
生活バリューモール　アルカキット錦糸町　店舗一覧表

【物販　全31店】

主な営業種目 店舗名 店舗名（カタカナ表記） 会社名 新店 改装

【Ｂ１階】 スーパー クイーンズ伊勢丹 クイーンズイセタン ㈱クイーンズ伊勢丹

【１階】

レディス・メンズ・ファッション雑貨
MIX-O ミックスオー ㈱オンワード樫山 ○

（取扱ブランド）

　　ＦＵＬＬＣＡＲＡＴ　ＵＮｉＳＯＮ 　フルキャラット・ユニゾン （○）

　　ｆｉｅｌｄ／dream 　フィールド・ドリーム

    any FAM 　エニイファム

コスメ・雑貨 ｍｉｏｍｉｏ ミオミオ ㈱リブロ ○

レディス・キッズ・ファッション雑貨
ＨＵＳＨＵＳＨ ハッシュアッシュ ㈱ワールド ○

３ｃａｎ４ｏｎ サンカンシオン ○

レディス・ファッション雑貨
ＰＩＮＫ－ＡＤＯＢＥ ピンクアドベ ○

ＰＩＮＫ－ｌａｔｔｅ ピンク ラテ ○

生花 GINZA SANAI　FLOWER ギンザ サン アイフラワー ㈱ドトールコーヒー ○

化粧品・化粧雑貨・リラクゼーション ハウスオブローゼ ハウスオブローゼ ㈱ハウスオブローゼ ○

【２階】
レディス・メンズ・キッズ・ファッション雑貨 MAXY マキシー イトキン㈱ ○

（取扱ブランド）

 　 ＫＬＥＩＮ＋ 　クランプリュス

　　ａ.ｖ.ｖ 　アー・ヴェ・ヴェ

 　 ｏｆｕｏｎ 　オフオン

 　 AFFAIRE D'HOMMES 　アフェールドオム

　  iiMK 　アイアイエムケー

メンズ・レディス HVC エイチブイシー ㈱メックス ○

眼鏡 Zoff ゾフ ㈱アクシス

靴 ネオスタ ネオスタ ㈱タケヤ

メンズ・レディス・ファッション雑貨 ＴＨＥ　ＳＵＩＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ ザ　スーツ  カンパニー 青山商事㈱ ○

ＴＨＥ　ＳＵＩＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　she ザ スーツ  カンパニー　シー

【３階】 和食器 織部 オリベ ㈱織部 ○

ジュエリー 銀座じゅわいよ・くちゅーる・マキ ｷﾞﾝｻﾞｼﾞｭﾜｲﾖ･ｸﾁｭｰﾙ･ﾏｷ ㈱三貴 ○

手芸・クラフト バイハンズキンカ堂 バイハンズキンカドウ ㈱キンカ堂 ○

カジュアルウェア エディー・バウアー エディー・バウアー ｴﾃﾞｨｰ･ﾊﾞｳｱｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ○

【４階】
レディス・メンズ・キッズ・ベビー・ランジェ
リー・ファッション雑貨

ＵＮＩＱＬＯ ユニクロ ㈱ユニクロ ○

キャラクター雑貨 シーベレット シーベレット ㈱パレモ ○
レディス・ファッション雑貨

アンラシーネ アンラシーネ ㈱キャビン ○

生活雑貨 ｏｎｅ’ｓ　ｔｅｒｒａｃｅ ワンズ テラス ㈱ジェイテックス ○

【５階】
子供服・ベビー用品、おもちゃ アカチャンホンポ アカチャンホンポ ㈱赤ちゃん本舗

【６階】 家具・インテリア ＯＫＡＹ オーケー ㈱村内ﾌｧﾆﾁｬｰｱｸｾｽ

【７階】 100円ショップ ザ・ダイソー ザ・ダイソー ㈱大創産業

【８階】 総合衣料 パシオス パシオス ㈱田原屋 ○

エスニック雑貨 ＣＨＡＮＤＮＩ チャンドニィ ｸﾞﾚｰﾄｱｼﾞｱｼﾞｬﾊﾟﾝ㈲ ○

【９階】 書籍・雑誌 くまざわ書店 クマザワショテン ㈱カルチェ・イケダ

コミック コミックランドビーワン コミックランドビーワン ㈱カルチェ・イケダ

印鑑・印刷・表札 平安堂 ヘイアンドウ ㈱宣美

ＣＤ／ＤＶＤ 新星堂 シンセイドウ ㈱新星堂 ○

【飲食　全19店】

主な営業種目 店舗名 店舗名（カタカナ表記） 会社名 新店 改装

【１階】 スイーツ SWEET MONAKA  CREAM スウィート モナカ クリーム ｾﾝﾁｭﾘｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ ○

カフェ エクセルシオールカフェ エクセルシオールカフェ ㈱ドトールコーヒー ○

【３階】 ファーストフード マクドナルド マクドナルド 日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ○

【９階】 カフェ エスプレッソアメリカーノ ｴｽﾌﾟﾚｯｿｱﾒﾘｶｰﾉ ㈱ストリクトリー・シアトル

【１０階】 韓国料理 福寿 フクジュ ㈱榮林 ○

タルト＆パスタ ロッソペペロンチーノ ロッソペペロンチーノ ジローレストランシステム㈱

洋食 キッチンジロー キッチンジロー ㈱キツチンジロー ○

寿司 築地すし好 ツキジスシコウ ㈱築地すし好

南欧料理 ベッラべ～ラ ベッラべ～ラ ㈱フードリーム ○

そば 永坂更科布屋太兵衛 ﾅｶﾞｻｶｻﾗｼﾅﾇﾉﾔﾀﾍｲ ㈱永坂更科布屋太兵衛 ○

ハンバーグ シェーンズバーグ シェーンズバーグ ㈱フードリーム ○

釜飯・串焼き 旬花 シュンカ ㈱ニュートーキョー ○

そば・うどん 家族亭 カゾクテイ ㈱家族亭

　*　「ＦＵＬＬＣＡＲＡＴ　ＵＮｉＳＯＮ」（新店）は、「ＭＩＸ－Ｏ」（改装店舗）にて取り扱うブランドのひとつとなりますので、全館での新店数には含めておりません。



生活バリューモール　アルカキット錦糸町　店舗一覧表

【物販　全31店】

主な営業種目 店舗名 店舗名（カタカナ表記） 会社名 新店 改装

とんかつ いなば和幸 イナバワコウ 和幸㈱

ｽｲｰﾂ＆ﾍﾞｰｶﾘｰ ＰＥＫＯ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ ペコズ キッチン ㈱不二家

石焼チャーハン 広東炒飯店 カントンチャーハンテン ㈱広東炒飯店

ベトナム料理 ニャーヴェトナム ニャーヴェトナム ㈱フードワークス

薬膳中華 枸杞の実 クコノミ ㈱フードワークス

ﾍﾞｰｶﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ BAQET バケット ㈱バケット

【サービス　全17店】

主な営業種目 店舗名 店舗名（カタカナ表記） 会社名 新店 改装

【１階】 ＡＴＭ ゆうちょ銀行 ユウチョギンコウ ㈱ゆうちょ銀行

三菱東京ＵＦＪ銀行 ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｲｷﾞﾝｺｳ ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 ○

モビット モビット ㈱モビット

【３階】 美容室 ＴＡＹＡ タヤ ㈱田谷

携帯電話 ソフトバンク ソフトバンク テレセン㈱

理容室 Ｃ－ＰＬＡＣＥ シープレイス ㈱スカイ

携帯電話 ドコモショップ ドコモショップ ＩＴＣネットワーク㈱ ○

【４階】 保険比較相談 保険見直し本舗 ホケンミナオシホンポ ㈱保険見直し本舗 ○

旅行代理店 エイチアイエス エイチアイエス ㈱エイチ・アイ・エス ○

ネイルサロン ＮＡＩＬ ＳＴＡＴＩＯＮ ネイル ステーション ベレックス㈱ ○

【８階】 アミューズメント セガワールド セガワールド ㈱セガ ○

英会話 イーオン イーオン ㈱イーオン ○

【９階】 エステティックサロン ラ･パルレ ラ・パルレ ㈱ラ・パルレ

メンズラ･パルレ メンズラ・パルレ ㈱ラ・パルレ

リラクゼーション リラックス リラックス ㈱ＯＭＧ

【１０階】 占い 開運館Ｅ＆Ｅ カイウンカンイーアンドイー ㈱開運館Ｅ＆Ｅ

【１１階】 写真館 写真館　ピノキオ シャシンカン ピノキオ ㈱写真館ピノキオ




