
'08-04                                                         ２００８年２月２０日              

「ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ（レミィ五反田）」の出店テナントが決定！ 
東急池上線五反田駅直結のショッピングセンターが２００８年４月２３日（水）にオープン 

      働く女性の毎日をサポートする３３のお店が出店します！ 
東京急行電鉄株式会社 

 
 
 東京急行電鉄（本社：東京都渋谷区、社長：越村敏昭）では、東急池上線五反田駅に直結 
する駅型ショッピングセンター「ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ（レミィ五反田）」（地上９階地下２階建）の

オープン日を２００８年４月２３日（水）に決定いたしましたので、出店テナントと合わせてお知ら

せいたします。 
 
 「ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ（レミィ五反田）」は、「働く女性のお助けどころ｣をコンセプトに、五反田

駅を利用する２０代・３０代女性をメインターゲットとしています。 
 開発にあたっては、当社の女性社員が中心となってコンセプトや環境計画、テナント構成 
などについて徹底的に話し合い、日本初出店やＳＣ内初出店の店舗を含む、働く女性の毎日の

生活をサポートするバラエティ豊かな３３店舗をそろえました。主なテナントは次の通りです。 
 
●Ｓｉｇｎ ｇｏｔａｎｄａｒ（カフェ） 
 代官山と青山で店舗を展開する高感度カフェ「Ｓｉｇｎ」がＳＣ内に初出店します。フード   

メニューのほか、アルコール等のドリンク類も充実しています。 
●韓

かん

の
の

旬
しゅん

 菜
さい

彩
さい

（韓国料理） 
 有機野菜などの安心素材をふんだんに使用し、辛くない料理など新しいスタイルの韓国料理 
 を提供する「韓の旬 菜彩」が日本初出店します。 
●ブックファースト（書店）・テコプラザ（旅行代理店） 
 幅広い品揃えを誇る書店「ブックファースト」と、当社の運営する旅行代理店「テコプラザ」

が初のコラボレーション店舗を出店します。店舗間の間仕切りをなくし、お客さまが両店を

自由に行き来して、情報収集や旅行計画を立てることができます。 
●１５ｍｉｎ ｂｉｅｗ’ｓ（メイクサービス） 
 わずか１５分で、あこがれの女優やモデル顔に変身できるメイクアップサロン 
 「１５ｍｉｎ ｂｉｅｗ’ｓ」にセルフエステを併設した新業態の店舗です。 
●ｎａｉｖｅ ｗａｔｅｒ（レディスファッション） 
 普段の生活の中で、ゆったり身に付けていたくなる洋服を取りそろえました。自分らしく 
 過ごせる、清潔感を感じられるスタイルを提案します。 
 
 また低層フロア（地下１階～地上３階）に入居する東急ストアでは、昨年１１月に地下１階～

地上１階部分をリフレッシュオープンしましたが、さらに２階部分にスイーツゾーンを新設す

るなど、地元のお客さまにはもちろん、働く女性にもうれしいスーパーマーケットとして生ま

れ変わります。（その他のテナントの詳細、各階ゾーニング等については別紙をご参照ください） 
 
 
 
 



 「ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ（レミィ五反田）」の概要は以下の通りです。 
 
●施設概要 
・施設名称  ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ（レミィ五反田） 
・所 在 地  東京都品川区東五反田二丁目１番２号  
・規 模  地上９階地下２階建（売場は地下１階～地上８階） 
・賃貸面積  約７，０００㎡ 
・店 舗 数  ３３店舗 
・オープン日  ２００８年４月２３日（水） 
 
●「ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ（レミィ五反田）」ロゴ 

 
●オリジナルキャラクター「レミィ」 
 ポスターやパンフレットなどにオリジナルキャラクター「レミィ」が登場し、五反田駅を 
 利用されるお客さまに「ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ（レミィ五反田）」の魅力をご案内します。 

 
以 上 

・レミィプロフィール 

レミィはおしゃれ大好きな今どきＯＬ。カワイイ自分らしいアイテム

を探すのが大好きなレミィは、「ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ（レミィ五反田）」を 

使いこなしています。 

ＴＰＯに合わせてお着替えするレミィこだわりのファッションにもご

期待ください！ 

 

・イラストレーター（ななせことの）プロフィール 

専門学校のインテリアデザイン科を卒業後、建築設計、広告デザイ

ンなどの経験を経て、１９９９年からフリーのイラストレーターとして

本格的に活動スタート。 

２００５年、第４回ＣＷＣチャンス展ファイナリストに選ばれたことを

きっかけに欧米に活動の幅が広がる。 

いまにもおしゃべりしそうな、表情のある女の子たちとその鮮やか

な色彩感覚が観る人にアピールする表現に仕上がっている。 

現在セイコーウォッチ「ｉｎｇｅｎｕ」のイラストや、Ｆｉｇａｒｏ Ｊａｐｏｎの人

気連載コーナー「気になるアイテム」のイラストを連載中。 



（別紙） 
１．「ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ（レミィ五反田）」のゾーニング 
 オリジナルキャラクター「レミィ」のお家をイメージした５つのゾーニングで構成されて 
 います。 
 
 ８階：ｒｅｍｙ’ｓ ｋｉｔｃｈｅｎ ダイニングゾーン 
  バラエティ豊かなダイニングゾーン。一人でも友達同士でも心地よく利用できる女性の 
  「お食事」メニューを充実させた５つのショップで構成します。 
  野菜を丸ごと美味しく食べることをコンセプトにした「やさい家めい」が表参道に続く 

２号店として出店するほか、日本初出店となる韓国料理「韓の旬 菜彩」など、ここに 
  しかない個性豊かなお店を取り揃えました。 
 
 ７階：ｒｅｍｙ’ｓ ｌｉｂｒａｒｙ カルチャーゾーン 
  女性の知的探究心を満たしてくれるフロアとして、２つのショップで構成します。 
  幅広い品揃えを誇る書店「ブックファースト」と豊富な旅行商品を取りそろえる     

旅行代理店「テコプラザ」とのコラボレーション店舗が登場。 
お客さまのライフスタイルに合わせたオリジナルなカルチャー提案を行います。 

 
 ６階：ｒｅｍｙ’ｓ ｂｅａｕｔｙ ヘルス＆ビューティーゾーン 
  毎日を頑張る自分へのご褒美に、レミィが厳選した女性の「キレイ」をお手伝いするフロ 
  ア。ネイルサロン、メイクサービス、エステティックサロンなどのビューティーサービス 
  や雑貨・化粧雑貨など９つのショップで構成します。 
  世界中からセレクトしお客様にワクワクを提供する輸入雑貨店「ＭＩＮｉＰＬＡ」、都内のＳＣ  

初出店となるやさしい天然素材の化粧雑貨店「鎌倉四葩
よひら

」などが出店し、サービスから    
アイテムの提案までお客さまの「キレイ」をトータルにサポートします。 

 
 ５階：ｒｅｍｙ’ｓ ｃｌｏｓｅｔ ファッションアイテム＆セレクトゾーン 
  レミィのお部屋をイメージさせるフロア。お客さまのアクティブなオンタイムとハッピー 
  なオフタイムに欠かせない９つのショップで構成します。 
  関東のＳＣ初出店となるファッションや、海外からセレクトしたアイテムを取り扱う    

ファッション雑貨、地球に優しいエコ雑貨など、お客さまの日常にちょっとの感度を     
プラスするアクセサリーのような機能をもつフロアになっています。 

 
 ４階：ｒｅｍｙ’ｓ ｃｌｏｓｅｔ カフェ＆アクセサリー・ファッションゾーン 
  東急池上線の改札口階に位置するこのフロアは、電車の待ち時間やお待ち合わせに気軽に 
  ご利用いただける、散策する楽しみを提供するショップが並んでいます。 
  通勤・通学に大活躍するファッションセレクトショップやギフトに最適な雑貨ショップの 
  ほか、ＳＣ内初出店となる代官山・青山に展開する高感度カフェ「Ｓｉｇｎ」など、利便性を     

意識した７つのショップで構成します。 
 
 
 
 
 
 



 地下１階～３階：東急ストア 
  昨年１１月にリフレッシュオープンした地下１階～地上１階では、鮮度、品質、品揃えにこ

だわった毎日の食生活を彩る食料品とオフィスワーカーの昼食需要にお応えするため惣菜

やパン、チルドドリンクなどが充実。また夜１１時まで営業し、帰宅時の買物にも便利です。 
そして、今回リニューアルオープンする２階～３階部分では毎日の生活に必要な日用品か

ら衣料品を中心に取り揃えるとともに、スイーツゾーンを新設し、地元のお客さまにはも

ちろん働く女性にもうれしいスーパーマーケットとして生まれ変わります。 
 
２．「ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ（レミィ五反田）」テナント一覧 
 ※○印は初出店もしくは新業態の店舗となっております。 
 ※ショップ名は仮称であり、変更となる場合があります。 
 
８階：ｒｅｍｙ’ｓ ｋｉｔｃｈｅｎ（５店舗） 

ショップ名 出店企業名 業種 特徴

夢吟坊（ムギンボウ） ㈱東急グルメフロント うどん
こだわりの素材を独自のあっさり味に仕上げた
京うどんと麦とろのお店です。

○
（SC初）

鉄板 二百℃
（テッパンニヒャクド）

サムカワフードプランニ
ング㈱

鉄板
200℃の熱々鉄板でいろいろな素材をおいしく
楽しく焼き上げるお店です。

やさい家めい (有)イートウォーク 和食

表参道に続く２号店目。野菜を丸ごと美味しく
食べることをコンセプトにした和食レストラン。
旬の野菜で体の中から元気になれるレストラ
ンです。

○
（新業態）

PIZZERIA-TRATTORIA
DON CONA CONERY
（ピッツェリア・トラットリア
ドン　コナコネリー）

㈱ダイヤモンドダイニン
グ

窯焼きピッツア
イタリア料理

焼きたての窯焼きナポリピッツアや自慢の手
打ちパスタなどを厳選したイタリアンワインと共
にお楽しみいただけます。

○
（日本初）

韓の旬　菜彩
（カンノシュン　サイサイ）

ＣＪジャパン㈱ 韓国料理

有機・減農薬、低農薬野菜等をふんだんに使
用し、安心素材を新しいスタイルでご提供。「辛
い」イメージの強い韓国料理から、「辛くない」
韓国料理を数多く提供します。日本初出店で
す。  

 
７階：ｒｅｍｙ’ｓ ｌｉｂｒａｒｙ（２店舗） 

ショップ名 出店企業名 業種 特徴

東急旅行センター
テコプラザ

東京急行電鉄㈱ 旅行代理店

JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行をはじ
め、国内･海外パッケージ旅行50ブランド以上
を取り揃え、旅のことならなんでもおまかせ。
きっとあなたに合った、あなたらしい旅が見つ
かります。

ブックファースト ㈱阪急リテールズ 書店
新刊、話題書はもちろん、幅広い品揃えで、い
つも最先端の情報をご提供いたします。

 
 



６階：ｒｅｍｙ’ｓ ｂｅａｕｔｙ（９店舗） 

ショップ名 出店企業名 業種 特徴

Ｂｌeu Ｂｌeuｔ ＧＥＮＥＲＡＬ
STORE
（ブルーブルーエゼネラ
ルストア）

ブルーブルーエ ジャパン
㈱

生活雑貨

インテリア小物、ステーショナリー、バッグ、
靴、アクセサリーなど様々なアイテムが揃う雑
貨店です。

○
（都内SC

初）

鎌倉四葩
（カマクラヨヒラ）

㈱イトウ 化粧雑貨
日本各地に古くから伝わる天然の原料をベー
スにしたユニークな製品をお届けします。

ネイルクイック ㈱ノンストレス ネイルサロン

一流の技術をリーズナブルにご提供するネイ
ルサロンです。カルジェルなどジェルメニューも
好評です。

ｒｅｌａｘ（リラックス） ㈱ＯＭＧ
リラクゼーション

サロン

ゆったりと流れる時間とやわらかな香りの中で
眠ってしまいそうなほど心地よい空間。プロの
セラピストが日頃のお疲れを解放します。

○
（新業態）

15ｍｉｎ ｂｉｅｗ’ｓ
（フィフティーンミニッツ
ビューズ）

㈱ビューズ メイクサービス

わずか15分で憧れの女優やモデル顔に大変
身できるメイクアップサロンです。また気軽にご
利用いただけるセルフエステを併設しました。

Ｒｏｓｅ Ｇａｒｄｅｎ
（ローズガーデン）

㈱ハウスオブローゼ
英国式リフレクソ

ロジー

英国式独特の親指の動きで足裏を刺激して血
行を促し、日々のストレスの解消や自然治癒
力を高める英国式リフレクソロジーのサロンで
す。

Ｚｏｆｆ（ゾフ） ㈱インターメスティック アイウェア
ゾフのメガネはレンズ付きの価格で５２５０円、
７３５０円、９４５０円及び１２６００円です。

ハウスオブローゼ ㈱ハウスオブローゼ 自然派化粧品
自然の恵みで素肌本来の美しさを引き出す、
ナチュラルスキンケアのショップです。

ＭＩＮｉＰＬＡ（ミニプラ） プラザスタイル㈱ 生活雑貨

『PLAZA』のエッセンスがギュッとつまった楽し
い売り場展開が魅力。菓子、家庭用品から化
粧品、服飾雑貨まで幅広い品揃えで毎日の生
活にワクワク・ドキドキをご提案します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５階：ｒｅｍｙ’ｓ ｃｌｏｓｅｔ（９店舗） 

ショップ名 出店企業名 業種 特徴

Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ Ｃｏｆｆｅｅ
（スターバックスコーヒー）

スターバックス コーヒー
ジャパン㈱

カフェ

香り高いコーヒーを演出する、心地よい音楽、
快適な空間。スターバックスで自分だけの時間
をお楽しみください。

ＴＨＥ ＢＯＤＹ ＳＨＯＰ
（ザ・ボディショップ）

㈱イオンフォレスト 自然派化粧品
世界各地に古くから伝わる天然の原料をベー
スにしたユニークな製品をお届けします。

Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｐａｔｈ
（クリティカル・パス）

㈱アド エコ雑貨

地球に優しいエコ雑貨を取り扱うお店。毎日を
笑顔で心地よく過ごせるように、スタイリッシュ
なエコライフをあなたにお届けします。

ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ
（アース　ミュージックアン
ドエコロジー）

㈱クロスカンパニー レディスアパレル

「relax」をテーマに、流行とナチュラル感を取り
入れ、幅広い層に発信するハイカジュアルブラ
ンドです。

ＳＯＵＰ（スープ） ㈱ワールド レディスアパレル

大人で上品なテイストをベースに、ファッション
性のある商品を様々なシーンに合わせてリー
ズナブルにご提案します。

Rｉｐｅｕｒｂ
（ライプアーブ）

㈱サザビーリーグ
アクセサリー

服飾雑貨

自分の好きなモノを自由にスタイリングできる
女性たちに向けたアクセサリーショップ。世界
を旅して集めたポップでキッチュ！なアイテム
をご提案します。

○
（新業態）

ｃｕｒａｔｉｕｐｕｒｅ
（キュラティピュール）

㈱銀座マギー 服飾雑貨
オリジナルバッグと癒しをテーマとしたモダンで
キュートなグッズのセレクトショップです。

○
（都内SC

初）

ｎａｉｖｅ ｗａｔｅｒ
（ネイブウォーター）

㈱パル レディスアパレル

洗いざらした素材感、気ままな重ね着、自分ら
しく過ごせるゆったりとした空気感や清潔感を
感じられるスタイルをご提案します。

ｑｕaｔｒｅ kiki
（キャトルキキ）

㈱エムティエル 服飾雑貨
ヨーロッパを中心としたバッグやアクセサリー、
靴などを取り揃えたセレクトショップです。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４階：ｒｅｍｙ’ｓ ｃｌｏｓｅｔ（７店舗） 
ショップ名 出店企業名 業種 特徴

○
（SC初）

Ｓｉｇｎ　ｇｏｔａｎｄａｒ
（サインゴタンダ）

㈱トランジットジェネラル
オフィス

カフェ

代官山と青山の目印カフェが五反田に登場！
オムライスやパスタの他アルコール等のドリン
クも豊富に取り揃えております。

ＶＩＳ（ビス） ㈱ジュン レディスアパレル

かわいいカジュアルから上品さのあるこだわり
のファッションまでご提案するセレクトショップ
です。

ＩＮＤＥＸ（インデックス） ㈱ワールド レディスアパレル
働く女性にとって活躍度の高いアイテムを扱う
ＭＩＸブランドショップです。

Ｃｅｐｉｃａ（セピカ） ㈱ジオン商事 服飾雑貨
国内外からセレクトした、遊び心あふれる大人
の雑貨が勢ぞろいしています。

ｃａｎ ｍｅｅｔ（キャミート） ㈱阪急商業開発
アクセサリー

服飾雑貨

おしゃれで遊び心いっぱいのアイテムが満載。
通勤の途中に思わず立ち寄りたくなるショップ
です。

カランコロン京都 ㈱伊と忠 和雑貨

懐かしいけど新しく、新しいけど京都らしいは
んなり・かわいい和雑貨や小物を取り揃えた
ショップです。

ＣＯＮＣＩＥＲＧＥ
（コンシェルジュ）

㈱コンシェルジュ
ファッション雑貨

ギフト雑貨
日常の風景を旅に見立て、ファッション雑貨・
ギフト雑貨をご提案するショップです。

 
 
地下１階～３階：東急ストア 

ショップ名 出店企業名 業種 特徴

東急ストア ㈱東急ストア
スーパー
マーケット

地域のみなさまの身近なパートナー「東急スト
ア」。お惣菜コーナーの充実や２階にスイーツ
ゾーンを新設するなど、働く女性にもうれしい
スーパーマーケットとして生まれ変わります。

 
 

以 上 


