
PRESS RELEASE 

2019 年 10 月 16 日   

 株式会社錦糸町ステーションビル(本社：東京都墨田区 代表取締役：小野 伸司)は、JR 錦糸町駅南口の駅ビルテルミナ

B1 食品・生鮮フロアを「TERMARCHE（テルマルシェ）」として 2019 年 11 月 13 日（水）にリニューアルオープンい

たします。 

 今回のリニューアルは“お店をまるごと、めしあがれ。”をコンセプトに、テルミナのマルシェ「テルマルシェ」として

「ライブ感」「買物の楽しさ」「鮮度感ある売場」をテーマに旬の食材や美味しい料理をその場で味わえるお店もたくさん

用意しました。生鮮では地元の名店、こだわりの新業態店のほか、グローサラントとして新鮮な肉、魚を食することがで

きるイートインを設置し、食品を購入するだけではなく、食べて楽しむフロアに生まれ変わります。 

駅立地の利便性を活かしたクイック＆スマートな買物体験ができるフロアを目指し、新たなサービスとしてレジ位置の

増設や当日配送を始めます。また、ハーフメイド商品やポーションパックなど少人数のファミリーに対応した品揃えを強

化し、多様なお客さまニーズに寄り添った商品を提供して参ります。テルミナは、地域の“お気に入りの場”を目指し、錦

糸町にとっての新しい何かを提案し情報発信することで、人が“集う場”を創造し地域へ活気と笑顔を提供します。 

 

 

【フ  ロ  ア 名】 

TERMARCHE（テルマルシェ）B1、１F 

※リニューアルの B1 と既存の１F を合わせて 

新フロア名称とします。 

【フロアコンセプト】 

“お店をまるごと、めしあがれ” 

「テルマルシェ」として「ライブ感」「買物の楽しさ」 

「鮮度感ある売場」をテーマに錦糸町で新しい 

食のスタイルを提案します。                                                                           

生鮮エリア 

リニューアル概要 

錦糸町テルミナ B1(地下)食品フロアがグローサラントとして生まれ変わる！ 

「TERMARCHE
テ ル マ ル シ ェ

」として 11 月 13 日リニューアルオープン！ 

地元の名店や新業態、錦糸町初出店を含めた注目の 9 ショップがオープン 

専門店・イートインエリア 

 

 

 

店名 ジャンル 新業態

1 錦糸町魚寅 鮮魚 〇

2 寿司・丼 魚寅 寿司・丼/イートイン 〇

3 肉の匠いとう 精肉 〇

4 THE　MEAT　CIRCUS グリルミート/イートイン 〇 〇 〇

5 四季菜園 青果 〇 〇 〇

6 マキネスティ　コーヒー カフェ・スイーツ 〇 〇

7 ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー スイーツ 〇

8 カレーショップトップス カレー・スイーツ 〇

9 玄米食堂　あえん 和食 〇

錦糸町エリア

初出店

商業施設
初出店

錦糸町エリア

人気店

※フロアマップは別紙「テルマルシェロゴ、イメージ、フロアマップ」をご覧ください。 

テナント構成 

新ロゴ 



2.ショップ情報   

--------- 生鮮エリア --------- 

                                                                                                                     

 

                                           錦糸町の大人気店舗がテルミナに出店！ 

三崎・豊洲市場直送の、マグロを主とした新鮮・高品質な魚介類を 

リーズナブルな価格で提供します。 

 

 

                                                                                                                     

 

錦糸町魚寅の直営店！ 

新鮮素材を贅沢に使った海鮮丼や握り寿司をお気軽にお楽しみください。 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

創業以来、長年にわたり培ってきた目利きと継承された技。繁殖から肥

育までをグループ農場で行い、北海道から沖縄の厳選された素材をご提

供します。肉屋専門店のひと手間かけた「簡単メニュー」、出来立ての

「肉総菜」もあわせてお楽しみください。 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

いろんな畜種肉を美味しく気軽に、本気で味わえる 

ミートデリカキッチン。 

間近でシェフが鉄板焼きで焼き上げるライブ感もお楽しみ頂けます。                                                                                                                                                                                                                      

 

全国から選りすぐりの野菜果物を取り揃え、 

 

関東平野の肥沃な大地で育った「東京」の野菜をはじめ、 

こだわりの栽培方法で育てた野菜果物を、四季折々に、 

生産者の思いをのせてお届けいたします。 

 

---- 専門店・イートインエリア ---- 

                                                                                                                                                                                                                       

 

ラテアートの先駆けの名店。アルチザンローストにこだわるスペシャルティ

コーヒー専門店。「産地の景色が見えるコーヒー」をモットーに、コーヒー

の美味しさとバリエーションを楽しんでいただけます。 

スイーツはすべて生地から手作り。 

寿司・丼 魚寅（寿司・丼/イートイン） 商業施設初出店 

 

錦糸町魚寅（鮮魚） 錦糸町エリア人気店 

肉の匠いとう（精肉・惣菜） 錦糸町エリア初出店 

 

THE MEAT CIRCUS（グリルミート/イートイン） 新業態 

 

マキネスティ コーヒー（コーヒー・スイーツ） 商業施設初出店 

 

四季菜園（青果） 新業態 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

南の島にたたずむ一軒家がコンセプトのパティスリー。 

パティシエが厳選した旬のフルーツをたっぷりと使った自慢のタルト            

や贈り物に喜ばれる季節のギフトや焼菓子も取り揃えております。 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

１９６４年赤坂にはじまったＴＯＰＳ． 

そのレストランで生まれた、たっぷりのフォンドボーと野菜をじっくり丁寧に 

煮込んでお作りした自慢のカレーをお気軽にお楽しみいただけます。                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

「玄米食堂 あえん」は、創業以来、こだわり続けた美味しい玄米と野

菜を使い、素材が活きた料理を店内お召し上がりとお持ち帰りで提供

いたします。身体にやさしい「日本のご馳走」を、手軽にお楽しみいただ

けます。 

 

【TERMARCHE（テルマルシェ）フロア概要】 ショップ数 ／ 営業時間   

【地下１階フロア】 23 ショップ ／ 10：00～21：00 

【１階フロア】 5 ショップ ／ ショップにより異なります。  

 

 

 

■新たなサービスの導入 

集中レジを 2 か所へ増設し、スピーディーにお買物いただけるようにします。 

また、当日配送サービス（JREPOINT 会員限定）を導入するなど、 

駅ビルならではのクイック＆スマートなショッピングをサポートします。 

■地球環境配慮への取り組み 

プラスチックごみの削減に取り組み、環境保全に努めます。  

[１]集中レジにてレジ袋の有料化、紙袋の取り扱い開始 

[２]テルマルシェオリジナルエコバッグの販売 

[３]環境に優しいレジ袋の導入 ※2020 年 4 月予定 

[４]環境保全団体への寄付 

レジ袋・紙袋・エコバッグについて販売額の一部を環境保全団体へ寄付いたします。 

 

 

 

 

カレーショップトップス（カレー・ケーキ） 錦糸町エリア初出店 

 

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー（洋菓子） 錦糸町エリア初出店 

 

玄米食堂 あえん（和食） 錦糸町エリア初出店 

 

サービス・環境配慮 

 

テルマルシェエコバック  

11/13 販売開始 



 

 

（１）開業を記念した限定商品やショップご利用の特典盛りだくさん！ 

11 月 13 日（水）から 12 月 1 日（日）の期間中、テルマルシェ内の各ショップから開業を記念した限定商品やショップご

利用特典をご用意します。良質な国産のこだわり野菜を幅広く扱う「四季菜園」から“生産者団体 やまそだち（山梨県の新

規就農若手農家の団体）のお野菜オープニングセット５種類入り※レシピつき（税込 1,080 円）”。さまざまな部位の肉

をその場でシェフが調理しご提供する「THE MEAT CIRCUS」から、“サイコロステーキ 100ｇ（オリジナル大根おろしソ

ース）※パン or ライス・スープ付（税込 990 円）”。三崎・豊洲市場直送の海鮮が寿司や丼で楽しめる「寿司・丼 魚

寅」から“「魚寅にぎり」（税込 1,100 円）※開業特別価格”。「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」では税込

1,000 円以上お買い上げの先着 100 名に“ラ・メゾンオリジナルトートバッグプレゼント”を実施。「マキネスティ コーヒー」で

は、ドリンク 460 円以上お買い上げの方に“ドリップパックナウカフェ＆プレミアムティバッグセット（コーヒードリップパックと紅

茶ティバッグの詰め合わせセット）”を先着 20 名様に進呈。※対象期間、提供数（限定数）はショップにより異なります。 

【限定商品の一例】 

 

 

 

 

【ショップご利用特典の一例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）開業日から 3 日間限定！オリジナルエコバッグ先着プレゼント！ 

11 月 13 日（水）～15 日（金）の 3 日間、テルマルシェで合計 3,000 円 

以上お買い上げのお客さま各日先着 300 名さま（3 日間合計 900 名さま） 

にテルマルシェオリジナルエコバッグをプレゼントいたします。 

 

 

（３）当日配送サービス先着無料キャンペーン 

        テルマルシェのサービス機能として導入される“当日配送サービス”を 11 月 13 日（水）～12 月 1 日（日）の期間、テルマ

ルシェで税込 5,000 円以上ご利用のお客さまは無料でご利用いただけます。（通常は配送料税込 300 円/回） 

※配送最大数達し次第終了 

テルマルシェ開業記念キャンペーン 

ショップ名：THE MEAT CIRCUS 
商品名：「サイコロステーキ 100g（オリジ

ナル大根おろしソース）」 

※パン or ライス・スープ付 
価格：990 円（税込） 

ショップ名：四季菜園 
商品名：「生産者団体やまそだちの 

お野菜オープニングセット 5 種類入り 

※レシピつき」 
価格：1,080 円（税込） 

ショップ名： 

ラ・メゾン  
アンソレイユターブル 

パティスリー 

 
内容： 

税込 1,000 円以上お買い上

げの方先着 100 名に「ラ・
メゾン オリジナルトート

バッグ」プレゼント。 

ショップ名： 

マキネスティ コーヒー 

 
内容： 

ドリンク 460 円以上お買

い上げの方に「ドリップパ
ックナウカフェ＆プレミ

アムティバッグセット」プ

レゼント。 

 

 

ショップ名：寿司・丼 魚寅 
商品名：「魚寅にぎり」 

価格：1,100 円（税込） 

※開業特別価格 
 

 



（４）LINE クイズに答えて挑戦！週末は「テルマルシェ巨大ガチャピー」が登場！ 

11 月 13 日（水）～11 月 17 日（日）の５日間、テルミナの LINE 会員の皆さまへテルマルシェ 

クイズを配信します。正解すると、週末の 11 月 16 日（土）、11 月 17 日（日）限定で登場する 

「テルマルシェ巨大ガチャピー」に挑戦いただけます。 

※巨大ガチャピーは各日 500 回転（2 日間合計 1,000 回転）達し次第終了予定。 

※巨大ガチャピーでは開業限定ノベルティの他、テルマルシェのおすすめ商品やテルマルシェ 

で使用できるお買物券などが当たります。 

 

（５）開業から 5 日間限定！テルマルシェ JRE POINT3 倍デー連続開催！ 

11 月 13 日（水）～11 月 17 日（日）の 5 日間、テルマルシェ全店を対象に、JRE POINT が通常、税抜 100 円につ

き 1 ポイントのところ、3 ポイントになる 3 倍デーを連続開催いたします。 

 

 

※本リリースは 2019 年 10 月 16 日時点の情報に基づき作成しております。変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

※この報道資料は、東商記者クラブ、ときわクラブ、丸の内記者クラブ、JR 記者クラブにご案内しております。 

 

 

会社概要 

会社名：株式会社錦糸町ステーションビル 

所在地：東京都墨田区江東橋 3 丁目 14 番 5 号 

代表取締役社長：小野伸司 

電話番号：03-3633-1111（代表） 

本件に関するお問合わせ先 

錦糸町テルミナ PR 事務局(株式会社サニーサイドアップ.内) 

担当 道下・清水 

TEL 03-6894-3200 / MAIL termina@ssu.co.jp 

株式会社錦糸町ステーションビル 

リニューアル概要について／開発企画グループ 担当 鈴木・亀水（きすい） 

オープニングキャンペーンについて／販促グループ 担当 福屋・鈴木・今野・及川 

TEL 03-3633-1117 / FAX 03-3633-4552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙（テルマルシェロゴ、イメージ、フロアマップ） 

 

１． テルマルシェロゴ 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

２． イメージパース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． フロアマップ 

 

 

  

専門店・イートインエリア 生鮮エリア 


