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平成26年1月31日 

報道関係各位 

三井不動産株式会社 

JR「錦糸町」駅前の生活バリューモール「アルカキット錦糸町」 

大規模リニューアルで店舗数が 69 店舗から 94 店舗に大幅増加  

墨田区初出店を含む51店舗が3/20（木）より順次新規・改装オープン 

■ 三井不動産株式会社（所在：東京都中央区 代表取締役社長 菰田正信）は、「アルカキット錦糸町」（所在：

東京都墨田区 運営：三井不動産商業マネジメント株式会社）の大規模リニューアルを実施します。本リニュ

ーアルでは、当施設をご利用いただいている幅広い年齢層のお客さまの多様なニーズに応えるため、区画を分

割して店舗数をこれまでの69店舗から94店舗に大幅に増加し、新規30店舗、改装・移転21店舗の計51店

舗が、本年3月20日（木）から7月にかけて順次オープンします。（一部店舗は先行オープン） 

＜「アルカキット錦糸町」大規模リニューアルの主な特徴＞ 

■ 69店舗から94店舗へ店舗数大幅増、バラエティ感アップでお買い物を楽しく  

■ 「GU」「無印良品」が出店し、既存店と合わせ日常使いに便利な大型店舗が集積 

■ 地下1階をデイリーライフの利便性を高めるゾーンとし、より日常の暮らしに寄り添う施設へ 

■ フロア構成を再構築し、館内の買い回りがより便利に 

■ ポイントカードの導入によりますます便利に（6月開始予定） 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

■ 当施設は、JR「錦糸町」駅前という利便性の高い立地にあり、百貨店「そごう」の撤退後、城東地区*にお住

まいの方々の日常生活におけるニーズをワンストップで満たす“生活バリューモール”として、2002 年にオ

ープンしました。城東地区にお住まいの方々のみならず、城東エリアにお勤め・通学される方々、さまざまな

用事で錦糸町を訪れる方々など、幅広いお客さまから高いご支持をいただき、オープン以降、約1億人（2013

年 12 月末時点）のお客さまにご来場いただきました。本リニューアルにより、当施設をご利用されるお客さ

まの日常生活をより一層サポートする施設へと進化します。  *城東地区…主に墨田区、江東区、江戸川区、葛飾区 

 

「アルカキット錦糸町」リニューアル 内観イメージ 

第1弾 3月20日（木）オープン予定 

24店舗（新店12店舗／改装・移転12店舗）

第2弾 6月中～下旬オープン予定 

21店舗（新店12店舗／改装・移転9店舗）

第3弾 7月上旬オープン予定 

6店舗（新店6店舗） 

69 店舗 94 店舗 

 

51 店舗
新規・改装 
オープン 

     ※一部店舗は先行オープン
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■ 全 69 店舗から 94 店舗へ店舗数大幅増、バラエティ感アップでお買い物を楽しく 

幅広い年齢層のお客さまの多様なニーズに応えるため、店舗数をこれまでの 69 店舗から 94 店舗に

大幅に増加いたします。リニューアル第 1 弾として 3 月 20 日（木）に 24 店舗（新店 12 店舗、改

装・移転 12 店舗）がオープンします。その後、第 2 弾として 6 月中に 21 店舗（新店 12 店舗、改

装・移転 9 店舗）、第 3 弾として 7 月に新店 6 店舗がオープンします。 （一部店舗は先行オープン） 

■ 「GU」「無印良品」が出店し、既存店と合わせ日常使いに便利な大型店舗が集積 

墨田区初出店となるレディース・メンズ・キッズの豊富なラインアップをリーズナブルなプライス

で提供するカジュアルブランド「GU」、シンプルなデザインで海外からの人気も高い「無印良品」

が出店し、既存の大型店「アカチャンホンポ」「ユニクロ」「ダイソー」やヨーロッパの最新トレン

ドを取り入れて新しくリニューアルオープンする「OKAY」などと合わせ、日常使いに便利な店舗が

集積します。 

■ 地下 1 階をデイリーライフの利便性を高めるゾーンとし、より日常の暮らしに寄り添う施設へ 

リーズナブルに品質の良い商品を提供するスーパーマーケット「ライフ」やドラッグストア「サン

ドラッグ」、クリーニング店などが出店し、日常生活のサポートをより強化するとともに、日常のお

買い物や用事をワンストップで満たす施設となります。 

■ フロア構成を再構築し、館内の買い回りがより便利に 

ゾーン（フロア）構成の見直しにより、2 階にレディスの店舗を拡充して集積させ、買い回りを強化

しました。1 階・2 階には「studio CLIP」「PRÉSENT PRÉSENT」「Hare no hi」などライフスタイ

ル提案型ブランドが充実、関東では 2 店舗目となる韓国コスメブランド「TONY MOLY」なども出店

します。その他、下着や服飾雑貨、新世代フォーマルファッションなどバラエティ豊かな店舗構成

とし、メンズの取り扱い店舗も増やしました。 

■ ポイントカードの導入によりますます便利に（6 月開始予定） 

選べる 2 つのポイントカード、「三井ショッピングパークカード《セゾン》」「三井ショッピングパー

クポイントカード」を本年 6 月に導入予定です。対象施設でのお買い上げ 100 円（税抜）につき 1
ポイント、クレジット決済の場合 100 円（税抜）につき 2 ポイント付与されます。貯まったポイン

トは 500 ポイントごとに 500 円分のお買い物にご利用いただけます。他の三井不動産グループの施

設で貯めたポイントを、当施設および対象施設でのお買い物でご利用いただくことが可能となりま

す。 

 
以  上 
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＜添付資料 1＞リニューアル店舗一覧 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜新店＞

業態 店舗名 店舗名（ｶﾅ） オープン日 フロア 備考

コスメ TONY MOLY ﾄﾆｰﾓﾘｰ 3/20 1階 墨田区初
雑貨 PRESÉNT　PRESÉNT ﾌﾟﾚｻﾞﾝﾌﾟﾚｻﾞﾝ 3/20 1階 新業態／関東初
アクセサリー Heartdance ﾊｰﾄﾀﾞﾝｽ 3/20 1階
靴 マーレマーレデイリーマーケット ﾏｰﾚﾏｰﾚﾃﾞｲﾘｰﾏｰｹｯﾄ 3/20 1階
レディス Glass Line ｸﾞﾗｽﾗｲﾝ 3/20 2階 墨田区初
レディス Tｅ chichi/Lugnoncure ﾃﾁﾁ/ﾙﾉﾝｷｭｰﾙ 3/20 2階 都内初
レディス・雑貨 Hare no hi　from 木糸土 ﾊﾚﾉﾋﾌﾛﾑﾓｸｼﾄﾞ 3/20 2階 墨田区初
レディス・服飾雑貨 Room Journey ﾙｰﾑｼﾞｬｰﾆｰ 3/20 2階 都内初
レディス レプシィムローリーズファーム ﾚﾌﾟｼｨﾑﾛｰﾘｰｽﾞﾌｧｰﾑ 3/20 2階 墨田区初
インナーウェア （仮称）AMPHI新業態 （ｶｼｮｳ）ｱﾝﾌｨｼﾝｷﾞｮｳﾀｲ 3/20 2階 新業態／都内初
靴・雑貨 ESPERANZA-GINZA-japon ｴｽﾍﾟﾗﾝｻｷﾞﾝｻﾞｼﾞｬﾎﾟﾝ 3/20 2階 墨田区初
時計 TiCTAC ﾁｯｸﾀｯｸ 3/20 2階
和食 串家物語 ｸｼﾔﾓﾉｶﾞﾀﾘ 4/25 10階 墨田区初
メンズ・レディス・キッズ THE SHOP TK MIXPICE ｻﾞｼｮｯﾌﾟﾃｨｰｹｰﾐｯｸｽﾊﾟｲｽ 6/13 3階 墨田区初
シャツ BRICK HOUSE by Tokyo Shirts ﾌﾞﾘｯｸﾊｳｽﾊﾞｲﾄｳｷｮｳｼｬﾂ 6/13 3階
レディス・服飾雑貨 studio CLIP ｽﾀﾃﾞｨｵｸﾘｯﾌﾟ 6/27 2階 墨田区初
靴下・インナーウェア tutuannna marche 365DAYS ﾁｭﾁｭｱﾝﾅﾏﾙｼｪ365ﾃﾞｲｽﾞ 6/27 2階 新業態／都内初
婦人フォーマル・雑貨・他 form forma ﾌｫﾙﾑﾌｫﾙﾏ 6/27 2階 墨田区初
レディス・メンズ・キッズ GU ｼﾞｰﾕｰ 6/27 6階 墨田区初
生活雑貨・食品・衣料 無印良品 ﾑｼﾞﾙｼﾘｮｳﾋﾝ 6/27 6階
ドラッグ サンドラッグ ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 7/9 地下1階
新築マンション相談サービス スーモカウンター ｽｰﾓｶｳﾝﾀｰ 7/9 地下1階 墨田区初
クリーニング ポニークリーニング ﾎﾟﾆｰｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 7/9 地下1階
幼児教室 めばえ教室 ﾒﾊﾞｴｷｮｳｼﾂ 7/9 地下1階
スーパーマーケット ライフ ﾗｲﾌ 7/9 地下1階

＜改装＞

業態 店舗名 店舗名（ｶﾅ） オープン日 フロア 備考

総合衣料 パシオス ﾊﾟｼｵｽ 1/23 8階
カジュアルウェア エディー・バウアー ｴﾃﾞｨｰ・ﾊﾞｳｱｰ 2/19 3階
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 3/20 1階
ネイル NAIL STATION ﾈｲﾙｽﾃｰｼｮﾝ 3/20 1階
レディス・キッズ・服飾雑貨 anyFAM/Dip Drops ｴﾆｲﾌｧﾑ/ﾃﾞｨｯﾌﾟﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ 3/20 1階
メンズ・レディス・服飾雑貨 field/dream ﾌｨｰﾙﾄﾞ/ﾄﾞﾘｰﾑ 3/20 1階
メンズ・レディス・キッズ a.v.v ｱｰﾍﾞｰﾍﾞｰ 3/20 2階
レディス OFUON ｵﾌｵﾝ 3/20 2階
コスメ・雑貨 miomio ﾐｵﾐｵ 3/20 2階
和食器 織部 ｵﾘﾍﾞ 3/20 4階
旅行代理店 H.I.S. ｴｲﾁｱｲｴｽ 3/20 8階
携帯電話/関連雑貨 Softbank/UNiCASE ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ/ﾕﾆｹｰｽ 3/20 8階 新業態／墨田区初
携帯電話 ドコモショップ ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ 4/4 8階
エステティックサロン たかの友梨 BEAUTY  CLINIC ﾀｶﾉﾕﾘ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ｸﾘﾆｯｸ 4/11 9階
理容室 C-PLACE ｼｰﾌﾟﾚｲｽ 4/25 3階
メンズ・レディス・ファッション雑貨 THE SUIT COMPANY ｻ ﾞｽｰﾂ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 6/13 3階
靴 ネオスタ ﾈｵｽﾀ 6/13 4階
ジュエリー じゅわいよ・くちゅーる・マキ ｼﾞｭﾜｲﾖ・ｸﾁｭｰﾙ・ﾏｷ 6/27 2階
家具・インテリア OKAY ｵｰｹｰ 6/27 6階 新業態
手芸 クラフトハートトーカイ ｸﾗﾌﾄﾊｰﾄﾄｰｶｲ 6/27 6階
バラエティ雑貨 シーベレット ｼｰﾍﾞﾚｯﾄ 6/27 6階

※上記リストは2014年1月31日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
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＜添付資料 2＞「アルカキット錦糸町」概要 

所在地 東京都墨田区錦糸 2-2-1（アルカタワーズ錦糸町第 2 街区 A2 棟） 

建物所有 日本生命保険相互会社（※三井不動産株式会社が一括で借受け） 

構造規模 地下 5 階地上 12 階建（店舗：地下 1 階から地上 11 階） 
鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄筋コンクリート造)  

敷地面積 約 7,686m2  

延床面積 約 78,597m2 

店舗面積 約 33,957m2 

店舗数 現在  ：69 店舗 
リニューアル後 ：94 店舗 

駐車台数 約 250 台(地下 2 階、地下 3 階) 

設計 株式会社交建設計 

施工 大成建設株式会社 

開業 2002 年 3 月 

営業時間 物販（1～9 階）  10：00～21：00 
スーパー（地下 1 階） 未定 
レストラン街（10 階） 11：00～22：30 

定休日 不定休 

交通 JR 総武線・総武快速線「錦糸町」駅 北口より徒歩 1 分 
東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 3 番出口より徒歩 2 分 

ホームページ http://www.arcakit.com/ 

運営管理 三井不動産商業マネジメント株式会社 

 

＜添付資料 3＞位置図 


