
メディア関係者各位 

４.２６[ＴＨＵ] 
オリナス錦糸町 ＲＥＮＥＷＡＬ ＯＰＥＮ！ 

 ２０１２年４月２６日（木）東京スカイツリー®よりも一足お先に 

 オリナス錦糸町が新しく生まれ変わります。 
           ファッションを中心に雑貨・飲食まで全１６店舗が装い新たに加わり、オリナス錦糸町の基本 
           コンセプトでもある《カラフルな都市型エンターテインメント》としてトレンド発信していきます。 

◆リニューアル概要 
１．オリナス錦糸町の姿勢 

オリナス錦糸町は、いつもファッションやライフスタイルを発信すると共に、地域住民に配慮した魅力のある 

にぎわいと回遊性のある快適な都市環境の創出を通じて地域の活性化に寄与することを目指しています。 

新しい東京生活を、新しい出会いを、誰もが気軽に楽しめる場所へ。 

２．利便性の向上、より快適なライフスタイル、そして地域と共に歩む未来 

デイリーに於ける施設利用はもちろん、ウィークデイに於いても＜あきさせない＞施設環境やサービスに 

重点を置くと共に、有意義に過ごせるための付加価値として、雰囲気やおいしさにこだわった＜フードコート＞ 

新店舗として地域のライフスタイルをサポートする＜ドラッグストア＞、ターゲットに合わせたトレンドが魅力の 

＜ファッション・スポーツ・雑貨・インテリア店舗＞、安心して任せられる＜美容・サービス店舗＞、気軽に 

立ち寄れて充実したラインナップが自慢の＜書店・ＣＤ・シネマ＞等々。お客様が＜より便利で、より楽しく 

過ごせるオリナス錦糸町へ＞生まれ変わっていきます。 

そして、利便性だけには留まらず、拡大したキッズスペース、イスを館内に多数設置するなど、これまで施設に求められ
ていたものを多く反映することで、お客様のニーズに応え、満足度向上へと踏み出します。（5月中実施予定） 

将来を見据え、マーケットの変化に対応する柔軟な施設であり続けると共に、地域と共存し、 

日常をちょっと便利に、楽しく、そして普段使いにも充実した施設としてお客様を魅了していきます。 

 

３．メンズラインの強化・関東初出店テナント等、 

お客様のくらしに彩りを添える、ＭＤ構成 
メンズラインを強化し、ファミリーカジュアルの【GLOBALWORK】、2012年3月に誕生した新ブランド：レディス・メンズ・
キッズファッションの【SEVENDAYS＝SUNDAY】等を導入。名古屋に本社を置くスギ薬局が手がける、関東初出店のド
ラッグ＆コスメ【エスプラス】やイートアンド株式会社（よってこや・大阪王将）がプロデュースする、炙り焼き豚ラーメン【ら
びあんろーす】１号店等、バラエティ豊かなショップが登場します。 

《店舗概要》 

開業後初の全館リニューアル 

●開業年：2006年 

●売場面積：約35,000 m2 

●店舗数： 130店 

※うちニューオープン16店舗、リニューアルオープン店舗7店舗 

●駐車台数：989台 

◆リニューアルを記念して、olinasカードセゾン会員様限定１０％OFFセールを 
4/26（木）～30（月・祝）の５日間限定で実施致します。さらにうれしい特典としまして、 
さらなる割引やノベルティプレゼント等の特典も満載！即日ご入会もいただけます。 
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墨田区最大級のスポーツショップ ５月中旬オープン！ 
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Ｍａｌｌ １Ｆ・２Ｆ・３Ｆに、新ショップ＆リニューアルショップ 

 4.26 [ＴＨＵ]オープン！ 

1FにNew Shop「SEVENDAYS=SUNDAY」がＯＰＥＮします！ 
様々なシーンに対応した「トレンドコーディーネート提案力」で「カ
ジュアル」や「リラックス」、「ナチュラル」、「マリン」などのトレンドを
取り込み、「オフカジュ」を楽しむ全ての人たちに提案いたします。 

グローバルワークが３Ｆから１Ｆに移設し、売場が大きく、更に
商品も充実しお買いのもが更に楽しくなります！ 
ウィメンズ、メンズ、キッズの春物新作商品が続々入荷し、
ファミリーファッションを応援します。 

オリナスにドラッグ＆コスメショップがＯＰＥＮ！「もっとキレイに」
「もっと健康に」をテーマに、お客様のご要望に耳を傾け、情報発
信するお店です。 

有名ブランドを中心にスポーツウエア・シューズをはじめ、野
球・サッカー・テニス等、競技用品やスイム・フィットネス・ラ
ンニングアイテムまで充実の品揃えでナビゲートいたします。 

ライフスタイルの多様化により、様々なスタイルを持ったマインド年齢の顧客をターゲットに、 
毎日のファッションスタイルやライフスタイルに彩りを添えるショップが登場します！ 

Ｍall

１Ｆ
Ｍall

１Ｆ

Ｍall

2Ｆ
Ｍall

2Ｆ

毎日の生活を休日のようにリラックスしながらアクティブに楽しむ
カップルやファミリーにおすすめ！ 

「それぞれの自然体」をテーマに、素材の持つ風合いとトレンドを
融合させた商品を豊富にラインナップ！ 

お客様の要望が強い「ドラッグ＆コスメ」ショップを導入！ 
毎日のくらしにお役立ち。 

Core

１Ｆ

近年のスポーツブームを受け、健康と心健やかなスポーツライフを応援するショップを堂々オープン。墨田区
総合体育館や野球場など、区民の運動に関する要望が形になった「錦糸公園」に隣接した商業施設として、
お客様のスポーツライフのパートナーに。 

大型スポーツ専門店「スーパースポーツゼビオ」 

アウトドア専門店「エルブレス」アウトドアを新感覚でご提案。 

有名ブランドを中心にハイキング～トレッキング用品、ファミリー
キャンプをメインにテントやファニチャー等も取り揃えております。 

ゴルフ好きのお客様にお役立ち！ゴルフ専門店の「ヴィクトリア ゴルフ」 

試打室、シュミレーションや大きなパターコーナーなど充実。 

ウェアも豊富に品揃え、コーディネートを楽しめます。 

 



最新トレンドからベーシックまでをバランスよくＭＩＸし、リアルで等身大のスタイリングをお手頃
なプライスで提案します。※3月オープン 
 

GAL FIT レディスファッション 

 ４.２６[ＴＨＵ]オープン 新ショップ＆リニューアルショップ 店舗情報一覧 

 フロア 店舗名 業種 ショップ概要 

 モール 
１Ｆ 

 モール 
２Ｆ 

 モール 
３Ｆ 

ファミリーカジュアル 

毎日の生活を休日のようにリラックスしながら、アクティブに過ごす新しいカップルに向けて、 
オフタイムのカジュアルスタイルをご提案。 

“Ｓｔｏｌａ.”とはラテン語で「ドレス」の意味。毎日のオシャレを大切にしたいと考える女性に向け
て“やさしさ”漂う大人フェミニンスタイルを提案するブランドです。 

ナチュラルで毎日のコーディネートに取り入れやすいのに、今どきでかわいい。毎日が楽しく
て新しい、自然体でいたい、そんな女の子へのＯＦＦスタイルをｃｅｐｏでは提案します。   
※3月オープン 

SEVENDAYS 
＝SUNDAY 

Cactus..cepo. 

ＧＬＯＢＡＬ 
WORK 

Stola. 

レディスファッション 

エスプラスは全ての女性のキレイを応援するビューティドラッグストアです。気軽に相談出
来る美容・健康のプロスタッフが貴方の悩みにわかり易く親切にお答えします。エスプラス
はスギ薬局グループの一員です。 

エスプラス ドラッグ＆ 
コスメ 

日本で最初の男性専用エステティックサロン。医学的・スポーツ医科学的に効果が検証され
たエステティック技術と最高のおもてなしで、贅沢なひとときを提供。男性が求めている《美》、 
《健康》、そして《癒し》を最高の形で実現します。 

男のエステ 
ダンディハウス 

エステティック 
サロン 

女優、藤原紀香さんでお馴染の《エステティック ミス・パリ》。ハイグレードなインテリア、癒しと
くつろぎを与える空間で、訪れた全ての女性を夢の世界へ。世界レベルの資格を持つエステ
ティシャンが、丁寧に美しさの秘訣をトリートメントしていきます。 

エステティック 
ミス・パリ 

エステティック 
サロン 

「それぞれの自然体」をテーマに、素材の持つ風合いを生かしながらトレンドを融合させたアイ
テムをウィメンズ・メンズ・キッズのラインナップで展開しています。 

レディス・メンズ・キッ
ズファッション 

リヴァンス＋ 
オレンジハウス 

ＬＤＫをキーワードに、ふだん暮らしにこだわったインテリア・リビング雑貨専門店のリヴァンスと
「生活に楽しさと潤いを提供する」をテーマにしたキッチン雑貨の専門店オレンジハウスが装い
新たに登場。 ※4/19リニューアルオープン 

インテリア・雑貨 

キャラクター小物から大人の化粧品など幅広い雑貨をとり揃えて小さなお子様から大人の方
まで楽しくお買物をしていただけるそんなお店です。※3月リニューアルオープン 
 

Dear patty‘s バラエティ雑貨 

自家製の焼豚を特製のタレで炙って旨味と甘みを閉じ込めた《炙り焼豚》それを背脂を落した醤油 
とんこつのラーメンにドサッと乗せた逸品。スープと麺を一緒に食せば、満足間違いなし！ 
 

らびあんろーす 炙り焼豚ラーメン 

厳選した食材と、徹底した味へのこだわり。《うまい牛丼》の吉野家が、新たなそばを生み出し
た！こだわりの凝縮した《打ちたて・茹でたての本格十割そば》を《変わらぬ美味しさの牛丼》と、
ぜひご賞味ください。 

そば処 吉野家 そば・牛丼 

「キモチを前へ、うごかす服」 「いい一日を、着よう」自分を楽しむ大人のカップルへ 

ナチュラル＆シックなキレイめファッションにトレンドを加えた遊び心のあるショップです。さらに
リラックスウエアも限定で品揃えしお客様のライフスタイルを充実いたします。  

 
CIQUETO 
（チキュート） 

 

レディス・ 
メンズファッション 

URBAN 
SELECTION 

ライフスタイルに沿ったアイウェアが揃うアーバンセレクション。気軽に楽しめるメガネ一式 
４９００円のエントリーラインから、日本製のハイエンドラインまで豊富にラインナップしています。 
※3月オープン 

メガネ・サングラス 

ブリーズ キッズファッション 
ブリーズは、ワクワクする楽しさと掘り出し物を見つけた、感動をベースに、トレンドを程よくミッ
クスさせた子供達のための、デイリーアメリカンカジュアルを提案するSHOPです。ベビー（50-
70cm)・子供服(80-140cm)と雑貨・おもちゃが揃っています。 

MOMI&TOY’S サンドイッチ＆ 
クレープ 

お好みのパンとお好みの野菜や具材を選びあたたかいパンではさんだ、健康的で本当においし
いサンドイッチと、 既に多くの根強いファンをもつ、独自の製法の生地と生クリームにこだわった
大ヒット商品「とろけるクレープ」を 「同店舗で提供する」、従来にはないスタイルのショップです。  

クラークスショップには、デザートブーツやワラビーなどのクラークスオリジナルズをはじめ、ビジネ
スやカジュアルなどの幅広いシーンで活躍する履き心地の良いシューズが豊富に揃っています。 

クラークス シューズ 

Asrabbit 
自由が丘の人気カジュアルショップ。アメリカ西海岸のデイリーカジュアルがコンセプト。リニュー
アルオープンに伴い開放的になった売り場でお買い物を楽しめるようになりました。 
※4/11リニューアルオープン 

レディス・メンズ 
ファッション 
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 フロア 店舗名 業種 ショップ概要 

 コア 
１Ｆ 

大型スポーツ専門店「スーパースポーツゼビオ」は有名ブランドを中心にスポーツウエア・
シューズをはじめ、野球・サッカー・テニス等、競技用品やスイム・フィットネス・ランニングアイ
テムまで充実の品揃えでナビゲートいたします。 

Super Sports 
XEBIO 

OTTIMO ITALIA 

L-Breath 

Victoria Golf 
「Victoria Golf（ヴィクトリアゴルフ）」では、ゴルファーが抱える悩みや問題を解決！試打コー
ナーも完備され、本格派も呻らせる魅力的なゴルフ用品を取り揃えたゴルフ専門店です。  

「L-Breath（エルブレス）」は、アウトドアを新しい感覚でとらえたショップ。 
こだわりのアウトドア用品を取り揃えたファッション感覚にあふれたアウトドア専門店です。  

バラエティに富んだ本格イタリアンをバイキングスタイルでお楽しみいただけるブッフェレスト
ラン「オッティモイタリア」。太陽をいっぱい浴びた完熟トマトなど、こだわりの食材を使った料
理は、前菜、パスタ、ピッツァ、メインディッシュ、デザートなど、約40種類。 

イタリアン 
ブッフェレストラン 

スポーツ用品 

アウトドア用品 

ゴルフ用品 

レディスファッション 

New 

New 

New 

New 

New 

New 

New 

 New  

New 

New 

New 

New 

New 

New 

New 

New 

QBハウス ヘアカット専門店 'カット'のみに特化したサービスを提供するヘアカット専門店です。カットに要する時間は、
約10分。価格は、1000円（税込み）にて提供いたしております。 



★４／２８日（土）、２９日（日）   olinas メリーゴーランド 

オリナスにメリーゴーランドがやってくる！！ 
※当日お買い上げ５００円（税込）以上のレシートをご提示の小学生以下のお客様に 

ご参加いただけます。 

◆時間 11：00～18：00 ◆場所 olinas mall  1F エントリーコート 

 

★４／２６日（木）～３０（月・祝）   駐車場料金３時間無料！！！ 
期間中、駐車場料金3時間無料。 
※お買い物・映画館利用・カード提示等に応じた既存サービスは別途付加（最大10時間無料）。 

 

★４／２６日（木）～５／６（日）   スペシャル大抽選会を開催！！ 
期間中、対象店舗にて1会計3,000円（税込）お買い上げごとに応募券を1枚配布。 

必要事項を記入のうえ応募BOXに投函すると抽選で豪華賞品をプレゼント！ 

  Ａ賞   沖縄２泊３日の旅 ペアご招待    Ｂ賞 ロボット掃除機 アイロボット ルンバ７７０             
               １組２名様                                 １名様 

 

 

 

 

  C賞     静岡産 クラウンメロン ５名様     D賞   ホームシアター PURE   ５名様 

                                          その他多数景品あり 

★５／３（木・祝）ＴＯＫＹＯ ＦＭ シナプス公開録音開催決定！ 
ＴＯＫＹＯ ＦＭのワイド番組「シナプス」の公開録音を開催！ 

人気ゲストをお招きしてお届けするライブ＆トーク！ 

◆時間 １５：３０～１６：３０（予定） ◆場所 olinas mall  1F エントリーコート 

 
ゲストアーティスト 

 

 

                                                          その他 

                                     ゲスト予定あり。    

 
             

             持田香織         Ms.OOJA              MC やまだひさし 
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リニューアルオープンを記念し、楽しいイベント盛りだくさんで、皆さまのお越しをお待ちしております。 

※イベントにつきましては、天候などの状況により、日時場所が変更になる場合がございます。 

★４／２６日（木）～３０日（月・祝）  
olinas カードセゾン会員様限定の抽選会を開催!！ 
期間中対象店舗にてolinasカードセゾンご利用5,000円（税込）ごとに１回抽選、新規カード入会のお客様には、
入会申込書提示で1回抽選に参加ができ、豪華商品が当たります。 
◆時間10：00～21：00 ◆場所 olinas mall  1F エントリーコート 

 


