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東急不動産株式会社 

東急不動産ＳＣマネジメント株式会社 

 

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：三枝 利行）及び東急不動産SCマネジメント株式会社（本社：東

京都渋谷区、社長：土屋 光夫）は、2014年3月に一時閉店した「東急プラザ 蒲田」の専門店フロアが、2014年10月に

リニューアルオープンすることをお知らせします。また、本対象フロアへ出店する全87店舗が決定しました。 

 

 

 

 

■■■■46464646年年年年愛された愛された愛された愛された場所で場所で場所で場所で、、、、新たな歴史を築く新たな歴史を築く新たな歴史を築く新たな歴史を築く                 

 

東急プラザ 蒲田は、1968年の開業以来、46年間地域の人々に親しまれて営業してまいりました。本リニューアル

で、より愛される施設を目指すと共に、従来ご利用頂いていたお客様に加え、次世代を中心とした新たなトレンドマー

ケットを取り込んでまいります。 

屋上には、親子三代に渡り愛されてきた、都内唯一の屋上観覧車を地域のランドマークとして引き続き設置し、新

しく飲食スペースの提供や、屋上緑化にも取り組み、人々が集い・憩い・遊ぶ屋上広場を創造します。 

本リニューアルでは、「誰だって新しくなれる」というリニューアルコンセプトのもと、駅ビルに求められる利便性と、フ

ァッション性・日常性を兼ね備えたライフスタイル提案型施設を目指します。更に地域と連携することにより街の活性

化を促し、蒲田のマーケット価値を向上させると共に、毎日の暮らしを楽しく豊かにする施設へと生まれ変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46年の歴史を経て新たな一歩が始まる 

「東急プラザ 蒲田」全テナント決定！！ 

～ 2014年10月リニューアルオープン～ 

2F コンコース イメージ 1F エントランス イメージ 



    

 

 

 

 

リニューアル後の「東急プラザ 蒲田」は、ファッションに加え、“ライフスタイル雑貨”など多様なニーズに対応し、駅

ビルに求められる利便性と、ファッション性・日常性を兼ね備えたライフスタイル提案型施設を目指します。 

さらに、蒲田に暮らす人、訪れる人に日々の買い物をもっと楽しんでもらい、誰もが新しくなれるような空間を提供し、

蒲田の街と人がもっと元気になれる未来を提供できるよう「東急プラザ 蒲田」は生まれ変わります。 

 

 【リニューアルのポイント】 

◇1989年以来約25年ぶりの大規模リニューアル。 

◇駅コンコース、ファサード、外壁を刷新、コンコースにはデジタルサイネージを導入するなど、最新のトレンドを

取り入れ、蒲田のイメージ変化を狙う。 

◇乗降客数40万を超えるマーケットを活かすため、従来のお客様に加え、次世代を中心とした新たなトレンドマ

ーケットにもご利用いただける、幅広いＭＤの構成。 

◇屋上観覧車の復活と、世界初“世界最小”のマイクロEVキッチンカーの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「東急プラザ 蒲田」は、東急不動産初の全館ショッピングビルとして1968年（昭和43年）11月に、「東急プラザ 蒲田」

の前身である「蒲田東急ビル」として開業しました。その後名称を都市型商業施設ブランドである「東急プラザ」に変え、

開業以来蒲田駅前の賑わいを牽引してきましたが、リニューアルのため2014年3月に一時閉店しました。 

蒲田のランドマークとして1968年（昭和43年）より親しまれてきた初代観覧車は、通称「お城観覧車」と呼ばれていま

した。1989年（平成元年）には二代目の観覧車が設置され、2014年3月に一時閉店するまで都内唯一の屋上観覧車と

して、多くのお客様に空中散歩を楽しんでいただきました。今回のリニューアルでは、カラーリングを新たに、さらに幅

広い皆様に親しまれるような姿をお披露目します。 

 

 

新しさと日常性を兼ね備えたライフスタイル提案型商業施設へ新しさと日常性を兼ね備えたライフスタイル提案型商業施設へ新しさと日常性を兼ね備えたライフスタイル提案型商業施設へ新しさと日常性を兼ね備えたライフスタイル提案型商業施設へ    

これまでの歴史これまでの歴史これまでの歴史これまでの歴史    

オープン当時の外観 開店記念セールの様子 初代通称「お城観覧車」 



 

 

 

 

 

 

今回のリニューアルでは、新業態、関東初出店、東京初出店などを含む87店舗が出店します（新規出店店舗は39

店舗）。 

本施設の“誰だって新しくなれる”のコンセプトのもと、女性をターゲットにしたブランドや、「ユニクロ」などの大型

SPAまで、幅広い店舗が数多く出店します。 

    

【新業態】【新業態】【新業態】【新業態】    

東急百貨店の服飾雑貨に特化した新業態の小型専門店「mikke by Tokyu Department Store」、ゼロイニシャライズの

課題解決型ストレッチスタジオ「ELEMENTS stretch」、レアルミルクレープで大人気の凬龍「eL café」など 

【関東初出店】【関東初出店】【関東初出店】【関東初出店】    

ギフトをメインに提案するチチカカの新業態「ビバ！チチカカ！」など 

【【【【カフェカフェカフェカフェ】】】】    

46年間蒲田のお客様に親しまれてきたホットケーキの「シビタス」、「タリーズコーヒー」、和カフェの「トゥーフク」、駅コ

ンコース直結の「神戸屋キッチンエクスプレス」など 

フロアイメージフロアイメージフロアイメージフロアイメージ 

テナント情報テナント情報テナント情報テナント情報    



 

フロアフロアフロアフロア    業種業種業種業種    
店名店名店名店名    企業名企業名企業名企業名    

2 階 

 

 

ファッション雑貨 ローラ アシュレイ ギフト＆アクセサリーズ ローラ アシュレイ ジャパン 

ファッション雑貨 コンジェペイエボリエール ビギ 

フラワー フルールユニヴェセール ユニバーサル園芸社 

スイーツ クリスピー・クリーム・ドーナツ クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン 

スイーツ eL cafe 凬龍 

ファッション雑貨 ブランブルー プールトゥジュール 玉屋 

ファッション雑貨 ビバ！チチカカ！ チチカカ 

ファッション雑貨 ART/BERG アートバーグ 

ファッション雑貨 Discoat Petit パル 

和雑貨 くるり 時代屋 

ファッション雑貨 mikke by Tokyu Department Store    東急百貨店 

ドラック コクミンドラック コクミン 

ベーカリーカフェ 神戸屋キッチンエクスプレス 神戸屋 

ファッション雑貨 BLEU BLEUET ブルーブルーエジャパン 

ファッション雑貨 Daily russet パル 

ファッション雑貨 URBAN RESEARCH Make Store アーバンリサーチ 

3 階 

 

 

レディスファッション ストラ アイア 

レディスファッション Rouge Diamant 三河屋 

レディスファッション a.g.プラス ジャパンイマジネーション 

レディスファッション SM2 キャン 

サービス ネイルクイック オー・プティボヌール ノンストレス 

ランジェリー Risa Magli ケーズウェイ 

デイリー雑貨 Francfranc バルス 

レディスファッション CEPO..STATICE ブルーメイト 

レディスファッション AZUL by moussy バロックジャパンリミテッド 

レディスファッション アーノルドパーマー タイムレス レナウン 

デイリー雑貨 3COINS パル 

ファッション雑貨 靴下屋 ロン都 

靴・鞄 レイジースワン 三中井 

ファッション雑貨 ヒッチハイクマーケット ブランドニューデイ 

レディスファッション E hyphen world gallery PD クロスカンパニー 

レディスファッション ジーナシス ポイント 

ファッション雑貨 ニコアンド トリニティアーツ 

カフェ タリーズコーヒー タリーズコーヒージャパン 

4 階 レディスファッション ルーニィ アイア 

レディスファッション Amie ami エークラス 

レディスファッション from フロム 

レディスファッション MB LUCAS Cachette スーパー・ボイス 

レディスファッション Lois CRAYON クレヨン 

サービス マジックミシン リフォームスタジオ 

レディスファッション ポートランド スミノ 

コスメ THE COSMETIC TERRACE TASHIRO たしろ薬品 

レディスファッション yacovo ヤコボ 

レディスファッション シープラス オークヴィレッジ 

レディスファッション MAGGY BLUE 銀座マギー 

レディスファッション ビースリー バリュープランニング 

デイリー雑貨 ワンズテラス ワールドリビングスタイル 

和雑貨 嵩山堂はし本 嵩山堂はし本 

ジュエリー ベリテ ベリテ 

鞄 il Turno 東洋堂カバン店 

靴・鞄 セルシュ 三中井 

レディスファッション グレープ元町 グレープ 

靴・鞄 ダイアナ ダイアナ 

レディスファッション モダクラブ スミノ 

デイリー雑貨 ハウス オブ ローゼ ハウス オブ ローゼ 

サービス ATM コーナー(セブン銀行・ゆうちょ銀行) セブン銀行・ゆうちょ銀行 

サービス ミスターミニット ミニット・アジア・パシフィック 

メガネ イワキメガネ イワキ 

 
蒲田エリア初出店 

 
蒲田エリア初出店 
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蒲田エリア初出店 

 
蒲田エリア初出店 
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蒲田エリア初出店 

 
新業態 

 
新業態 

 
蒲田エリア初出店 

 
蒲田エリア初出店 

 
蒲田エリア初出店 

 
蒲田エリア初出店 

 
蒲田エリア初出店 

 
蒲田エリア初出店 

 
新業態 

 
蒲田エリア初出店 

 
新業態 

 
蒲田エリア初出店 



フロアフロアフロアフロア 業種業種業種業種 店名店名店名店名 企業名企業名企業名企業名 

4 階 カフェ 市美多寿 万彦商事 

サービス ジュネス 美容室 東京美容研究所 

5 階 カジュアルファッション ユニクロ 
ユニクロ 

6 階 

 

カフェ カフェトゥーフク テクタイトフード＆サービス 

メガネ Zoff ゾフ 

レディスファッション ハニーズ ハニーズ 

時計 タイムランド 東急ﾀｲﾑ 

書籍 ACADEMIA くまざわ書店 くまざわ書店 

T シャツ OJICO チャンネルアッシュ 

デイリー雑貨 COCO 日本テレメッセージ 

メンズファッション タカキュー タカキュー 

サービス ELEMENTS stretch ゼロイニシャライズ 

デイリー雑貨 Kiitos スモール・プラネット 

デイリー雑貨 ピロースタンド ドン・トン 

メンズファッション ストーリアカワシマ 1913 カワシマ 

7 階 サービス 美容室 イレブンカット エム・ワイ・ケー 

サービス ル・タン ステーション トータルセラピー 

サービス フットレーベル テダメディカル 

サービス アイシティ HOYA 

サービス アイラッシュ リビアス 

クリニック 菊地歯科医院 菊地歯科医院 

アミューズメント ナムコ ナムコ 

サービス ソフトバンク 兼松コミュニケーションズ 

サービス ドコモショップ MX モバイリング 

サービス 保険ショップ ワールドフィナンシヤル 

サービス ＨＩＳ エイチ・アイ・エス 

サービス スーモカウンター リクルート住まいカンパニー 

クリニック にしかまた眼科 にしかまた眼科 

サービス au ショップ 水上商会 

（2014年8月7日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新業態 

 
蒲田エリア初出店 

 
蒲田エリア初出店 

 
蒲田エリア初出店 

 
東京初出店 

 
蒲田エリア初出店 

 
蒲田エリア初出店 

 
新業態 



  

 

屋上には、46年間親しまれてきた都内唯一の観覧車が引き続き蒲田のランドマークとして設置されます。また、「世

界初“世界最小”マイクロEVキッチンカー」を設置することで、屋上での飲食提供が可能となり、来年夏からはビアガー

デンの開催を予定するなど、様々な催し物やイベントを発信できる新しい空間へと生まれ変わります。さらに屋上緑化

にも取り組み、本リニューアルで、今まで親しんで頂いた方に愛着が湧くイメージを残しつつも、大人から子供まで楽

しめるエンターテイメント性の高い屋上となっています。街の人々にとって古くからある、思い出の場所として、次世代

の人々がこれからの思い出を作る場所として、「集い・憩い・遊ぶ場所」を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【観覧車ネーミング一般公募について観覧車ネーミング一般公募について観覧車ネーミング一般公募について観覧車ネーミング一般公募について】】】】    

2014年10月に復活する「蒲田のランドマーク」屋上観覧車のネーミングを一般公募します。観覧車の特徴、親しみ

やすさ、覚えやすさ等の観点から選考を行い、最優秀名称1点を決定します。また最優秀名称に選ばれた方には「東

急プラザ 屋上観覧車 生涯無料ＩＤカード」をプレゼントします。また、次点に選ばれた方9名に、10月に「東急プラザ 

蒲田」に出店するＯＪＩＣＯ（オジコ）オリジナル「本企画限定！屋上観覧車 Ｔシャツ」をプレゼントします。さらにご応募

頂いた方から抽選で1090名様に観覧車無料チケットをプレゼントします。 

 

� 募集資格 ： どなたでもご応募いただけます（個人・グループの別を問いません） 

� 募集期間 ： 2014年8月7日（木）～9月7日（日） 

� 発表    ： 9月中旬（予定） 

� 募集方法 ： 東急プラザ 蒲田「屋上特設サイト」よりご応募ください。 

� ＵＲＬ     ： http://kamata.tokyu-plaza.com/kanransha/ 

 

    

    

    

    

    

    

    

生まれ変わる屋上（観覧車の復活生まれ変わる屋上（観覧車の復活生まれ変わる屋上（観覧車の復活生まれ変わる屋上（観覧車の復活////世界初“世界最小”のマイクロ世界初“世界最小”のマイクロ世界初“世界最小”のマイクロ世界初“世界最小”のマイクロ EVEVEVEV キッチンカーキッチンカーキッチンカーキッチンカーの設置の設置の設置の設置））））    

【復活する観覧車が設置される屋上イメージ】 

【世界初“世界最小”のマイクロ EV キッチンカーイメージ】 



    

施設名称：「東急プラザ 蒲田」 

開 業 日：1968年11月1日 （リニューアル開業日：2014年10月） 

所 在 地：東京都大田区西蒲田7-69-1 

建築面積：3,322.31m²(1,004.99坪) 

延床面積：26,902.74m²(8,138.07坪) 

施設運営：東急不動産SCマネジメント㈱ 

店 舗 数：134店舗 

アクセス：JR京浜東北線、東急池上線・多摩川線「蒲田」駅 直結 

 

 

 

施設概要施設概要施設概要施設概要    


