
報道関係資料 

三越伊勢丹グループの編集型小型店“エムアイプラザ”  
2016年春以降の新規出店について                                                                       

 

 

 三越伊勢丹ホールディングスは、エリアの顧客ニーズに合わせたあるべき百貨店店舗モデルの構築と、編集力を活か

した新たなチャネルの開発・展開により、顧客接点を拡大していく店舗戦略を進めています。既存のサテライト型店舗に

加え、羽田空港内の“イセタン羽田ストア” （3店舗）や駅ビルへの出店を中心としたラグジュアリーコスメ編集ショップ“イセ

タン ミラー”（12店舗）など、さまざまな業態の小型店を全国に現在100店舗展開しており、2018年度（2019年3月期）内に

180店舗体制にまで拡充する計画です 

 今回は、三越伊勢丹グループの編集型小型店“エムアイプラザ”における、2016年春以降の出店（3店）予定について

お知らせいたします。 

１.“エムアイプラザ” について 

  エムアイプラザは、これまでのサテライト型小型
店とは異なるビジネスモデルとして、デイリー性が
高い「雑貨」と「食品」を中心とした編集により、
日常の中の「ちょっとしたギフト」などの百貨店と
して期待される品揃えやサービスを、半径2km圏内に
お住まいのお客さまをターゲットとしてご提供して
います。 

 これまで、路面店としてやショッピングセンター
（SC）のテナントとして、百貨店ニーズがありなが
ら近隣に百貨店が存在しないエリアや、当グループ
百貨店ファンのお客さまの多い地区へ積極的に出店
しています。（店舗一覧は3ページをご参照くださ
い） 

 

           2016年2月19日            
（株）三越伊勢丹ホールディングス 

デイリー雑貨や食品を中心とした品ぞろえ 
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（３）エムアイプラザ 新発田 （新潟県3店舗目 新潟三越伊勢丹所管エリアでは4店舗目）   

・出店場所    新潟県新発田市新栄町3-1-19 新発田トップカルチャーショッピングモール 

           ※従来のサテライト「新潟伊勢丹新発田ショップ」のリプレイス 

・売場面積    約475㎡     

・運営会社    ㈱新潟三越伊勢丹     

・開店予定日   2016年5月末頃   

・営業時間    午前10時～午後6時（予定）    

・休業日      新潟伊勢丹に準じる     

＜ショッピングモール基本概要＞ 

・運営会社   株式会社 新栄地所       

（２）エムアイプラザ 苫小牧 （北海道3店舗目）    札幌丸井三越より2月2日にリリース済   

画像はイメージです 

・出店場所    北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオンモール苫小牧 http://www.aeon.jp/sc/tomakomai/   

・売場面積    約464㎡     

・運営会社    ㈱札幌丸井三越     

・開店予定日   2016年４月22日（金）   

・営業時間    午前9時～午後9時 

・休業日      SCに準じる（原則年中無休）     

＜SC基本概要＞ 

・運営会社    イオン北海道株式会社 

・ＵＲＬ  http://www.aeon-hokkaido.jp/home.html 

【本件に関する報道関係の皆さまのお問い合わせ先】  
（株）三越伊勢丹ホールディングス 業務本部総務部コーポレートコミュニケーション担当  

広報（新宿事務所）   TEL：03-6205-6003 FAX：03-6205-6009 

 今回の発表では、これまで出店を発表済である苫小牧店を含む、2016年春以降の出店3店舗についてお知らせいたし

ます。 

 今回の3店舗の出店で、エムアイプラザは全29店舗体制となります。今後、各エリアにおける顧客接点拡大に向けて、既

存サテライト店と合わせて2018年度（2019年3月期）までに140店舗体制の実現を目指します。 

２.  2016年春以降の新規出店について 

（1）エムアイプラザ 香椎浜  (九州３店舗目） 

・出店場所    福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1 イオンモール香椎浜 http://kashiihama-aeonmall.com/ 

・売場面積    約375㎡     

・運営会社    ㈱岩田屋三越     

・開店予定日   2016年4月20日（水）    

・営業時間    午前9時～午後9時  

                         ※SC営業時間に準じる 

・休業日      SCに準じる（原則年中無休）  

＜SC基本概要＞ 

・運営会社    イオン九州株式会社 

・ＵＲＬ http://aeon-kyushu.info/ 
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＜ご参考＞これまで出店したエムアイプラザ（計26店） 
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店名 オープン時期 出店場所 出店形態 運営会社

2013年 東京都

9月4日（水） 青梅市

エムアイプラザ 2013年 宮城県

タピオ 10月10日（木） 仙台市泉区

2014年 山形県

3月17日（月） 山形市

2014年 千葉県

3月19日（水） 佐倉市

2014年 新潟県

3月22日（土） 上越市

エムアイプラザ 2014年 神奈川県

アミューあつぎ 4月26日（土） 厚木市

2014年 岐阜県

9月26日（金） 各務原市

2014年 宮城県

10月2日（木） 登米市

2014年 北海道

10月3日（金） 釧路市

2014年 埼玉県

10月6日（月） 羽生市

2014年 福岡県

10月10日（金） 糟屋郡粕屋町

2014年 千葉県

10月18日（土） 木更津市

2014年 茨城県

10月24日（金） ひたちなか市

エムアイプラザ 2014年 静岡県 東名高速道路「EXPASA富士川」

富士川 12月20日（土） 富士市 （上り）への新規出店

エムアイプラザ 2015年 埼玉県

川越 3月13日(金) 川越市

エムアイプラザ 2015年 北海道

旭川 3月27日(金) 旭川市

エムアイプラザ 2015年 埼玉県

富士見 4月10日(金) 富士見市

エムアイプラザ 2015年 静岡県

清水 4月18日(土) 清水市

エムアイプラザ 2015年 埼玉県

レイクタウン 4月24日(金) 越谷市

エムアイプラザ 2015年 新潟県

横越 4月30日(木) 新潟市

エムアイプラザ 2015年 宮城県

古川 5月3日(日) 大崎市

エムアイプラザ 2015年 富山県

となみ ７月14日(火) 砺波市

エムアイプラザ 2015年 福岡県

筑紫野 11月3日(火) 筑紫野市

エムアイプラザ 2015年 愛知県

常滑 12月4日(金) 常滑市

エムアイプラザ 2015年 静岡県

藤枝 12月9日(水) 藤枝市

エムアイプラザ 2015年 東京都

立川立飛 12月10日(木) 立川市

SC（イオンモール常滑）への新規出店 名古屋三越

複合施設（オーレ藤枝）への新規出店 静岡伊勢丹

SC（ららぽーと立川立飛）への新規出店 三越伊勢丹

エムアイプラザ

福岡
SC（イオンモール福岡）への新規出店 岩田屋三越

エムアイプラザ

木更津

エムアイプラザ

ひたちなか
三越伊勢丹

エムアイプラザ

釧路
SC（イオンモール釧路昭和）への新規出店 札幌丸井三越

エムアイプラザ

羽生

ＳＣ（イオンモール羽生）内既存サテライト店の

ＭＤ変更
三越伊勢丹

既存サテライト店のSC（アミューあつぎ）へのリ

プレイス・MD変更
三越伊勢丹

エムアイプラザ

各務原
SC（イオンモール各務原）への新規出店 名古屋三越

エムアイプラザ

登米佐沼
路面への新規出店 仙台三越

エムアイプラザ

ユーカリが丘

SC（ユーカリプラザ）内既存サテライト店のMD

変更
三越伊勢丹

エムアイプラザ

上越
既存サテライト店のリプレイス・MD変更 新潟三越伊勢丹

エムアイプラザ

河辺
路面への新規出店 三越伊勢丹

SC（泉パークタウン タピオ）への新規出店 仙台三越

エムアイプラザ

山形
商業ビル（山交ビル）への新規出店 仙台三越

SC（リオーネふるかわ）への新規出店 仙台三越

SC（イオンモールとなみ）への新規出店

三越伊勢丹

SC（イオンモール筑紫野）への新規出店 岩田屋三越

SC（イオンモール木更津）への新規出店 三越伊勢丹

SC（ニューポートひたちなかファッションクルー

ズ）への新規出店

静岡伊勢丹

ＳＣ（ＵＮＩＣＳ川越）への新規出店

SC（イオンレイクタウン）への出店

三越伊勢丹

札幌丸井三越

新潟三越伊勢丹

SC（イオンモール旭川駅前）への新規出店

SC（ららぽーと富士見）への新規出店 三越伊勢丹

SＡ（新東名高速道路「NEOPASA清水」（上下線

集約）内）への新規出店
静岡伊勢丹

蔦屋書店(横越バイパス店）への新規出店 新潟三越伊勢丹


