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「μPLAT（ミュープラット）大曽根」の開業について
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） は、瀬戸線大曽
根駅にて 2019 年 5 月に着工しました「μPLAT 大曽根」について、本年 5 月 28 日に
開業します。
大曽根駅は、JR 中央本線、市営地下鉄名城線、ゆとりーとライン、路線バスも利用
できるなど交通利便性が非常に高く、通勤・通学のお客さまを中心にご利用いただい
ている駅です。本開発により、駅の利便性を高め、まちの賑わいを創出することで地域
のさらなる活性化に貢献してまいります。
詳細は、下記のとおりです。
記
1. 施設コンセプト
「あなたの日々に、ひとときを」
複数の交通機関が乗り入れる大曽根駅において、乗り換えの合間、家に帰るまでの
ちょっとした時間など、日々のひとときに便利さ・快適さ・楽しさを提供します。
2. 施設の概要
地元で活躍する飲食店や物販店など計 17 店舗の入居を予定し、JR や市営地下
鉄などとの乗り換えで駅をご利用されるお客さまを中心に、日常的にご利用いただき
やすい構成としました。
また、施設デザインは、「自然（木・石・緑）」・「温かさ（瀬戸焼）」を感じさせる素材感
をアクセントとし、心地よい陽だまりに人が集う「陽たまる庭」を再現します。
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μPLAT 大曽根
2020 年 5 月 28 日
愛知県名古屋市東区矢田南 5 丁目 203
鉄骨造地上 2 階建
約 2,200 ㎡
物販、飲食、サービス
17 店舗 ※詳細は「参考資料」をご参照ください。

外観（イメージ）

内観（イメージ）

3. 施設の特徴
「瀬戸焼」で有名な〝瀬戸″線という立地に着目し、施設内に瀬戸市出身の作家で
ある深田涼氏が手掛けたタイルアートを設置します。同作品は、「陽だまりの庭になる
一本の木」が、施設を行き交うさまざまな人々を見守るシンボルとして、「心地良さ」、
「温かさ」を表現した瀬戸焼のタイルアートです。同作品の設置を通して、地域の皆さ
まから愛される施設でありたいという想いを表現しています。

タイルアート（イメージ）
ふかだ

りょう

深田 涼／瀬戸焼作家
愛知県瀬戸市出身。2015 年に、地元・瀬戸市で〝青い
色の窯″と〝ピンクと赤の壁″にこだわった工房を構えると共
に、焼き物のデザインから制作、販売までこなす会社『Vivid
Earthen』を立ち上げました。
手に取る方と想いを共有し、その方の人生をより良くさせ
るものを作ることを大切にして活動している同氏の作品は、
カラフルな色が特徴的な瀬戸焼です。

4. 2F 飲食エリア「ゾネキチ」
2F の飲食エリアは、「大曽根キッチン」を略して「ゾネキチ」というエリア名称としまし
た。利用者の皆さまに親しみを持ってご利用いただきたいという想いを込めています。
ロゴデザインには、食の要素を取り入れ、食べる喜び・集う楽しさを表現しました。

ロゴデザイン（イメージ）

「ゾネキチ」内観（イメージ）

＜テナント一覧＞
番号

業態

店舗名

企業名

1

コンビニエンスストア

Family Mart Estacio

名鉄産業株式会社

2

惣菜

OSOZAi KiTCHEN mino misho

株式会社デリカスイト

3

寿司

京樽

株式会社京樽

4

ベーカリー

BAKERY PICASSO

株式会社アートブレッド

5

カフェ

CAFÉ ZARAME

株式会社 COARSE STARS

6

パティスリー

J’OUVRE

株式会社 APPRECIATION＆
GROWTH

7

さつまいもスイーツ

芋花恋

株式会社芋花恋

8

和風甘味

澤屋

株式会社澤屋

9

リラクゼーション

HoGoo!

株式会社ケアレビュー

10

美容クリニック

Station Clinic NEUZONE

医療法人社団 明照会

11

ティースタンド

asian tea house

株式会社トポス

12

バラエティ雑貨

ダイソー

株式会社大創産業

13

薬局

ツルハドラッグ

株式会社ツルハ

14

和食居酒屋

海鮮・名古屋めし 嘉文

株式会社嘉文

15

焼きとん

大黒

光フードサービス株式会社

16

ラーメン

ふくろう食堂

株式会社ハンティントン

17

蕎麦

十割蕎麦 美濃味匠

株式会社デリカスイト

＜フロアガイド＞

以 上

別 紙

入居テナント
Family Mart Estacio（ファミリーマートエスタシオ） 【コンビニエンスストア】
食料品から日用品まで豊富に取り揃え、駅を利用されるお客さまに対
して、欲しい時に欲しい商品を提供します。 〝 お客さまに満足と信頼を
届けたい″をコンセプトに、元気にお客さまをお迎えします。

OSOZAi KiTCHEN mino misho（オソウザイキッチン ミノミショウ） 【惣菜】
店内でふっくら焼き上げる、3 種のだしを効かせた
だし巻きたまごが名物です。だし巻きサンド、お弁当
など、さまざまな料理をふんだんにお楽しみいただけ
ます。大垣の清らかなおいしい地下水をベースに、旬
の素材を生かしたお弁当は、種類も豊富に取り揃えて
おります。〝あたまにも、からだにも、こころにもおいし
い食″をお届けします。

京樽 【寿司】
京樽は、1932 年に創業した割烹料理店より始まりました。創業時から
培ってきた日本料理の技術が今も引き継がれています。
代表的な上方鮨、江戸前鮨などを、ぜひお楽しみください。
毎日、毎食、〝安全・安心・おいしさと健康″を皆さまにお届けします。

BAKERY PICASSO（ベーカリーピカソ） 【ベーカリー】
素材と具材にこだわって、一つ一つ心を込めて手作りし
た焼きたてパン。食べるとなんだか元気になって笑顔が溢
れる、そんなパンが作りたい。ワクワク・ドキドキできる 〝パ
ンの遊園地″、それが PICASSO のおいしさです。

CAFÉ ZARAME（カフェザラメ） 【カフェ】
百貨店催事でも即完売するドーナツで知られる
ZARAME が、10 年ぶりにカフェを出店。
食事や待ち合わせ、テイクアウトなど訪れる方のシーンに
合わせてご利用できる、よりカジュアルな ZARAME が誕生
します。

J’OUVRE（ジューブル） 【パティスリー】
大豆の風味がフルーツの味を引き立てる「豆乳×ティラミス＝
ティラティス」をはじめ、〝To be your perfect of pleasure! ″
をコンセプトに、素材にこだわり、趣向を凝らし、多種多様なスイ
ーツをご提供します。

芋花恋 【さつまいもスイーツ】
厳選された国産のさつまいもを焼き上げ、40 度を超える糖度が生
み出すスイーツのおいしさは初恋に似た甘美な味わいです。安全・
安心の素材にこだわり、〝お客さまの美と健康を創造する商品″を
ご提供します。

澤屋 【和風甘味】
鯛焼き・おだんごの澤屋は、昔ながらの味を大切
に、団子の製造・製餡と一から作り上げた商品をお
客さまに懐かしんでもらえる焼き物屋です。
自社製造にこだわったみたらし団子を、ぜひご賞
味ください。

HoGoo!（ホグー） 【リラクゼーション】
はじめまして、HoGoo!です。名古屋初登場、10 分 1,000 円のクイック
マッサージ専門店です。
予約も着替えも不要ですので、毎日の通勤やお出かけの途中で「肩が
こったな」と感じたら、お気軽にお立ち寄りください。

Station Clinic NEUZONE（ステーションクリニック ニューゾーン） 【美容クリニック】
NEUZONE（ニューゾーン）は「neu（中和）」＋
「zone（のびしろ）」の造語で、〝普段疲れを感じ
ている方、より健康を目指したい方″のための 診
察や治療のほか、医師監修のパーソナル栄養分
析やオリジナル点滴を行うクリニックです。
日々の疲れを中和し、健康意識や美意識の維持を
サポートします。

asian tea house（アジアンティーハウス） 【ティースタンド】
愛知初上陸!アジアの中から選び抜いた茶葉を、新しい形で
アレンジしたティースタンドです。
果肉がたくさん入ったフルーツティーや、バリエーション豊か
なミルクティーも自慢。
デイリーな 1 杯や、特別な時にもぜひお立ち寄りください。

ダイソー 【バラエティ雑貨】
毎日が〝発見″。全国 3367 店舗を展開する 100 円ショップの
ダイソーです。
約 7 万点の品揃え、文具、コスメ、インテリア、ハンドメイド、キッチ
ンツール、食器、便利グッズなど、〝日々の生活に楽しさと驚き″
をご提供します。

ツルハドラッグ 【薬局】
北海道発祥のドラッグストア、ツルハドラッグが出店します。
医薬品、日用品、サプリメントをはじめとする豊富な品揃えと、親切
第一で、〝地域の皆さまの健康で豊かな暮らしづくり″をサポートしま
す。

海鮮・名古屋めし 嘉文 【和食居酒屋】
〝どえりゃ～海老フライ″をはじめ、名古屋飯と、毎朝職人が中央
卸売市場に出向いて仕入れる鮮度バツグンの魚をご提供します。ラ
ンチタイムから帰宅途中の一杯まで、こだわりの料理でお待ちしてお
ります。

大黒 【焼きとん】
名古屋の立ち呑みのパイオニア、焼きとん大黒が大曽根に
出店します。
新鮮な朝挽きの焼きとんを 1 串 70 円から、リーズナブルな
価格でご提供します。どこか懐かしい BGM と活気ある空間、
人懐っこいスタッフの周りは常に笑顔や笑い声が溢れていま
す。
〝お腹も心も満たされる″、そんな酒場へぜひお立ち寄りく
ださい。

ふくろう食堂 【ラーメン】
名古屋市内を中心に展開する「からみそラーメンふくろう」
の看板商品、からみそラーメンや名古屋新名物のみそ台湾
まぜそばのほか、焼きめしや餃子、唐揚げなど人気のサイド
メニューを取り揃え、〝いつでも気軽に立ち寄れる町の中華
屋さん″をコンセプトにした新業態「からみそラーメンふくろう
食堂」。
しっかりお食事も、飲んだ後の〆にも幅広くご利用ください。

十割蕎麦 美濃味匠 【蕎麦】
東海地方を中心に惣菜店を展開する「美濃味匠」が、初の蕎
麦専門店を出店します。店内で打ちたて、製麺する十割蕎麦。厳
選しただしと、かえしで仕上げた極旨つゆ。ここでしか味わえない
蕎麦とミニ丼のセットをお楽しみください。「水の都・大垣」の地酒
も扱っており、〝ランチに、ちょい飲みに、どなたでもご利用しや
すいカジュアル″なお店です。

以 上

