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報道関係資料 

２０１９年７月４日 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社東急百貨店  

 

 

株式会社東急百貨店（以下、当社）は、２０１９年１１月１日（金）に開業予定の大規模複合施設 

「渋谷スクランブルスクエア」  ショップ＆レストランに、当社の新業態となる「＋Ｑ（プラスク）」 

「４２８‐２２４（シブヤニーニーヨン）」「ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ（トウキュウ フードショー エッジ）」を 

出店します。 
 

今回の出店では、渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストランのビジョン「世界最旬宣言」を踏まえ「最

旬」「ＮＥＷ」に徹底的にこだわりました。当社出店区画内には、目利き力・編集力を生かし、ポップアップショ

ップも含め約１２０の売り場・ショップを編集しました。日本初上陸４ショップ、ONLY・新業態３０ショップがライ

ンナップします。 
 

当社は中期経営計画にて、「融合型リテーラー」への挑戦を掲げており、新規事業を創出し、多様な事業

展開を推進しています。今回の出店はその取り組みの一環でもあり、今後、「生活サービス提案企業」として、

より一層お客さまのさまざまな生活シーンに貢献することを目指します。 
 

各フロアのテナントやブランド詳細につきましては別添資料をご参照ください。 

 

【渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟） 出店概要】 

 
（参考） 本日、この資料は東商記者クラブにお届けしています。 

 

 

事業主体 東京急行電鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社 

運営会社 渋谷スクランブルスクエア株式会社 

所 在 地 東京都渋谷区渋谷２丁目２４番１２号 

開   店 ２０１９年１１月１日（金） 

営業時間 当社出店区画：１０時～２１時 

売場面積 

当社出店区画 合計 ： 約５，２５０㎡ 

６階 「＋Ｑ ＢＥＡＵＴＹ」／ビューティー ： 約１，９７０㎡ 

５階 「＋Ｑ ＧＯＯＤＳ」／バッグ・シューズ・ファッション雑貨 ： 約１，３８０㎡ 

４階 「４２８－２２４」／ファッション ： 約２６０㎡ 

１階 「ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ」／スイーツ ： 約４００㎡ 

Ｂ２階 「ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ」／デリ・ベーカリー・イートイン ： 約１，２４０㎡   

より多様な提供価値を創出する「融合型リテーラー」への挑戦 
 

２０１９年１１月１日（金）開業 渋谷スクランブルスクエアに 
東急百貨店が運営する新業態を出店 

 
～渋谷駅直結の新施設に、日本初上陸含む約１２０の売り場・ショップを編集～ 

＜本件に関する報道関係のお問い合わせ先＞ 

東急百貨店ＰＲ事務局（ピーポイントプロモーション内） 担当：藤丸、佐瀬 

ＴＥＬ：０３－３５８４－７３５３ ＦＡＸ：０３－３５８４－１３１０ Ｅ－ｍａｉｌ： pr-tds@ppoint.co.jp 
 

 

Ｃａｒａｔ ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ フロアイメージ 

（１階の一部） 

＋Ｑ ＧＯＯＤＳ フロアイメージ（５階・一部区画を除く）

部） 

４２８‐２２４ ショップイメージ（４階の一部） 

mailto:pr-tds@ppoint.co.jp
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＜別 紙＞ 

 

 ■「＋Ｑ（プラスク）」 

 
目利き力・編集力を生かし、エリア特性やマーケットにあわせて編集

する新たなファッション・ライフスタイル専門店業態です。 

今後、多店舗展開を想定しています。 

 
名称の由来 : 

東急百貨店の「Ｑ」の文字に、日々の暮らしにクオリティ（Ｑｕａｌｉｔｙ）・探求心（Ｑｕｅｓｔ）・ 

神髄（Ｑｕｉｎｔｅｓｓｅｎｃｅ）・飛躍（Ｑｕａｎｔｕｍ）、４つの意味をプラス。 

あなたの毎日をさまざまな面から少しプラスしていきたい、という意味を込めました。 

 

＜渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストランへの出店＞ 

・「＋Ｑ ＢＥＡＵＴＹ（プラスク ビューティー）」 

コスメときれいにまつわるアイテムを集めた全く新しいビューティーフロアで６階に出店します。 

 

・「＋Ｑ ＧＯＯＤＳ（プラスク グッズ）」 

雑貨に特化した編集ＭＤのゾーンで、５階（一部区画を除く）に出店します。 

 

 

６階 「＋Ｑ ＢＥＡＵＴＹ（プラスク ビューティー）」／ビューティー 
 
約６００坪の中にコスメ４０ブランドとカフェ、 

期間限定ショップを高密度編集した、 

渋谷エリア最大級の規模を誇る全く新しいビューティーフロア 

最新・最旬のメイクアップブランドに加え、総合カウンセリングブラン

ドや、オーガニックコスメ、フレグランスなどコスメやキレイにまつわるブ

ランドをラインナップ。ブランドごとの垣根を低くし、幅広いアイテムを約

６００坪のなかに展開。５カ所の「Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｇｅ（イベントステージ）」で

は、話題の雑貨から食の特集、メイクアップイベントまで、美にまつわる

最先端のテーマを体感できます。美のさまざまな要素をカバーする全

く新しいビューティーフロアです。 

 

目玉のメイクアップゾーンには、渋谷エリア最大級、１７のメイクアップブランドが勢ぞろい。ＮＹ発のメイクア

ップコスメブランド＜Ｔｏｏ Ｆａｃｅｄ（トゥー フェイスド）＞をはじめ、３ブランドが渋谷エリア初出店。内装にもデ

ジタルサイネージを多用し、高揚感とライブ感溢れるスクランブルビューティーを実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋Ｑ ＢＥＡＵＴＹ フロアイメージ（６階） 
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５階（一部区画を除く） 「＋Ｑ ＧＯＯＤＳ(プラスク グッズ)」／バッグ・シューズ・ファッション雑貨 
 
圧倒的かつ幅広いテイスト・グレードのアイテム編集で、 

お気に入りが必ず見つかる、 

“渋谷エリア随一のファッション雑貨のデスティネーション” 

バッグブランドを中心に幅広いグレードのアイテムがそろうブティック

ゾーン＜アベニュー＞、スニーカーからパンプスまで「今欲しい」がそ

ろう約１，８００足のシューズ編集ゾーン＜パーク＞、新しい発見があ

り、ファッション好きの好奇心をくすぐる雑貨編集ゾーン＜ストリート＞。

これらの３つのゾーンと新鮮な提案をし続ける２カ所の「Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｇｅ

（イベントステージ）」で構成された、雑貨を買いまわる楽しさを体験でき

るフロアです。 

 

日本初の直営店となるドイツのユニセックスバッグブランド＜ＶｅｅＣｏｌｌｅｃｔｉｖｅ（ヴィーコレクティヴ）＞とベル

ギーのレザーバッグブランド＜ＮＥＵＶＩＬＬＥ（ヌービル）＞をはじめ、大人の女性に向けたスニーカーセレクト

＜ＺＹＸ（ジックス）＞や、プロデューサーのディレクションによるアクセサリー・ファッション雑貨セレクト＜ＲＥＡＬ 

ＤＥＳＩＧＮ ＳＩＴＥ（レアル デザイン サイト）＞など、ここから発信する新業態もそろいます。 

 

 

 

４階の一部 「４２８－２２４」／ファッション 
 
旬なデザイナーやクリエイターのアイテムを取り扱う、 

個性豊かなブランドショップや編集ショップを一つの空間に融合。 

全体を当社がプロデュースする新しいセレクトストア 

“ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＡＳＨＩＯＮ ＰＡＲＫ”をコンセプトにした、高感度な女性

に向けたファッションセレクトストアです。国内外５０以上の最旬ブランドをと

りそろえ、意外なアイテムの組み合わせや斬新なスタイリングが新しい発見

となるような提案をいたします。 

 

インターナショナルデザイナーズを中心に世界中から旬のブランドをセ

レクトする＜マギークープ（渋谷エリア初）＞や、国内外の高感度ファッショ

ンを、雑誌と連動しながら提案する＜集英社フラッグショップ（渋谷エリア初）＞、コンテンポラリージュエリー・

アクセサリーを国内外からセレクトした新業態＜ディアリウム＞、新進気鋭の女性ディレクターが手掛けるア

パレルブランド＜リムアーク＞など、独自のスタイルと個性をもつショップとともに、アパレルから雑貨までを可

変的に提案する「Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｇｅ（イベントステージ）」を加え、全体を構成します。 

 

ストア名称は、当社の原点である「渋谷（４２８）」、所在地である「渋谷２丁目２４番（２２４）」からネーミングし

ました。 

 

 

 

 

＋Ｑ ＧＯＯＤＳ フロアイメージ（５階・一部区画を除く） 

４２８－２２４ ショップイメージ（４階の一部） 
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■「ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ（トウキュウ フードショー エッジ）」 
 

「流行・話題性」「本物・本質」「機能性・利便性」にフォーカスした

最先端な新業態。 

 
＜渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストランへの出店＞ 

スイーツとデリ、ベーカリーに特化した食品専門店として、地下２階および１階（一部区画を除く）に 

出店します。 

 

１階（一部区画を除く） 「ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ」／スイーツ 
 
最先端のスイーツが集合する“スイーツパビリオン” 

１階は、“スイーツパビリオン”をコンセプトに日本初・渋谷エリア初が集う、

最先端のスイーツが集合するフロアです。世界的な巨匠や新進気鋭のパテ

ィシエ・クリエーターが集合する「ワールドブティック」ゾーンと、個性あふれる

ギフトにも適した国内外の注目スイーツを取りそろえた「Ｃａｒａｔ ＴＯＫＹＵ Ｆ

ｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ（カラット トウキュウ フードショー エッジ）」で、ここだけの

スペシャリティースイーツをお楽しみいただけます。 

 

パリを魅了した圧倒的な美味しさ、フランス菓子の王道で勝負する＜ＭＯ

ＲＩ ＹＯＳＨＩＤＡ＞がついに日本初上陸。その他にも、フランス料理界の巨

匠によるデザート・サロン併設のショコラ専門店＜ル・ショコラ・アラン・デュカ

ス＞や、ＡＯＰ認定フランス産発酵バター「エシレ」の専門店＜エシレ・パテ

ィスリー オ ブール＞、チョコレートマニアが集まるオンラインチョコレートセ

レクトショップ＜ｃ７ｈ８ｎ４ｏ２（チョコガカリ）＞初のリアルショップが出店しま

す。 

 

地下２階 「ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ」／デリ・ベーカリー・イートイン 
 
オフィスワーカーや来街者のニーズを捉えた“食のエンターテインメント空間” 

地下２階は、日本初上陸となる３ショップをはじめ数々の新ブランドが登場。 

また“食のエンターテインメント空間”に相応しい、ライブキッチン、イベン

トスペース、イートインコーナーなどを備える多機能で新しいフードフロアで

す。世界各国の食文化が楽しめるワールドフードや思わず試してみたくなる

ヘルシーフード、注目ショップを紹介するイベントスペースなどで構成される

「Ｊｕｓｔ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄ」ゾーン、一流の食を手軽に楽しめるイートインやセル

フコーナーを備え、忙しい毎日を送る渋谷に集う人々の食生活をサポー

トする「Ｓｍａｒｔ ｄｉｎｉｎｇ ＆ ＤＥＬＩ」ゾーン、古き良き日本の食文化をリメ

イクし、新しい価値を提供する「ＮＥＷ Ｂａｓｉｃ」ゾーンなど、さまざまなアプローチで世界最旬を発信します。 

 

ハワイで人気のヴィーガンカフェ＜Ｐｅａｃｅ Ｃａｆｅ Ｈａｗａｉｉ（ピースカフェ ハワイ）＞や、かわいいオリジナル

包子が注目の台湾料理＜参和院＞、ミシュランで５度星を獲得したレストランのベーカリー＜ティエリー マルク

ス ラ ブーランジェリー＞が日本初上陸で登場します。連日行列ができる天丼専門店がテイクアウト形式の新

業態＜日本橋 天丼 天むす 金子半之助＞として出店するほか、創業１５０年を迎えた木村屋はあんぱんと牧

場直送の牛乳が楽しめるミルクスタンド＜キムラミルク＞を展開します。 

＊「ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ」全体では、５０％を超えるショップが限定ブランドで、７０％を超えるショッ

プが新しいカテゴリーや商品を開発して登場します。 

ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ フロアイメージ（１階・一部区画を除く） 

ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ フロアイメージ（地下２階部分） 
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【成長戦略】新ビジネスモデル「融合型リテーラー」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「融合型リテーラー」とは、百貨店とショッピングセンターの融合に加え、新規事業を創出し、事業構成の多

様化を図る当社独自の新たなビジネスモデルです。これにより、お客さまとの接点を拡大し、従業員の活躍の

場の拡大にもつなげていきます。 

 

具体的には、以下のとおりです。 

■店舗販売事業 

 百貨店店舗とショッピングセンター店舗のハイブリッド化により、顧客層の拡大を図り、利用価値の向上に

つなげていきます。加えて、運営形態や業務フロー、コンテンツなどを融合し、収益性・効率性の向上に

もつなげていきます。 

 専門店事業の開発としては、すでに本年３月には、ＳｈｉｎＱｓビューティーパレット町田やあざみ野東急フ

ードショースライスを出店しています。今秋には、南町田にＳｈｉｎＱｓビューティーパレットを出店する予定

で、今後も百貨店で培ったノウハウを生かし、専門店を出店していきます。 

 

■無店舗販売事業/運営サポート事業 

 ＥＣ・通販事業、アウトセールス事業（外商）、そして、運営サポート事業として人材サービス事業の分野で

も新規事業を強化します。 

 

今後、目利き力・編集力・販売力といった百貨店ならではの強みを活用してマーケットを開拓するとともに、
「生活サービス提案企業」として、より一層お客さまのさまざまな生活シーンに貢献することを目指します。 

 

お客様の毎日に寄り添い、 

様々な場所やお店で、 

様々なライフシーンで、 

お客様の暮らしに向き合います 

目 指 す べ き 姿 

＜融合型リテーラー＞ お客様接点の拡大・従業員の活躍の場の拡大 


