報道関係者各位
2020 年 10 月 8 日
株式会社パルコ

「BINO 栄」 11 月 6 日（金）開業
株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、代表取締役兼社長執行役員：牧山浩三）は、名古屋市栄エリアに「BINO 栄」を 2020 年
11 月 6 日に開業いたします。「BINO 栄」は、2020 年９月１日当社に移管された株式会社大丸松坂屋百貨店不動産事業部が開発し
てきた BINO（ビーノ）シリーズの 4 館目にあたり、当社への事業移管後としては BINO シリーズ初の開業となります。
本施設は、名古屋市を代表する商業エリアである栄エリアでの開業であり、地上階と地下階で異なる世界観を楽しめるテナント構成となっ
ております。メインストリートである広小路通と大津通が交差する立地にエントランスを構え、地下街「サカエチカ」から直結する本施設は、お客
様の利便性も高く、栄エリアの回遊性の向上と街の更なる魅力アップに貢献することを目指してまいります。
【BINO シリーズ】 BINO＝Beauty Inside aNd Out
“Inside”だけでもなく、“Outside”だけでもない…両面から追及する美しさ。美しさを中から外からサポートする館を目指し、“美と健康”を開発コンセ
プトとしたシリーズ。
銀座（東京都/2017 年開業）・東洞院（京都府/2019 年開業）・御徒町（東京都/2019 年開業）の３館を展開中。

■BINO 栄 建物外観

＊外観イメージパース

＊1 階エントランスイメージパース

＊B2 階エントランスイメージパース

＊館内イメージパース

＊館内イメージパース

■BINO 栄 所在地

BINO 栄

■BINO 栄 施設概要
施 設 名 称

BINO 栄（ビーノサカエ）

所

愛知県名古屋市中区錦三丁目 24-17

在

地

敷 地 面 積

約 1,080 ㎡

建物延床面積

約 6,340 ㎡

構 造 ／規 模

地下 2 階 RC 造、地下 1 階 SRC 造、
地上 S 造
地下 2 階、地上 6 階

投

資

額

テ ナ ン ト 数

約３億円
16 店舗

■BINO 栄 ロゴ・コンセプト

再開発が進み、これからますます生まれ変わってゆく栄エ
リアで開業する新生 BINO は、従来の BINO コンセプ
ト“美と健康”から一歩踏み出し、BINO の冠である
「Beauty＝美」をキーワードに“美食×美飾”をテーマと
し、来館者の日常を豊かに美しく彩る館を目指します。

■BINO 栄 出店テナント

店名

IWC 名古屋ブティック

ロレックス ブティック レキシア

ウブロブティック名古屋

ラザール ダイヤモンド ブティック

（１F／時計）

名古屋栄店

（１F／時計）

（２F／ジュエリー）

名古屋初
創立 1868 年、150 年余の歴史をも

（１F／ロレックス正規品専門店）
特別な日の特別なロレックス

つスイスの高級時計ブランド。

名古屋初
革新的なスタイルで注目を集めるス

世界三大カッターズブランドと称される

イス高級腕時計ブランド。

NY 発ジュエリーブランド。

詳細

営業
時間
物
販

店名

https://www.iwc.com/ja

https://www.lexia-ginza.com/

https://www.hublot.com

https://www.lazarediamond.jp/

11:00～19:30

平日・土曜 11:00～19:30

11:00～20:00

平日 11:00～19:00

（日・祝 19:00）

日曜・祝日 11:00～19:00

土日祝 11:00～20:00

ソニーストア 名古屋

チャコット名古屋店・名古屋スタジオ

スギ薬局 BINO 栄店

（３F／ソニー製品の販売、

（４F／バレエ・フィットネス用品、コ

（B２F／ドラッグストア、保険調

ショールーム）

スメ、ダンススタジオ）

剤薬局）

お客様に新たな感動体験をお届けす

ショップとスタジオが隣接し、自由に商

「まごころを込めて親切に応対」が理

るソニーストア 名古屋

品を試せる体験型の新空間。

念の調剤併設ドラッグストア。

ail/nagoya/index.html

www.chacott-jp.com

https://www.sugi-net.jp/

11:00～19:00

ショップ 11:00～19:00

平日

スタジオ 10:15～20:30

土日祝 9:00～22:00

詳細

https://www.sony.jp/store/ret

営業
時間

※スタジオは講座タイムスケジュールによる

8:00～22:00

店名

珈琲所 コメダ珈琲店

寿し 向月

うなぎ四代目菊川 栄店

飛騨牛一頭家 馬喰一代

BINO 栄店

（５F／寿司）

（５F／和食）

名古屋 栄

（２F／喫茶店）

（５F／炭火焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き）

くつろぎの空間でこだわりのコーヒーを楽

四季折々の厳選した食材で

創業９０年を超える鰻老舗卸問

飛騨牛を最も美味しく食べてもらうた

しめるフルサービス型喫茶店。

「職人の業」が光る最高の寿司。

屋のうなぎ処。

め、一頭買いで極める「肉道」。

www.komeda.co.jp

https://daishou-bussan.jp/

https://www.sora-g.jp/

https://bakuroichidai.jp/

7:30～23:00

ランチ

11:00～15:00

11:30～23:00

詳細

営業
飲

（L.O.22:30）

時間

11:30～15:00

ディナー(予約制)
第 1 部 18:00～
第 2 部 20:30～

食
店名

（L.O.14:00）
17:00～22:00
（L.O.21:00）

山本屋本店 栄店

名古屋コーチン 麺・甘味

海老どて食堂 名古屋栄店

カレーハウス CoCo 壱番屋

（B1F／味噌煮込みうどん専門店）

とりしげ BINO 栄店

（B1F／海老料理レストラン）

パスタ・デ・ココ BINO 栄店

（B1F／ラーメン、丼ぶり、甘味）

詳細

営業
時間

（L.O.22:30）

（B1F／カレーライスとあんかけスパゲッティ）

名古屋名物味噌煮込みうどんの老

名古屋コーチンを熟成させたとりしげオ

名古屋名物海老どて、揚げたての

定番のカレーに加え、「CoCo 壱番屋」

舗、歯応えの強いうどんが特徴。

リジナルブランド「完熟コーチン」。

海老を「秘伝どて味噌」にディップ。

がプロデュースするあんかけスパ。

yamamotoyahonten.co.jp/

http://www.torisige.co.jp/

https://www.kora.co.jp/

https://www.ichibanya.co.jp/pasta/

11:00～22:00

11:00～22:00

11:30～22:00

11:00～23:00

（L.O.21:30）

（L.O.21:30）

（L.O.21:15）

（L.O.22:30）

JTB トラベルゲート名古屋栄
JTB ウェディングプラザ名古屋栄本店

店名

JTB ロイヤルロード銀座名古屋店

（２F／旅行サービス）
あらゆる旅のニーズに応える、中部エリ

サ
ー
ビ
ス

ア最大規模の総合型店舗。

詳細

＜本件に関するお問合せ＞
BINO 栄開業について

https://www.jtb.co.jp/

営業

10:00～20:00

株式会社パルコ 広報部

時間

＊営業時間は変更になる可能性があります、詳細については各店舗にお問合せください。

03-3477-5710

