
2015年1月20日
株式会社三越伊勢丹ホールディングス

株式会社三越伊勢丹ホールディングスは、原宿・竹下通りに「原宿アルタ」を出店することを2013年９月６
日(金)にお知らせさせていただきましたが、このたび、その「原宿アルタ」に展開する19店舗からなる店舗構成
を決定しましたので改めてお知らせいたします。

三越伊勢丹グループの基本戦略である「顧客接点の拡大と充実」の一環として、主要顧客層をピュアヤングに
設定し、女の子のライフスタイルを輝かせるのに不可欠な雑貨アイテムを中心に展開。原宿を訪れるお客様のニ
ーズに合わせたラインアップで、当該エリアの賑わいを更に拡大させます。

＜店舗構成内訳＞店舗数：全19店舗（うち、新業態3店舗／原宿初11店舗）

■アルタ概要

運営 ㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン（㈱三越伊勢丹ホールディングス100％子会社）

業態 ヤングファッションビル運営

店舗数
現在、新宿アルタ店・サンシャインシティアルタ店(池袋)・新潟アルタ店の3店舗体制。
原宿アルタがオープンすることで４店舗体制となります。

商品構成
主にヤング向けのショップを展開しており、婦人ファッション・小物・雑貨アイテムを
多く取り揃えております。

■㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン概要

事業内容 プロパティマネジメント事業、建装事業、家具製造卸売事業

所在地 〒160-0022   東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア 15階

代表者 代表取締役社長 山下隆司

資本金 40百万円 （㈱三越伊勢丹ホールディングス100％）

原宿アルタ
2015年３月７日(土) グランドオープン決定！！

報道関係資料

※イメージ画像※原宿アルタオープンビジュアル（モデル：けみお&アミーガチュ）
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原宿アルタ コンセプト

・女の子のライフスタイルをキラキラさせる雑貨アイテムを中心に集積させた竹下通り唯一の
ワンストップショッピングストア。

・ネット通販では味わえない友だち同士の楽しい買物が体験できる場を提供します。
・原宿みやげをコンセプトに、竹下通りならではの新しいカルチャーのフロアをプロデュース。

独自性の高い原宿の名物フロアを目指します。
・19区画中、14区画が新業態／原宿初のショップをラインナップ。

原宿・竹下通りに来街するピュアヤング

■ターゲット

■ストアコンセプト

■フロアコンセプト

おしゃべりやくつろぎ、癒しを提案する
待ち合わせスポット。

ファッションのフィルターを通したキャラクター雑貨と、
原宿ファッションには不可欠なユーズドアイテムの提案。

館のシンボルフロア。
女の子たちが着飾るキラキラが集まるスポット。

女の子の大好きなカルチャーを詰め込んだ雑貨フロア。
原宿の思い出作りスポット。

■施設概要

3F：カフェ

2F：キャラクター
＆ファッション

1F：あこがれ
（ファッション）

B1：原宿みやげ
（カルチャー＆サービス）

所在地
東京都渋谷区神宮前1丁目１６－４
JR原宿駅 竹下口徒歩２分

事業主 三井不動産株式会社

敷地面積 約630㎡

延床面積 約1,750㎡

営業主体 株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン

営業面積 アルタ出店部分は約1,450㎡

売上目標 約17億円(開業初年度)

営業時間 10：30～20：00

店休日 不定休

2

いつの時代も竹下通りのおしゃれな女の子をキラキラ輝かせるファッションビル
ちょっと大人今すぐ使えるトキメキアイテムを手に入れる場所



階 ショップ ジャンル コンセプト 業態 出店

３F
ワールドプロジェクト

かわいい
カフェ

「問い続ける」「変わり続ける」ピュアヤング、
ティーンズ女子に感動と呼べるものを発信し続ける
カフェです。

新業態 ー

２F

ディズニーストア キャラクター雑貨

都内初！オトナの女性のためのディズニーストア。人

気キャラクターはもちろん、スタイリッシュなファッ

ションアイテムや雑貨等が揃います。

原宿初

３びきの子ねこ レディスファッション
昭和レトロなものから最新キャラクターグッズまで幅

広くユーズドアイテムを扱います。
原宿初

１F

アイラブフラット レディスシューズ
ファッション性とコストパフォーマンスの良さを兼ね

備えた21世紀のフラットシューズです。

アンココ レディスファッション
フランスの街角から飛び出してきたような原宿発“か

わいい”お洋服を世界に発信・提案します。

イング レディスファッション
ファッションを日々楽しめるトレンドミックスアイテ

ムを、枠にとらわれない自由な発想で展開します。
原宿初

エル・チャンス ファッション雑貨
LOVE&LUCKYがいっぱい詰まった最先端の流行アク

セサリーを中心とした服飾雑貨のお店です。

ストーンマーケット ファッション雑貨
アクセサリーやパワーストーンなどトレンドを押さえ

た豊富なラインナップの専門店です。

チョコチョコ バイ

スイマー
ファンシー雑貨

乙女心をくすぐるポップでキッチュな雑貨で大人気の

SWIMMERがプロデュースしたギフトショップの第一

号店。

新業態 ー

パティシエール バイ

ミンプリュム

レディスファッション

雑貨

ファンシーでラブリーな夢の世界へ。見ているだけで

ワクワクしちゃう、おちゃめ×ファニーグッズで半歩

先のトレンドを作ります。

新業態 ー

ピンクレモンツリー ファッション雑貨

自分らしく毎日のおしゃれを楽しみたいチャーミング

な女性に向けて、永遠の乙女心を輝かせるファッショ

ンアクセサリーブランド。

原宿初

ラグラスマート レディスシューズ
おしゃれ好きなティーン対象のスニーカーやスポーツ

MIXサンダル、ブーツを取り揃えています。
原宿初

B1

カリカチュア・ジャパン 似顔絵サービス

全国に広がる爆笑似顔絵専門店。観光の思い出に、大

切な人へのプレゼントに、結婚式のウェルカムボード

に最適です。

ご当地ピンズ プラス
ピンズ

キャラクター雑貨

原宿店オリジナルピンズのほか、人気キャラクター雑

貨やおみやげ・お菓子など取り揃えています。
原宿初

だがし 夢や 駄菓子
懐かしい駄菓子やおもちゃの専門店。「夢や」でしか

手に入らない品物も取り揃えています。
原宿初

ハイカラ横丁 キャラクター雑貨

昭和レトロな空間に、最新キャラクターグッズや東京

みやげ、アイドルグッズ、瓶ドリンクなどを取り揃え

ています。

原宿初

パニカムトーキョー キャラクター雑貨

だれもが知っているキャラクターをおしゃれなグラ

フィックプリントにデザインしたアイテムを豊富に

扱っています。

原宿初

ブルーミング

（brooming）
プリントシール専門店

アミューズメント施設大手のタイトーがプロデュース。

最新・人気機種を揃えた、女性が楽しく遊べるプリン

トシール専門店です。

原宿初

凛 ファッション雑貨

ボディピアスやアクセサリー、カラーコンタクト等、

オリジナリティ溢れる品物を取り揃えています。メイ

ンのボディピアスは1,000点以上ラインナップ。

原宿初

原宿アルタ ショップラインナップ
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ディズニーストア

人気キャラクターはもちろん、スタイリッシュな
ファッションアイテムや雑貨等が揃うディズニーストア。
プリンセスをテーマにした店内は白を基調とし、
プリンセスのキャッスルをイメージ。
店内各所にはマジックハウスのような様々な仕掛けが
施されており、ディズニーストアならではの楽しい
ショッピング空間となっています。※画像はイメージです

都内初！
オトナの女性のためのディズニーストア

３F

「問い続ける」「変わり続ける」ピュアヤング、
ティーンズ女子に感動と呼べるものを常にお届け
するカフェ

４つの柱「憧れ」「便利」「可愛い」「お得」を店全体に
演出、仕掛け、リアル×デジタルを融合し発信していきま
す。パンケーキとスムージーは、こだわりの素材を使い、
ワールド感あふれるメニューでおもてなし致します。

社長「保坂東吾」プロフィール

昭和６０年 ２月１０日生まれ O型
平成２１年 ５月 日本連合警備入社

２２年 ７月 取締役（社長室長、経営企画室長）
２３年 ７月 専務取締役
２５年 ９月 HACKJAPANホールディングス(株)

代表取締役社長
２６年１０月 WORLD PROJECT (株)

代表取締役社長
２６年１２月 日本連合警備㈱代表取締役社長

©Disney

▼一部ショップのご紹介

新業態 オープン限定企画

ワールドプロジェクトかわいい

2F
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原宿店アルタ限定 TSUM TSUMセット
￥2,500（税抜）

原宿初 オープン限定企画

▼30歳のイケメン実業家が経営するカフェです！



イング

自分らしさを引き立たせてくれる、大人めかわいいスタイル
な"ワードローブ"をすべての女の子へ向けて送ります。
INGNIはファッションを日々楽しめるトレンドミックスアイ
テムを、枠にとらわれない自由な発想で展開していきます。

かわいいスタイルのワードローブを
すべての女の子へ

チョコチョコ バイ スイマー

ポップでキッチュな雑貨で大人気のSWIMMERが
プロデュースしたギフトショップの第一号店

“ちょこっとギフト”“ちょこっとおみやげ”をテーマにし
た、かわいい動物のスイーツと雑貨を組み合わせた“プチ”
ギフトセットを中心に、プレゼントにぴったりのスイーツ＆
雑貨を幅広く展開します。

1F

原宿初 オープン限定企画

新業態

1F

３びきの子ねこ2F

カップルで楽しめる古着アイテム

原宿初出店となる3びきの子ねこ原宿アルタ店は、
これまでの3ねことは一味違うハイセンスな古着アイテムを
集めたショップとなっています。レディスだけでなくメンズ
アイテムも多数取り揃えておりますので、カップルでご来店
されても楽しめること間違いなしです。リーズナブルなイン
ポートアクセサリーも併せてご覧ください。

原宿初
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ご当地ピンズプラス

全国でカプセル自販機を展開している「ご当地ピンズ」
の2号店です。これまで人気のあったピンズに加え、
原宿店オリジナルピンズのほか、人気のキャラクター雑
貨やお土産・お菓子などを取り揃えています。

原宿オリジナルピンズのほか、
原宿記念になる商品を多数ラインナップ

B1

原宿初

ブルーミング（brooming）B1

アミューズメント施設大手のタイトーが
プロデュースするプリントシール専門店

最新・人気機種を揃えた、女性が楽しく遊べるプリント
シール専門店です。無料でコスプレ衣装が利用可能！
人気キャラクターや人気職業などなど、その日の気分で
コスプレと撮影を楽しめます。キレイでさわやかな店内と、
季節イベントやお得なキャンペーンも展開していきます。

原宿初
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けみお&アミーガチュ
原宿アルタきらめき隊 結成！

春のオープンに先駆けて、原宿竹下通りできらきら輝く女の子
30人をスナップし、 2015年2月10日(火)から3月3日(火)の期間、
みんなの“きらカワコーデ”をスマホサイトと店頭にて大公開！
みんなの投票で“原宿アルタきらカワクイーン”を決定します！

＜けみお＆アミーガチュ プロフィール＞
けみお 1995年10月16日（19歳）

永井美夕 1996年 2月18日（18歳）
大塚麻未 1995年11月12日（19歳）

佐藤優津季 1996年 8月13日（18歳）
清水せれな 1998年 9月27日（16歳）

▼けみお＆アミーガチュ オフィシャルページ
http://www.universal-music.jp/kemiami/

▼けみお＆アミーガチュ オフィシャルブログ
http://ameblo.jp/grfft-kemiami/

原宿発の人気急上昇中の男女５人組ティーンズユ
ニット「けみお＆アミーガチュ」が「原宿アルタ
きらめき隊」を結成！この春オープンに向け、
一緒に盛り上げていきます！
オープンビジュアルでは、ゆるキャラ「アル太」
と夢のコラボレーション！3/5～4/6まで、
竹下通りの横断幕＆フラッグをジャックします！
けみお＆アミーガチュの個性的な表情に大注目！

原宿アルタオープン記念
きらカワSNAPコンテスト開催！

レポーター等のご要望がございましたら、けみお＆アミーガチュ
が出動いたします！お気軽にお問い合わせください。

2014年､高校生雑誌｢HR｣の誌面から誕生した原宿発男女5人組ティーンズユニット｡インターネット
や雑誌で高校生に大ブレイクした新タイプのアイドル･けみおに､佐藤優津季･永井美夕･清水せれな･
大塚麻未の4人の女の子(アミーガチュ)を加えたメンバー構成｡アミーガチュとはスペイン語で女の子
たちに由来し､「けみおと女の子たち」という意味。

◆所属：株式会社グラフィティ

原宿アルタ オープニング企画
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春休み特別企画
けみお＆アミーガチュのスペシャルイベント開催！

【日時】3月28日（土）11:00～／13:00～ 各回先着100名 ※予定
【会場】3F「ワールドプロジェクトかわいい」
【料金】有料（ドリンク＋スイーツ付）※予定
※入場方法未定
※内容は変更になる場合がございます



・税込3,000円以上お買い上げ
先着1,000名様に限定ピン(非売品)
プレゼント！※おひとり様1点限り

・原宿アルタ店限定 TSUM TSUMセット
￥2,500（税抜）

・原宿店限定フラットシューズ(5種)
・お買い上げ先着3,000名様にオープン記念バッグプレゼント！

・原宿店限定天使モチーフバッグ
・原宿店限定天使モチーフシューズ

上記以外にも、ハイカラ横丁、ブルーミング、ご当地ピンズプラス、だがし夢や、イング、ストー
ンマーケット、エル・チャンス他、「ハッピーバック」やお買い上げノベルティなど豊富に取り揃
えております。

ここでしか手に入らないオープン限定企画を用意しました！

・けみお＆アミーガチュ プロデュース
きらめきぱんけーき

▼ワールドプロジェクトかわいい

▼ディズニーストア

▼アイラブフラット

▼パティシエール バイ ミンプリュム
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・原宿アルタ店限定 フリルＴシャツ
S , M ￥3,900（税抜）[700枚限定]

・原宿アルタ店限定 バックパック
￥4,900(税抜) [400個限定]

※なくなり次第終了となります ©Disney



▼原宿アルタ（ショップ／企画等）に関するお問い合わせ

株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン
原宿アルタ 広報担当：稲田・神田
TEL：03-6205-6073

▼三越伊勢丹グループに関するお問い合わせ

株式会社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 広報担当
TEL：03-6205-6003

http://www.altastyle.com/
※スマートフォン/PC 対応

このリリースに関するお問い合わせ

原宿アルタの詳細情報について

詳細情報は、
アルタホームページで
順次更新して参ります。

リリース情報は変更になる場合もございますので、詳しくは下記担当まで
お気軽にお問い合わせ下さいませ。ご連絡お待ちしております。

9※イメージ画像


