
 

 

報道関係者各位 

2021 年 9 月 9 日 

野村不動産株式会社 

野村不動産コマース株式会社 

 

サービス特化型商業施設ブランド「MEFULL」 第４弾 第５弾 竣工 

『MEFULL（ミーフル）藤沢』 

MEFULL 初のリニューアル物件『MEFULL（ミーフル）巣鴨』 

今秋順次店舗開業 

野村不動産株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：松尾 大作、以下「当社」）及び野村不動

産コマース株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：小島 達也）は、サービス特化型商業施設のブラ

ンド「MEFULL（ミーフル）」（以下「MEFULL」）をシリーズ展開しており、このたび茶屋町、浦和、千歳烏山に続く第

４弾として神奈川県初の「MEFULL 藤沢」（神奈川県藤沢市）、また続く第５弾として「MEFULL 巣鴨」（東京都

豊島区）が竣工いたしました。いずれも今秋、順次店舗開業いたしますのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『MEFULL 藤沢』 外観 『MEFULL 巣鴨』 外観 

商業施設 リリースカテゴリ 

 



 

 

1．サービス特化型商業施設 ブランド「MEFULL（ミーフル）」とは 

■事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康・学び・くらし」の満足度を高めるサービス特化型商業施設 

 

「It makes me full of happiness！」 

 

・「モノ消費からコト消費へ」：時代のニーズを的確に捉えたサービス業種がメインのテナント構成 

（商業施設＝モノ消費がメイン。事務所ビル＝オフィスがメイン。⇒サービス業種≠メインテナント） 

 

・働き方改革などによって時間の使い方が変化する中、多様化するニーズに応えるサービス業種を集積 

（一ヶ所で多様なサービスを受けることができ、効率的なライフスタイル実現に寄与） 

 

・「安全・安心・清潔」な施設作り・管理を行うことで、周辺の築古・雑多な施設との差別化を実現 

（野村不動産の開発ノウハウ。グループによる高品質の管理。） 

 

 

「MEFULL」公式 HP：https://mefull.jp/ 

 

  

 

 

コト消費である「健康・学び・くらし」のサービス業種特化型の都市型商業施

設ブランドとして 2020 年に創設。 

首都圏を中心にターミナル駅や私鉄急行停車駅の駅前立地にて、女性やお

子様も「安心・安全」に使っていただける「清潔かつ品格ある」施設を目指し、

エンドユーザーの暮らしに「満足」を与えられる商業施設を目指します。 

https://mefull.jp/


 

 

2. 第 4 弾 「MEFULL 藤沢」 2021 年 5 月竣工 2021 年 9 月開業 

JR 東日本・小田急電鉄・江ノ島電鉄の 3 路線が乗り入れる湘南の入口の藤沢駅は、湘南エリアの中でも居住人

口・就労人口が年々増加しており、神奈川県内においては、横浜駅・川崎駅・武蔵小杉駅に次いで４番目に利用者

の多い駅です。MEFULL 藤沢は、働く世代が多く暮らす活気のある藤沢駅の中でも、近隣住民や乗降者に利用しやす

い北口徒歩 2 分の人通りの多い立地に、MEFULL シリーズ第 4 弾として 2021 年９月に開業いたします。今後も野

村不動産グループの住宅事業との親和性の高いエリアでの MEFULL 開発を推進してまいります。 

 

■「MEFULL 藤沢」施設概要 

住所表示 神奈川県藤沢市藤沢 462 

交通アクセス JR東海道本線、小田急江ノ島線「藤沢」駅徒歩2分 

江ノ島電鉄線「藤沢」駅徒歩 5 分 

敷地面積 82.62 坪（273.13 ㎡） 

延床面積 504.75 坪（1,671.92 ㎡） 

構造・規模 S 造 地下 1 階、地上 9 階 

事業主 野村不動産株式会社 

基本設計・監修 野村不動産株式会社一級建築士事務所 

設計監理・施工 木内建設株式会社 

施設運営 野村不動産コマース株式会社 

 

■「MEFULL 藤沢」周辺地図 

 

 

「MEFULL 藤沢」公式ページ：https://mefull.jp/mefull_fujisawa/ 

 

  

https://mefull.jp/mefull_fujisawa/


 

 

■MEFULL 藤沢 テナント構成 

MEFULL 藤沢では、近隣のファミリー層や藤沢駅の利用者をメインターゲットとして捉え、高品質のサービスを提供い

たします。最先端の機器や材料によるベストな治療を提供する歯科診療所「藤沢＠歯科」、東京渋谷に本院を構え、

次世代ダイオードレーザー式脱毛器を導入する医療脱毛サロン「MILA CLINIC」、最旬トレンドヘアを手ごろな価格で

提供するヘアサロン「IT by ALBUM」、昨今のテレワークニーズにこたえるシェアオフィス「H1T」などの話題の店舗が順次

開業予定です。 

 

■各店舗情報 

【1F】セブンイレブン 藤沢駅北口店 ※開業済 

［業態］コンビニエンスストア 

［営業時間］24 時間 

［定休日］なし 

［HP］https://www.sej.co.jp/index.html 

 

【2F】ソフトバンクショップ／ワイモバイルショップ 藤沢北口店 ※開業済 

［業態］携帯電話販売代理店 

［営業時間］10:00〜19:00 

［定休日］なし 

［HP］https://www.softbank.jp/shop/search/detail/TJ12/ 

 

【3-4F】藤沢＠歯科 ※2021 年 9 月 1 日開業済 

［業態］歯科医院 

［診療時間］9:30~19:00 

［休診日］祝日 

［HP］https://fujisawa-at-dental.com/ 

 

 

【5F】ミラクリニック ※2021 年 10 月 2 日開業予定 

［業態］医療脱毛 

［診療時間］11:00~20:00 

［休診日］なし 

［HP］https://mila-clinic.com/ 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.sej.co.jp/index.html
https://www.softbank.jp/shop/search/detail/TJ12/
https://fujisawa-at-dental.com/
https://mila-clinic.com/


 

 

【6F】H1T 藤沢 (エイチワンティー) ※2021 年 9 月 30 日開業予定 

野村不動産の時間貸しサテライト型シェアオフィス 

働き方の多様化・効率化に応える施設として、 

全国主要都市を中心に多店舗展開中。 

ご登録いただいた方は 15 分単位から従量課金制で利用できます。 

［業態］サービス 

［営業時間］8:00~20:00 

［定休日］なし 

［HP］https://www.h1t-web.com/ 

［Facebook］https://www.facebook.com/h1t.nomura.jp 

 

【9F】IT by ALBUM ※2021 年 9 月 16 日開業予定 

［業態］ヘアサロン 

［営業時間］10:00~23:00 

［定休日］なし 

［HP］https://www.album-hair.com/ 

 

  

 

 

https://www.h1t-web.com/
https://www.facebook.com/h1t.nomura.jp
https://www.album-hair.com/


 

 

３. 第５弾 「MEFULL 巣鴨」（2021 年９月竣工） 

山手線・三田線が乗り入れる巣鴨駅、巣鴨地蔵通り商店街をはじめ観光客向け路面店・サービス業種が集積する

白山通り沿いに、MEFULL シリーズ第５弾として 2021 年９月に竣工いたしました。それに伴い、巣鴨 S 歯科矯正医

院、H1T 巣鴨が OPEN いたします。 

「MEFULL 巣鴨」は MEFULL シリーズ初のリノベーションによる開発案件となり、環境認証制度として BELS、Green 

Building 認証を取得予定です。 

今後も野村不動産グループの住宅事業との親和性の高いエリアでの MEFULL 開発を推進してまいります。 

 

■「MEFULL 巣鴨」施設概要 

住所表示 東京都豊島区巣鴨一丁目 17-6 

交通アクセス JR 山手線「巣鴨」駅 徒歩１分 都営地下鉄三田線「巣鴨」駅徒歩 2 分 

敷地面積 51.72 坪（170.92 ㎡） 

延床面積 369.93 坪（1,222.91 ㎡） 

構造・規模 S 造  地下 1 階、地上 9 階 

事業主 野村不動産株式会社 

リノベーション施工 野村不動産パートナーズ株式会社 

施設運営 野村不動産コマース株式会社 

 

■「MEFULL 巣鴨」周辺地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

■MEFULL 巣鴨 テナント構成 

MEFULL 巣鴨では、近隣のファミリー層や巣鴨駅の利用者をメインターゲットとして捉え、歯科診療所や昨今のテレワ

ークニーズにこたえるシェアオフィスなど、質の高いサービスを提供する実力店が開業予定です。 

 

■各店舗情報 

【4F】巣鴨 S 歯科矯正歯科  ※2021 年 10 月開業予定 

［業態］歯科医院 

［診療時間］9:30~12:45 14:30〜18:30 

［休診日］火曜・日曜・祝日 

［HP］http://sugamo-s-shika.com/ 

 

【9F】H1T 巣鴨(エイチワンティー)  ※2021 年 10 月 1 日開業予定 

野村不動産の時間貸しサテライト型シェアオフィス 

働き方の多様化・効率化に応える施設として、 

全国主要都市を中心に多店舗展開中。 

ご登録いただいた方が 15 分単位から従量課金制で利用できます。 

［業態］サービス 

［営業時間］8:00~20:00 

［定休日］なし 

［HP］https://www.h1t-web.com/ 

［Facebook］https://www.facebook.com/h1t.nomura.jp 

［HP］https://www.kens-dc.com/ 

 

  

 

http://sugamo-s-shika.com/
https://www.h1t-web.com/
https://www.facebook.com/h1t.nomura.jp
https://www.kens-dc.com/


 

 

５．MEFULL（ミーフル）シリーズ 

■開業済みのMEFULL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現在計画・開発中のプロジェクト 

MEFULL 田町 施設概要 

周辺 

地図 

 所在地 東京都港区芝 

交通アクセス 

JR 山手線・京浜東北線 

「田町」駅徒歩 2 分 

都営地下鉄浅草線・三田線 

「三田」駅徒歩 1 分 

敷地面積 47.84 坪（158.16 ㎡） 

延床面積 356.07 坪（1177.10 ㎡） 

構造・規模 S 造 地下 1 階、地上 13 階 

開業予定 2023 年 1 月頃 

MEFULL 川崎 施設概要 

周辺 

地図 

 所在地 神奈川県川崎市駅前本町 

交通アクセス 

京急本線「京急川崎駅」徒歩 2

分、JR 東海道本線「川崎」駅徒

歩３分 

敷地面積 119.61 坪（395.39 ㎡） 

延床面積 1194.20 坪（3947.76 ㎡） 

構造・規模 
CFT 造一部 SRC 造、RC 造 

地下 1 階、地上 12 階 

開業予定 2023 年春頃 

 

MEFULL 茶屋町(2020 年 4 月開業) MEFULL 浦和(2020 年 8 月開業) MEFULL 千歳烏山(2021 年 1 月開業) 


