⅰ期エリアの店舗入口の
階段にも新たに手すりを設置します。
2. Ⅱ期エリア概要
(1)所 在 地 名古屋市北区清水二丁目 503 他
(2)建物規模 木造平屋建 延床面積：944 ㎡
(3)区 画 数 17 区画 ※入居テナントについては別紙参照
(4)特
徴 多様な飲食店に加え、Ⅰ期エリアにはなかったアパレルショップ
や、レコードショップ等、地元で活躍する店舗が入居します。日中だ
けでなく、夜の時間帯にも対応するテナント構成とするほか、Ⅰ期エ
リアの店舗を含めて、清水駅～尼ケ坂駅間を歩いて楽しんでいただ
けるようになります。

外観イメージ①

外観イメージ②

同事業は、「名鉄グループ中期経営計画~BUILD UP 2020~（2018～2020 年度）」の重点テーマ
のひとつ「魅力ある沿線・地域づくりの推進」における、駅および駅周辺開発の推進の一環として行う
ものです。
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別 紙
Ⅱ期エリアの店舗について
Stiff Slack（スティッフスラック） 【レコードショップ・ライブハウス】

地元店

名古屋・栄で 15 年以上営業を続けるレコー
ドショップ「stiff slack」が拡大移転します。
「モノ」や「人」を通じた音楽の楽しみ方を提供
し、他では体験できない特別な場所を目指し
ます。日中は、ライブスペースを子どもたちの
演奏会や音楽教室など、地域のためのレンタ
ルスペースとして活用していただけます。

べに屋

【昼飲みコミュニティ居酒屋】

地元店

「べに屋」は、人が集まるコミュニティ居酒屋。

モーニングから居酒屋まで、地域の皆様
のコミュニティとしてご利用いただけます。
〝持参自消″と〝お裾分けスペース″か
ら皆様のコミュニティを広げ、「地域を明る
く活性化」を目指すお店です。
穏やかな季節には、バルコニーでお花
見や BBQ をお楽しみいただけます。

ファヴォーレ 【チーズショップ・レストラン】
「ファヴォーレ」はイタリア語で恵・恩恵を意
味し、生き物や自然への感謝を込めて命名
しました。
当店は、本格的なチーズショップと、チー
ズや有機野菜を気軽に楽しんで頂けるレスト
ランを併設しています。
ヨーロッパのチーズをはじめ、充実した商
品を取り揃えており、出来立ての裂けるモッ
ツァレラや季節限定のチーズを盛り合わせた
チーズプレートがおすすめです。ワインはも
ちろん日本酒や紅茶など新しいペアリングを
ぜひご賞味ください。

地元店

新業態

サカナファクトリー 【テイクアウト＆レストラン】

地元店

新業態

素材や調理法、食べ方など一つ一つにこだ
わり、「サカナを楽しむ！」をご提案。プチプチ
の大粒イクラや、クラシックを聴いて醸された
鰹節など、希少食材も堪能できます♪明太子
がぎっしりのったお弁当や、当店ならではの
特製のり弁当などテイクアウト商品も充実！
宅配にも対応いたします。

地元店

かわちどん 【精肉店・焼肉店】
創業５０年以上続く焼肉「かわちどん」が出
店します。
精肉店で鍛え上げた、お肉のプロが厳選し
た秘伝のタレで味わう焼肉は、どこか懐かしく
思い出に残る味わいです。BBQ コンロ無料レ
ンタルや、お肉の味付けサービスなど、嬉しい
特典が盛り沢山なお肉の販売店も併設してい
ます。
かわちどん GROUP 唯一の、ランチも楽しめ
るお店です。

覚王山フルーツ大福 弁才天

【和菓子】

地元店

テレビや雑誌で話題沸騰中！旬の果実をま
るごと包み込みました。専用の餅切り糸でカッ
トした断面もお楽しみいただけます！
北部市場より毎朝直送されるフルーツや、高
級羽二重粉１００%を使用した求肥を全て店
内で手包みするなど、見た目だけではなく、
素材や製法にもこだわりが詰まっています。

nutrth～なとりす～ 【カフェ・無添加食品】
「 nutrth 」 は 、 nutrition （ 栄 養 ） ＋ health
（健康）の造語です。
極力無添加の食品やワクワクするようなキッチ
ンウエア等、カラダとココロで楽しめる商品を
展開します。nutrth 初の店舗で、商品の販
売のほか、オリジナル商品「和ゾット」「スパイ
スカレー」等を、カフェスタイルでご提供しま
す。

地元店

新業態

il toiro (イル トイロ) 【ワイン食堂】

地元店

新業態

地元店

新業態

地元店

新業態

イタリアンのシェフ兼絵描き、旅行好きの炭
焼き料理人、気取らないワイン大好きソムリエ、
スタッフそれぞれの理想を形にした il toiro。
十人十色（toiro）、お客様ひとりひとりの好
みや、楽しみ方に寄り添うことのできる、カラフ
ルで笑顔溢れるお店を目指します。

EIGHT SALON（エイトサロン） 【美容室】
デザイン集団 EIGHT DESIGN が、「髪と
暮らしを楽しむ」自社美容室を OPEN！
自然体でシンプル。時代に流されない、自
分のスタイルを楽しむ。「EIGHT SALON」
（エイトサロン）は、ライフスタイル全般で感度
の高いスタイリストが、あなたらしい髪と暮らし
をデザイン。
新しい「楽しみ」に出会う場所を提案します。

BRUN（ブラン）

【FASHION×SPORTS バー】

会社帰りの方も、ファミリーも気軽に飲みな
がら 100 インチのスクリーンと、2 台の大型モ
ニターで臨場感あるスポーツ観戦をお楽しみ
いただけます。予約・貸切 OK！チャージ料・
サービス料はなし！
アパレルスポーツブランド「OnBase」も販
売しています。試着でもお気軽にお立ち寄り
ください！

＜SAKUMACHI 商店街 エリアマップ＞

Ⅰ期エリア
Ⅱ期エリア

＜Ⅱ期エリア店舗一覧＞
番号

業態

店舗名

企業名

1

レコードショップ
ライブハウス

Stiff Slack

個人

2

昼飲みコミュニティ居酒屋

べに屋

株式会社 V‐HANDS

3

チーズショップ・レストラン

ファヴォーレ

株式会社 Be‐Fine

4

テイクアウト＆レストラン

サカナファクトリー

株式会社 REDIO

5

精肉店・焼肉店

かわちどん

LEC HAPINESS 株式会社

6

和菓子

覚王山フルーツ大福
弁才天

株式会社弁才天

7

カフェ・無添加食品

nutrth～なとりす～

株式会社トーカン

il toiro

株式会社 CROSS

8

ワイン食堂

9

美容室

EIGHT ＳＡＬＯＮ

エイトデザイン株式会社

10

ＦＡＳＨＩＯＮ×ＳＰＯＲＴＳ
バー

ＢＲＵＮ

株式会社 BRAND NEW STYLE

＜施設マップ＞
【Ⅱ期エリア】

至 栄町

【Ⅰ期エリア】※2019 年 3 月 29 日オープン

至 大曽根

<参考>Ⅰ期エリアテナント一覧
番号

業態

店舗名

企業名

11

事務所・レンタルスペース

-

株式会社東海 TSUTAYA

12

食パン専門店・カフェ

天然酵母の食パン専門店
つばめパン＆MILK

株式会社 Somewhere

13

保育所

14

アフタースクール

15
16

お弁当・お惣菜
焼き立てパン
パフェ
デザートレストラン

めいてつ保育ステーション
ぽっぽ園
めいてつのアフタースクール
TELACO

株式会社名鉄スマイルプラス
株式会社名鉄スマイルプラス

デリカキッチン

中部フーズ株式会社

カフェドリオン パレット

個人

17

駄菓子

OKASHITABETAI
-おかしたべたい-

KA‐KUN LAND 合同会社

18

和カフェスタンド

OHAGI３

ホリデイズ株式会社

以 上

