２０１７年９月６日
報道関係各位
三菱地所株式会社
三菱地所プロパティマネジメント株式会社

- 丸ビル・新丸ビルアニバーサリーイヤー 秋～冬の新店・リニューアル詳細決定！開業１５周年 丸ビル

２～４階フロアが大幅リニューアル！新たなコンセプトで生まれ変わる
開業１０周年 新丸ビル

コスメゾーン「マルノウチボーテ」が充実 「イセタンミラー」も出店決定！

本年９月６日（水）に開業１５周年を迎える丸ビル及び、本年１０周年を迎えた新丸ビルは、アニバーサリー
イヤーを記念して、テナント構成等を再構築し、更なる魅力発信を目的に生まれ変わります。それに伴う新規
＆リニューアル店舗の詳細が決定致しましたので、お知らせ致します。
丸ビルは、２～３階のフロアを中心に、バラエティ豊かな業種業態が集まるゾーンとして、テナント構成から共用部
のデザインまで再構築。精神的な美と永続的な若さをコンセプトに展開するセレクトショップ「ビューティ＆ユース
ユナイテッドアローズ」や、イタリア生まれの本格オーガニックコスメの「テラクオーレ」が新たにオープンするなど、
ファッションや雑貨がさらに充実します。（１１月２２日（水）頃オープン予定）
加えて、パリ１区に住む女性をイメージしたワードローブを提案する「１ｅｒ Ａｒｒｏｎｄｉｓｓｅｍｅｎｔ（プルミエ アロンディスモン）」や、
よりデリケートでよりエモーショナルな服を提案する「ＤＩＲＥＣＴＯＩＲＥ （ディレクトワール）」が新たにオープンします。
また、新丸ビルでは、「本物を知る大人の男女に上質な時間を」をキーワードに、コスメゾーン「マルノウチボーテ」
に「イセタン ミラー メイク＆コスメティクス」がオープン、さらにイタリア・フィレンツェで育まれた香りのある生活を提案
する「Ｄｒ．Ｖｒａｎｊｅｓ Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ（ドットール・ヴラニエス マルノウチ）」が新規オープンするなど、コスメゾーン
「マルノウチボーテ」がますます充実します。
丸ビル及び新丸ビルは、２０１８年春まで新規＆リニューアルオープン店舗が続々登場。就業者をはじめ、お客様
にとっての利便性向上をはかり、さらなる深化を続けてまいります。

※丸ビル３階ゾーン イメージ

※新丸ビル新規オープン「イセタン ミラー メイク＆コスメティクス」店舗イメージ

「あらゆるものをダイナミックに調和させ、新たな価値を生み出す街」丸の内。それは、私たち三菱地所が世界に発信する街のあり方です。

【丸ビル】 新規＆リニューアル詳細
本年９月６日（水）に開業１５周年を迎える丸ビルは、２～３階フロアを中心に、テナント構成から共用部の
デザインまで一新し、ファッションや雑貨を中心に新たな店舗が加わり、バラエティ豊かな業種業態が集まるゾーン
として生まれ変わります。（１１月２２日（水）頃オープン予定）
また、他のフロアやゾーンでも新規・リニューアルオープン店舗がございます。
【２階・３階 新ゾーン 新規・リニューアルオープン店舗詳細】
３階

２階

※丸ビル３階ゾーン イメージ

フロア

２階

３階

店名＜業態＞

新規

新規

ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ
＜総合衣料＞

テラクオーレ
＜コスメ＞

オクタ ホテル

３階

新規

Ｏｃｔà Ｈｏｔｅｌ
＜輸入雑貨＞
アンドコレクション

３階

新規

＆Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
＜ライフスタイルショップ＞

３階

新規

コンシェルジュ
＜雑貨＞
タピエ スタイル

３階

新規

ＴＡＰＩＥ ＳＴＹＬＥ
＜アクセサリー＞
ザ キャットウィスカーズ

３階

新規

Ｔｈｅ Ｃａｔ’ｓ Ｗｈｉｓｋｅｒｓ
＜服飾雑貨＞

バークレー

３階

移転
リニューアル

３階

移転
リニューアル

ルクールブラン

３階

移転
リニューアル

ノーリーズ

３階

リフレッシュ
オープン

＜婦人靴／雑貨＞

＜レディス＞

＜レディス＞

ハーブス
＜フレッシュケーキ＆カフェ＞

コンセプト
“精神的な美”、“永続的な若さ”。永続的であるこの２つの精神をもち、
いつまでも柔軟性を失わない感受性や精神性の輝きをテーマにＢＥＡＵＴＹ
＆ＹＯＵＴＨの価値観を表現していきます。メンズ、ウィメンズ共にカジュアル
からフォーマルまで幅広いアイテムを国内外から取り揃えております。
日本とイタリアの共同開発の本格オーガニックコスメブランド。
北イタリアピエモンテ州の豊かな土壌で育まれた原料を用いて、日本人
の繊 細 な感 性 や肌 質 に合 わせた製 品 を独 自 に生 み出 しています。
そのフレッシュな香 りやテクスチャーは、五 感 が喜 ぶみずみずしさに
満ちています。
パリ８区にあるようなプチホテルをイメージした店内にはパリジェンヌが
朝 起 きてから 夜 眠 りにつくまでに使 っ ていそうなアイテムを食 器 や
インテリア雑貨からバッグ・アクセサリーに至るまで多数取り揃えております。
アートを中心に家具・インテリアアイテムを通じて暮らしを楽しむライフスタイル
を提 案 。世 界 中 からセレクトしたデザインアイテムが揃 う新 しい形 の
ライフスタイルショップ。
ライフ雑貨の案内人として、世界のマーケットから心が躍り出すような雑貨を
ご提案します。
訪れる人それぞれの “ｋａｗａｉｉ／かわいい” に出逢えるキュレーション
ショップ。新しいアーティストやデザイナーから生まれる新しいクリエーション
を伝えていきます。
“キャットウィスカーズ”は、猫の髭という意味。猫をモチーフとしたオリジナル
アクセサリーを中心とした雑貨ショップです。猫の髭は特にヨーロッパ
では昔から大事にされ、「縁起の良いモノ、スペシャルなモノ」といった意味も
含んでいます。
神戸で創業１００年近く続く伝統がある靴メーカーの直営店の「バークレー」
が装いも新たに、移転リニューアルオープン。
程よくトレンドを取り入れた、大人のフレンチカジュアルスタイルを提案。
時代を超えて愛されるベーシックアイテムと今の気分を反映するトレンド
アイテム。女 性 としてのかわいらしさ、 自 分 らしくあることを 大 切 に
過ごす女性たちに日々が心地よく輝けるスタイルを提案します。
トラディショナルをベースに程よくトレンドをプラスした旬のスタイルを提案。
オリジナルブランド「ＮＯＬＬＥＹ’Ｓ」、「ＮＯＬＬＥＹ’Ｓ Ｓｏｐｈｉ」に加え、
インポートグッズまで、幅広いアイテムをご用意しております。
ハ ンドメイド とフ レッシュ ネスを追 求 した、フレッシ ュケーキ ＆カフェ
「ハーブス」。素材のおいしさをシンプルに表現した旬のフレッシュケーキ
が常時１４種類揃います。ケーキとの相性を考えたオリジナルブレンドティ
やコーヒーもご用意しております。

※上記店舗は全て１１月２２日（水）頃オープン予定となります。店名は変更になる場合がございます。

【丸ビル】 新規＆リニューアル詳細
【その他新規＆リニューアル店舗】
９月下旬 新規オープン予定

１０月下旬 新規オープン予定

プルミエ アロンディスモン

ディレクトワール

１ｅｒ Ａｒｒｏｎｄｉｓｓｅｍｅｎｔ

ＤＩＲＥＣＴＯＩＲＥ

レディス（３階）

レディス（３階）

お気に入りのファッションやアート、大好きなカメラで撮った写真
に囲まれて過ごすパリ１区に住む女性をイメージ。
自分らしいライフスタイルを大切にする女性に向けて、きめ細やかな
ディテールにこだわったワードローブを提案します。

潔さと遊び心をもった大人の女性に向けて、＜あなたのスタンダード
をつくりたい＞という思いから、リアルクローズを追求しながらも、
シルエットの美しさや素材の上質さ、そして巧妙で細かい技を
効かせてディテールへのこだわりをもった、よりデリケートでより
エモーショナルな服を提案します。
９月１５日（金） 新規オープン予定

１０月下旬 新規オープン予定

ア デイ ワコール ザ ストア

シロ

ｓｈｉｒｏ

Ａ ｄａｙ ＷＡＣＯＡＬ Ｔｈｅ Ｓｔｏｒｅ

コスメティック（Ｂ１階）

ランジェリー（Ｂ１階）

自然の素材をシンプルに配合したコスメティックブランド。
強いとろみで保水力の高い“がごめ昆布”や、お米の恵みがつまった
“酒かす”など、素材の力を最大限引き出したスキンケアを
ご提案いたします。

ＡＭＰＨＩ ＰＲＯＣＨＥからＡ ｄａｙ ＷＡＣＯＡＬ ｔｈｅ ｓｔｏｒｅにＷＡＣＯＡＬ
のフラッグシップショップとして、リニューアルオープン。ＡＭＰＨＩの
品揃えはそのままに、ＷＡＣＯＡＬの人気ブランドのＳａｌｕｔｅとスポーツ
インナーのＣＷ－Ｘを新たにご用意し、豊富な品揃えからその日の
気持ちに寄り添った下着をお選びいただけます。「したぎ、選ぶ。
きもち、あがる。」をコンセプトに、グリーンを取り入れた優雅な
空間で、下着との素敵な出会いをお楽しみください。

フロア

店名＜業態＞

Ｂ１階

新規

Ｂ１階

新規

１階

リニューアル

２階

リニューアル

４階

新規

４階

新規

４階

新規

４階

リニューアル

４階

移転
リニューアル

４階

移転
リニューアル

４階

リニューアル

４階

リニューアル

５階

リニューアル

６階

リニューアル

浪漫館横浜
＜とんかつ／お弁当＞

すみだ 福千代
＜お弁当／お惣菜＞

デ・プレ丸の内
＜レディス＞

ガリャルダガランテ
＜レディス＞

ＳＬＥＥＰＹ ＳＬＥＥＰＹ
＜寝具／ライフスタイル雑貨＞

メディプラス
＜コスメ＞

マザーハウス
＜バッグ／ジュエリー／服飾雑貨＞

ＡＣＥ ＢＡＧＳ＆ＬＵＧＧＡＧＥ
＜バッグ／雑貨＞

ミハエル ネグリン
＜服飾雑貨／ライフスタイルグッズ＞

ＲＥＮ 丸の内店
＜バッグ／革小物＞

ＴＡＹＡ
＜美容室＞

プランツ・プランツ
＜観葉植物／趣味雑貨＞

オープン日
１０月中旬

９月５日

昭和４２年の創業から５０年続く、下町の仕出し弁当屋。
丸の内のビジネスマンの健康を手作りのお弁当でサポート。

９月６日

１５周年を記念し、リフレッシュオープン。クールフェミニン・
カジュアルシックのスタイルで、洗練された日常のモードを
提案します。

９月６日

エレガントでコケティッシュ、クラシックなのにモダンなスタイル
が人気のガリャルダガランテがリニューアル。

９月下旬

「幸せな眠り」、「幸せなめざめ」に導く、衣食住のアイテムを
通してねむることを大切にするライフスタイルを提案します。

９月１６日

通販で大人気！売上累計７５０万本を突破したオールインワン
ゲルを展開する、メディアプラス初の常設店です。

１０月中旬

「途上国から世界に通用するブランドをつくる。」という理念の
もと、その国にある素材や職人の技術を活かしたモノづくりを
しているファッションブランドです。

９月６日

エース株式会社が展開するバリエーション豊かなブランドを、
幅 広 い切 り口 で取 りそろえたバッグとラゲージの セレクト
ショップです。

９月６日

世界で活躍するユニークライフスタイルデザイナー、ミハエル・
ネグリンの世界観を表現したトータルショップです。

９月２１日

なじみの良さと素材の風合いを重視したシンプルな物作りに
こだわる、東京発のレザーバッグブランドです。

９月２９日

すべてのお客様に愛されるサロンであるために、上質な技術と
サービスにこだわり、美容の最前線で発信し続けている「ＴＡＹＡ」が
よりおしゃれな空間に。美髪・美肌のトータルビューティを満たす
テクニックや、髪のお悩みを解消するテクニック、今まで以上に
もっと美しく輝けるテクニックがここにあります。

９月６日

日々成長を続ける植物とともに、楽しく暮らすライフスタイルを
提案する人気店が装いも新たにリニューアル。

１０月中予定

オープン以来、多くのお客様に愛され今年で１５年目を迎えました。
お酒の飲める店として、小皿料理・コースも充実している他、
名物オムレツライスも変わらず人気メニューです。

８月１２日

沼津魚市場のセリ権を持っており、新鮮でボリュームタップリ
の商品をご提供いたします。

グリル満天星 麻布十番
＜洋食レストラン＞

沼津 魚がし鮨
＜寿司＞

コンセプト
横浜元町にあるレストランとテイクアウトのカツサンド専門店
が丸ビルにオープン。ヒレカツサンドや独自の製法で作った
サクサクのトンカツ、お弁当、フライ惣菜もそろえています。

【新丸ビル】 新規＆リニューアル詳細
国内外のラグジュアリーコスメを集めたセレクトショップ「イセタン ミラー メイク＆コスメティクス」、イタリア・フィレンツェ
で育まれた品格溢れる香りが魅力のフレグランスブランド「Ｄｒ．Ｖｒａｎｊｅｓ Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ（ドットール・ヴラニエス
マルノウチ）」が新規オープンするなど、コスメゾーン「マルノウチボーテ」がますます充実します。
【「マルノウチボーテ」内 新規オープン店舗】
１０月１８日（水）新規オープン予定
展開ブランド一覧（予定）
アディクション／イヴ・サンローラン・ボーテ／イプサ／クリニーク／
コバコ／コンフォートゾーン／ＳＨＩＳＥＩＤＯ／シュウ ウエムラ／
ナーズ／ポーラ／メイクアップフォーエバー／ランコム／ルナソル
イセタンミラー内ピックアプブランド①
／ローラ メルシエ など

イセタン ミラー メイク＆コスメティクス
コスメ（３階）

“欲しいときに・好きなように・欲しいモノだけ買える”をコンセプトに、
多彩なブランドラインナップから、自由に見比べながらお買い物を
楽しめます。また、常駐するイセタン ミラー ガールが、ブランドの枠
を超えてお客様にぴったりのコスメをご案内いたします。オープン
記念として、税込価格合計６，４８０円以上お買上げ、かつイセタン
ミラー オリジナルコットンをお買上げの方にオリジナルコットン
ボックスをプレゼント。(なくなり次第終了）

※イセタン ミラー メイク＆コスメティクス
店舗イメージ

※オリジナルコットンボックス

１０月２０日（金） 新規オープン予定
ドットール・ヴラニエス マルノウチ

Ｄｒ．Ｖｒａｎｊｅｓ Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ
ルームフレグランス・香水（３階）

最高品質の天然由来のエッセンシャルオイルを香料として使用し、
創業者であり、調香師であるパオロ・ヴラニエスの人生観から
生まれる品格溢れる香りが魅力のフレグランスブランドです。
クラシカルなボトルに詰められたルームフレグランスは、空間を
自然で豊かな香りで満たし、洗練されたインテリアを完成させます。

モルトンブラウン

【新丸ビル３階 「マルノウチボーテ」とは】
「上質を極めた真の美しさを、洗練されたきれいを手に入れたい」そんな女性たちの願いを叶えるビューティー・
プレイスです。お馴染みのブランドから注目のブランドまで、スキンケア、メイクアップ、エステティック、ネイルなど
感度の高いトータルケアをご提供します。洗練された落ち着きのある空間で、素敵な時間をお過ごしください。
＝「マルノウチボーテ」全店舗リスト＝
店名＜業態＞
ＲＭＫ 新丸の内ビル店 ＜化粧品＞
イソップ 新丸ビル店 ＜化粧品＞
ＭＣＳ Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ ＜化粧品＞
ル・キヤ アイスペシャリテ 丸の内店 ＜目元専門サロン＞
オブ・コスメティックス 新丸ビル店 ＜ヘアケア・化粧品＞
Ｄｒ．Ｖｒａｎｊｅｓ Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ ＜ルームフレグランス・香水＞

店名＜業態＞
資生堂ビューティーサロン 新丸ビル店 ＜美容室＞
モルトンブラウン 新丸ビル店 ＜化粧品・ホーム＆トラベル＞
ネイルハウス 安气子 新丸ビル店 ＜ネイルサロン＞
Ｋｏｈ Ｇｅｎ Ｄｏ ＜化粧品＞
イセタン ミラー メイク＆コスメティクス ＜コスメ＞

【その他新規オープン店舗】
フロア
７階

店名＜業態＞
新規

東京和食 文史郎
＜飲食／和食＞

オープン日
８月２３日

コンセプト
東京産の食材を軸にした新しい和食。名物「東京とまと肉じゃが」
を中心とした東京料理や「東京ブラッディメアリー」などここでしか
味わえないお酒などをカジュアルにお楽しみください。

その他 丸の内エリア 新店・リニューアル店舗情報
フロア
東京ビル
ＴＯＫＩＡ
（２階）
東京ビル
ＴＯＫＩＡ
（３階）

店名＜業態＞
リニューアル

新規

レゾナンス
＜飲食／フレンチ＞

おでん 和食 銀座おぐ羅
丸の内ＴＯＫＩＡ店
＜飲食／おでん和食＞

オープン日

コンセプト

８月１７日

アクティブな大人たちの時間に柔軟に応える食空間。丸の内に
新たなフードシーンを展開。ディナータイムを中心にアラカルト
メニューを拡充し、幅広い客層・ニーズにお応えします。

９月５日

銀座の銘店「おぐ羅」の澄みきった出汁のおでんとしゃぶしゃぶ
をはじめ、四季折々の食材で旬を感じる和食の逸品と、料理
に合わせて厳選したお酒を愉しみながら、出汁の香る店内で
ゆったりとした時間をお過ごし下さい。

