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サステナビリティ

商業施設初・関東初の店舗や、地元亀戸の名店「船橋屋」など全 136 テナントから構成される
カ
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「KAMEIDO CLOCK」 4 月 28 日(木)開業決定！

～「カメスポ」を拠点にする、商業施設初の e スポーツチームも発足！～
野村不動産株式会社(本社:東京都新宿区/代表取締役社長:松尾 大作)及び、野村不動産コマース株式会社（本
社：東京都新宿区/代表取締役社長：小島 達也）は、東京都江東区亀戸において、2022年4月28日（木）に当
カ

メ

イ

ド

ク ロ ッ ク

社グループのフラッグシップ商業施設『KAMEIDO CLOCK』を開業いたします。

「KAMEIDO CLOCK」 2022 年 4 月 28 日（木）開業決定！
POINT① さまざまなお客様のニーズに応え、ライフスタイルを支える全 136 テナント発表
POINT② 「カメスポ」 商業施設初の e スポーツチーム「カメイドタートルズ」発足！
POINT③ みんなのタマリバ 「カメラボ」 利用イメージ 公開！
POINT④ 公式 YouTube チャンネル「カメテレ」が 3 月中旬より開設！
POINT⑤ 公式アプリ（カメクロポイント、決済機能付）４月上旬よりダウンロード開始予定
※画像はすべてイメージです

POINT① さまざまなお客様のニーズに応え、ライフスタイルを支える全 136 テナント発表
『KAMEIDO(カメイド) CLOCK(クロック)』は、「LIVE UP! & LOVE LOCAL」をコンセプトに、さまざまなお客様
のニーズにお応えすべく、衣食住を包括的にサポートする全 136 店舗にご出店いただきます。
日々のライフスタイルを支える大型店舗「ライフ」「ユニクロ」「TSUTAYA BOOKSTORE」に加え、「Seria」
「カルディコーヒーファーム」「スターバックス」「ココカラファイン」「ABC-MART」といったデイリーユースのテナントも充実。
アパレルにおいても「UNITED ARROWS green label relaxing」「gelato pique」「ジャーナル スタンダード
レリューム」「CIAOPANIC TYPY」など、幅広い世代のニーズに合わせたテナントが勢ぞろい。
地元からは、亀戸発の元祖くず餅が有名な「船橋屋」、城東地区で人気の鮮魚バル「にだいめ野口鮮魚店」、
江東区扇橋の老舗精肉店が手掛ける焼肉店「肉の田じま」など、地域で愛される名店をラインナップ。
都内で有名なイタリアン・リストランテ ヒロを中心に３つの美味しさが集まった「SANRISE KITCHEN」や、
関東初出店となる京都発の老舗ベーカリー「グランディール」など、下町とニューカルチャーが融合したさまざまな
ライフスタイルを彩るテナントにご出店いただきます。

<施設構成>
6F
5F
お客様や地域を繋ぐエリアコミュニティハブ

4F

世代を超えて生活を豊かに愉しむカジュアルライフ

3F

トレンドや自分好みのアイテムなど日々のスタイルを充実させるリアルクローゼット

2F

下町文化とニューカルチャーが融合する新しい亀戸ライフ

1F

地域 NO.1”食“市場

B1F

※画像はすべてイメージです

＜大型スーパー・生鮮三品・食物販の専門店が集うライブ感あふれる『地域 No１“食”市場』“カメクロマルシェ”＞

青果・鮮魚・精肉専門店
総合グロッサリー
ベーカリー
スイーツ

ベーカリー

惣菜・グロッサリー

エリア No1 の面積を誇るスーパーマーケット「ライフ」に加え、専門性の高い青果「フレッシュダイトー」、商業施設初出店の鮮魚
「本庄鮮魚」、精肉「牛蔵」の生鮮三品と、総合グロッサリー「パントリー」を誘致し、お客様の幅広いニーズに応えます。
関東初出店のベーカリー「グランディール」に加え、和・洋・中など多彩な惣菜９店舗には、門前仲町で人気のアサリのコロッケ
「江戸 深川屋」などが出店します。さらに、関東初出店の洋菓子「Pâtisserie J’ouvre」や門前仲町の老舗和菓子
「深川 伊勢屋」、その他人気の専門グロッサリーが集まり、ゾーン中央にはお店で買ってそのまま食べることもできる約 50 席の
イートインコーナーを設け、ライブ感あふれるフロアとなります。同フロアには、ドラッグストア「ココカラファイン」やクリーニング
「ポニークリーニング」も出店し、地域のお客様の多彩なニーズに応え、毎日でも来たくなるフロアを目指します。

商業施設初出店の「本庄鮮魚」を始め、スーパーマーケット「ライフ」を補完する生鮮専門店を配置

商業施設初出店、産地直送で鮮度の良さが魅力の鮮魚専門店「本庄鮮魚」

※イメージ画像

青果販売「フレッシュダイトー」
お買い得で高品質な果
物・野菜を多く取り揃え
ています。

東京初

“地域最大級“ライフ

豊洲市場を中心に、新潟県能生漁港や千葉
県銚子漁港、相模湾の朝どれなどの産地直
送で鮮度が良い魚を販売する鮮魚専門店。
地魚を使った生寿司やお刺身も本庄鮮魚の
魅力の代名詞で、今回商業施設・東京都で
初出店となります。
精肉販売「牛蔵」

グロッサリー販売「パントリー」
九州のブランド牛を中
心に安心、安全、新鮮
で美味しいお肉を店内
で加工して販売します。

食品添加物をできる限
り 使わ ず 、徹底 的に品
質にこだわっています。

※画像はすべてイメージです

関東初進出ベーカリー「グランディール」や人気の「カルディコーヒーファーム」など “食”専門店とイートインコーナー

京都発の老舗ベーカリー「グランディール」

名古屋発パティスリー「Pâtisserie J’ouvre」

関東初

創業から 30 年以上、“パン屋
の激戦区”である京都で愛さ
れ続けてきたベーカリーブランド
が関東初上陸。看板商品の
“黄金のメロンパン”を始め、ベ
ーグルやパニーニなどをご用意
しています。

門前仲町で創業明治 40 年の老舗和菓子「深川 伊勢屋」

関東初

名古屋発のパティスリーとして
人気を博し、関東初出店。美
味しさはもちろん、愛され続ける
タルト、ロールケーキなどの洋菓
子を独自のノウハウで新しい表
情の洋菓子として美味しさを届
けます。

門前仲町で愛されるアサリのコロッケ「江戸 深川屋」

江東区発

看板商品の餅菓子の他、季
節の和菓子、赤飯、いなりのり
巻 深川名物あさりにぎり、など
人気商品を多数取り揃え、深
川ちよこ・まちこはお手土産にも
大好評。深川の味を伝える老
舗和菓子店です。

江東区発

揚げ物「江戸 深川屋」江戸前
のアサリを使用したオリジナル深
川コロッケは絶品です。材料に
こだわり自家製パン粉を使用し
た揚げ物は、冷めても美味しく
召し上がれます。一度ご賞味
下さい。

さまざまな食を彩る有名店や人気店がカメイドクロックに集結！
東京初

東京初

コーヒーと輸入食品のワンダーショップ

東京初出店！北海道をグルメで体験

横浜馬車道に本店を置くフランス菓子店

東京初出店！韓国食材で作るスープ専門店

カルディコーヒーファーム

北海道ライブマルシェ

ガトー・ド・ボワイヤージュ

キムスープ

チョコレートケーキを看板商品とする
スイーツショップ

Tops

フランス産発酵バター使用のスイーツショップ

HANERU＆POPUP

フルーツサンド専門店

アジアン料理店

台湾スイーツ専門店

㊇先手家

ガパオキッチン

TAIWAN SWEETS Bull Pulu

家庭料理をご自宅で

本格中華料理を楽しめる

旬のメニューを提供する惣菜店

国産鶏を使用する鶏惣菜・料理店

魚惣菜店

こだわりの黒毛和牛も楽しめる

咲菜

好味来

はなまるダイニングセレクト

鶏むら

しばたけ

仕出し屋 AZABU

SC 初

※画像はすべてイメージです

＜亀戸の下町ならではの“食”文化を活かし、“食”を通じた新たな地域コミュニティ拠点”カメクロ横丁”＞

亀戸の有名ホルモンで親しまれる”初代吉田”で修業したオーナーの新業態である「焼肉ホルモン魂」や、亀戸在住のオーナーが
経営するイタリアン「MISIA」、墨田・江東区で人気の「にだいめ野口鮮魚店」をはじめ、年間 60 頭しかとれない“東京ビーフ”が
目玉商品の肉バル「BUTCHER OHYAMA」、創業 60 余年継ぎ足しの秘伝のたれに絡めた焼き鳥の新業態「焼鳥のんき」、
日本が世界に誇る天ぷらを気軽なバルスタイルで提供する「天ぷら天寅」など７店舗が軒を連ねます。また、国内外の多種多様な
ビールを提供する「びあマ」ではカメクロ横丁限定のビールも販売予定です。
地元の名店や人気店を気軽に利用できるカメクロ横丁は、亀戸の新たな名所となります。

地元の名店や個性あふれる人気７店舗出店！カメクロ横丁でしか味わえない限定メニューも登場
パスタとピザが自慢のカジュアルイタリアン「MISIA」

亀戸有名ホルモン“初代吉田”で修業した「焼肉ホルモン魂」

有名店での経験を活かしたシェフによる生産地直送の魚や肉、世界
中から集めたハーブ・スパイスを利用したメニューやワインと共に楽しめる
生パスタ、ご自宅で楽しめるテイクアウトのピザ、シンプルで素朴な料理
など毎日通いたくなる料理を多彩に表現します。

地元住民の方や近隣のオフィスワーカーのお客様に長年愛されてきた
人気の炭火ホルモン焼肉店が新業態でオープン。芝浦直送の新鮮な
お肉やホルモンをプロのスタッフが丁寧に焼き上げて提供しお楽しみい
ただけます。

毎朝市場で食材調達

全世界のビールが集結

地元城東で人気の「にだいめ野口鮮魚店」

ビール専門店「びあマ」

築地（豊洲）市場のまぐろ専門卸売問屋が母体

大型商業施設初出店。下町のクラフトビール専門店。

となり、ランチは「質」と「量」の豪快丼ぶり。ディナー

600 種類を越えるラインナップのボトルショップとその場

は「鮮度と旨味」の魚料理と共に美味しいお酒を提

で楽しめるスタンディングバーのハイブリッドクラフトビール

供します。

ストア。カメクロ横丁オリジナルビールも開発中！

気軽に立ち寄れるバルスタイル天ぷら

四ツ谷の銘店

食肉卸問屋直営の肉バル

「天ぷら 天寅」

「焼鳥のんき」

「BUCTHER OHYAMA」

定番の天種や、旬の食材、天寅オリジナルの

創業 60 余年毎日継ぎ足してきた「秘伝のたれ」に

年間出荷頭数約 60 頭、幻の黒毛和牛と称される

変わり種もご用意します。

絡めて焼いた串こそ「のんき」の味。

「東京ビーフ」の上質な甘味と旨味をお楽しみ頂けます。

※画像はすべてイメージです

【街区マップ】

【カメクロ横丁マップ】

カメクロ横丁 商環境デザイン計画・監修 窪田建築都市研究所
建築、インテリア、プロダクトを中心に、様々なジャンルや業態のデザイン、企画開発やプロデュースも行い、
人が集まりコミュニティーが生まれる場所づくりを提案している窪田建築都市研究所にカメクロ横丁の商環境計画およびデザイン監修を委託。

窪田茂
窪田建築都市研究所代表、一級建築士
JCD（一社 日本商環境デザイン協会）理事長

eight days

HIYORI チャプター京都トリビュート
ポートフォリオホテル
※画像はすべてイメージです

＜4F、屋外のキッズパークであるアソビバを併設した約 540 席のフードコート＞

座席数約 540 席を用意し、ファミリー層を中心に幅広い人気の「マクドナルド」「大阪王将」「ケンタッキーフライドチキン」
「ペッパーランチ」など 9 店舗を集積させ、乳幼児を連れたお客様でも使いやすい駅近フードコートを設置します。

ファミリーに人気の有名店が９店舗集結！座席数約 540 席の広々空間に屋外のキッズパークが併設

マクドナルド

ペッパーランチ

大阪王将

Morther’s Curry Plus

毎日食べられる体にやさしいスープ

どうとんぼり神座

こだわりのうどんを提供

香川一福

サーティワンアイスクリーム

ケンタッキーフライドチキン

鳥と卵の専門店

鳥玉

キッズパーク
フードコートに隣接する形で、４階、５階にわた
る立体的な屋外空間に、お子様が遊び、楽し
むことができるキッズパークも併設し、保護者の
方も安心して、ご利用いただけます。キッズパー
クには、滑り台、小山、噴水などを準備。

※画像はすべてイメージです

＜亀戸の名店「船橋屋」、ベーカリーを備えた「猿田彦珈琲とオキーニョ」など下町とニューカルチャーが融合＞

■左から「船橋屋」「SANRISE KITCHEN」「猿田彦珈琲」

地元の名店や昭和の雰囲気を彷彿とさせる、地域に根差した下町感の溢れるグルメ
江戸時代から変わらない無添加製法の「元祖くず餅」亀戸の老舗「船橋屋」

亀戸地元発

亀戸天神社の境内から始まった江
戸名物の発酵和菓子「元祖くず
餅」や“くず餅乳酸菌 Ⓡ”を使ったス
イーツやサプリメント、「飲むくず餅
乳酸菌」ドリンクを販売します。
また、カメイドクロック限定商品も
開発中！

地元江東区で人気の精肉屋が手掛ける焼肉店「肉の田じま」

SC 初・江東区発

江東区扇橋で創業５０年の焼肉屋。東京食肉市
場から仕入れる最高級の牛タンやハラミが大人気。
田じまでは A５ランク中心の黒毛和牛の雌牛のみを
一頭買いし、熟成とプロの調理によって、最高の焼
肉をご提供致します。

亀戸ニューカルチャーを発信！新業態や商業施設初出店店舗が続々登場
イタリア×台湾×ベルギー 心躍る３つのグローバルキッチン 「SANRISE KITCHEN」

新業態

スタイルの異なる 3 つの店舗が集う使い勝手のいいお店がラインナップ。解放感あふれる空
間にそれぞれがチョイスした食を囲めば、楽しく美味しく笑顔いっぱいの毎日がやってくる♪
イートイン、テイクアウト、デリバリーなど様々なシチュエーションでご利用いただけます。
人気高級イタリアン「リストランテ・ヒロ」の
カジュアルライン誕生！出来立て熱々の
絶品パスタをはじめ本格的エッセンスを
盛り込んだリーズナブルな品々を、イタリア
の食堂を思わせる賑やかで笑顔あふれる
雰囲気でぜひお楽しみ下さい。

台湾発！世界８００店舗を超える
手作りにこだわった王道台湾スイーツ
店。突き抜ける素朴さと優しい味わい
「芋園・仙草・豆花」シリーズは、どれも
低カロリーで体に嬉しいスイーツです。

東京・広尾のフレンチフライ専門店が追究し
た“サクサク食感”のプレミアムスナック「ドライ
フリット」登場！ フレンチフライの本場ベルギ
ーから取り寄せたポテトの黄色い果肉と旨
味を生かしたリッチな味わいが特長です。
※画像はすべてイメージです

漁業直結新鮮ネタ「南房総 やまと寿司」

SC 初

スイスのプレミアムチョコレートブランド

「Lindt Chocolate Boutique」
リンツ ショコラ ブティックは、世界中で
愛されるスイスのプレミアムチョコレー
トブランド「リンツ」のチョコレート専門
店。人気のリンドールが並ぶピック＆
ミックスでチョコレートの量り売りをお
楽しみいただけます。

南房総を中心に寿司屋・魚屋・魚
介類卸事業を営む目利きで魚を
仕入れています。心に満足「価値
ある食べ応え」をモットーに、笑顔と
元気と共にお届けいたします。

人気のカフェスペースが集結！憩・楽・休・働・学 様々なライフスタイルシーンに合わせてご利用いただけます
猿田彦珈琲と猿田彦珈琲のベーカリーブランド・オキーニョ
スペシャルティコーヒー専門店、猿田彦珈
琲は「たった一杯で、幸せになるコーヒー
屋」を合言葉に、自社で厳選し、焙煎に
こだわり抜いた、風味豊かなコーヒーをご
用意しております。また、毎日食べたくな
るパンを追求した自社ベーカリーブランド、
オキーニョの工房を併設し、焼き立てパン
をお召し上がりいただけます。

”ちょっと”プレミアムがテーマの「サンマルクカフェ＋R」

スペシャルティコーヒーストア「スターバックス」

個人の時代における働き方の自由を支持するシェアラウンジ「SHARE LOUNGE」

シェアオフィスの利便性とラウンジの居心地のよさを併せ持つ時間制
ラウンジ、渋谷や代官山を中心に人気を集め
ついに亀戸にも上陸します。こだわりのコーヒーやジュースの他、女性
に嬉しいフード、アメニティも充実しています。

※画像はすべてイメージです

＜トレンドアイテムが揃う「UNITED ARROWS green label relaxing」や「ジェラートピケ」の人気アパレルや
体験型アウトドア「アルペンアウトドアーズ」、ベーシックに使える「ユニクロ」「GU」など、日常のコーディネートを支える 31 店舗＞
毎日の生活に寄り添う服と雑貨を販売

ファッションやカルチャーを発信する通信サイトのリアルショップ

「UNITED ARROWS green label relaxing」

「USAGI ONLINE STORE」

ファッションやカルチャーを発信する通販
サイト“USAGI ONLINE”のリアルショ
ップです。
SNIDEL・Mila Owen・FRAY I.D
などの人気ファッションブランドをはじめ、
ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅
広くご提案します。

毎日訪れるたびに新し
い発見がある、心が豊
かになる「モノ」「コト」を
提案する服と雑貨を展
開。カメイドクロックの制
服も制作予定。
大人のカジュアルウェア

人気ルームウェア「gelato

「JOURNAL STANDARD relume」

全ての大人に楽しんで
貰えるよう、豊富なメン
ズ・レディスのラインナッ
プを取り揃えています。

pique」

ファミリーに人気「CIAOPANIC TYPY」

キッズ商品なども取り揃
える、「家族の”楽しい”
が見つかる」ファミリー
ブランドです

上質でラグジュアリーな
着心地を楽しめる人気
ルームウェアブランドです。

総合スポーツショップ「スポーツデポ」

体験型アウトドア「Alpen

Outdoors」

ファッション性の高いアパレルやシューズを揃え、競技
スポーツでは各分野のスペシャリストが多彩なニーズ
を満たすサービス・品揃えを提供します。

様々な体験を通してアウトドアの楽しさや魅力を
感じていただける「体験型アウトドアショップ」。
豊富な品揃えを取り揃えています。

最新の「ユニクロ」がオープン！

ユニクロは、LifeWear をコンセプトに、
日々の生活より豊かに、より快適にする
上質なカジュアルウェアを販売しています。

サイズ展開が豊富に揃うレディスシューズショップ

トレンドを取り入れたバッグを揃える

時代に左右されないタイムレスなデザイン

履いたその日から足になじむ靴の製造直販店

WA ORiental TRaffic

＆シュエット

OSMOSIS

Belle＆Sofa

MADE IN JAPAN の鞄・小物を幅広く展開

アメリカ西海岸のエッセンスを取り入れたスタイル

スタイリッシュかつ自然体を楽しめるカジュアルスタイル

スケート、サーフカルチャーをベースにしたオーセンティックブランド

SAC’S BAR

coen

AMERICAN HOLIC

RODEO CROWNS WIDE BOWL

トレンド感たっぷりのランジェリーショップ

トレンドアイテムからベーシックアイテムを揃える

ライフスタイル&トレンドのシューズショップ

ファミリーで楽しめる等身大のカジュアルファッション

aimerfeel

ジーユー

ABC-MART

ライトオン

服飾雑貨とコーディネイトできる靴下ショップ

トップアスリートからも愛されるスポーツブランド

着物や和雑貨を多く取りそろえる

東京・原宿のストリートスタイルを提供

un paseo

ファイテンショップ

BANKAN

WEGO

関東初
高感度・高品質・リーズナブルプライス

古着販売

ハニーズ

西海岸 ANCHOR

京都発のスーツブランド

ONLY

韓国発のヨガウェアブランド

mulawear
※画像はすべてイメージです

＜ライフスタイルショップ「85」や「AWESOME STORE」、100 円均一「Seria」など毎日の生活を彩ります＞
健康や環境に配慮したライフスタイルショップ「85[ハチゴウ]」

トレンド雑貨を取りそろえる「AWESOME

発酵をキーワードに 健康・
環境に配慮したライフスタイ
ルショップ。オーガニック・ナチ
ュラル・無添加・エシカル・長
く愛用できる物・発酵といった
6 つの基準で暮らしを提案。

STORE」

原宿発祥のライフスタイルショ
ップ。 デザイン性の高いオリジ
ナル商品を低価格帯でご提
供、遊び心を加えた雑貨アイ
テムを多数取り揃える。

キッチン・ダイニンググッズのセレクトショップ

インテリア雑貨ショップ

生活芸術をテーマにしたフローリスト

毎日が楽しくなるナチュラルな生活雑貨

212 KITCHEN STORE

salut!

レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ

Bleu Bleuet

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店

西川チェーン寝具専門店

ライフスタイル雑貨をトータル提案

日常を彩る 100 円均一ショップ

デコホーム

SLEEP SQUARE

Universal DRIVE

Seria

新業態

雑貨も揃う楽しいはんこ屋

心地よく、ナチュラルな暮らしを提供

国内外のステーショナリー、雑貨をセレクト

ペットとのオシャレな暮らしを提案

さくら平安堂

maree

Smith

paw’s living

＜ブランドロゴリニューアルした「Biople」を始め、コスメやビューティーのラインナップも豊富に展開＞
オーガニックコスメ「Biople」

国内外のコスメを集めたセレクトショップ「MCS」

オーガニックがもっと身近なものであることを実感してほしいという想いをも
とに、世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心に取り
揃えています。

国内外の選び抜かれたコスメブランドを取り揃え、コンシェルジュがブランド
の枠を超えてご案内。女性の肌を知り尽くした、進化したコスメのセレクト
ショップ。
新業態

ハンドメイドアクセサリーと雑貨のセレクトショップ

ジュエリーをより身近な存在に

COTOMONO MARCHE

VERITE

韓国で有名なコスメブランドを取り揃える

COSMURA

「大切な人に贈りたい」
をコンセプトにしたオリジナルアクセサリーショップ

dee doo dah

コスメはもちろん、ヘア・ボディケアや海外コスメ・
フレグランス、カラコンなど幅広い品揃え

AINZ＆TULPE

※画像はすべてイメージです

＜ベビー・キッズのアパレルや雑貨がすべて揃う！ファミリー層にも嬉しいラインナップ＞
トレンドファッションを叶える「petit

main」

人気キャラクター雑貨を扱う「Sanrio」

サンリオキャラクターとスタッフが
地域のみなさんと会える
「みんなをつなげる場所」
「わくわくを体感できる場所」です

トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、
デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズ
ブランド。ママ目線の日常着を追求し、着心
地にもこだわっています。

子供写真館

遊び心をプラスした子ども服

ベビーキッズ雑貨

バラエティ雑貨ショップ

LOVST PHOTO STUDIO

MARKEY‘S

DADWAY

OLYMPIA Chocolate Label

新業態

カプセルトイ専門店

キャラクターアミューズメント

おとな可愛いキャラクター雑貨

gashacoco

キャラココ

MiMi

親子で楽しめる駄菓子屋

1 丁目 1 番地

＜大型家電量販店コジマ×ビックカメラやさまざまな生活サービスをサポートする店舗も充実！＞
亀戸最大級の家電量販店「コジマ×ビックカメラ」

旧サンストリート亀戸でも営業していた美容院「Opus Hair Salon」

お客様のくらしをより快適により便利
により楽しくをスローガンに、生活シー
ンに 合った商 品のご提案 や話題 の
「最新家電」を専門販売員がご案内
します。

いつでもオフ代無料＆同価格♪『お手頃価格』
『スピーディ施術』『仕上がり＋持ち』を追及した
エリア No.1 ネイルサロン

ABC ネイル

ヘアカラーの希望が伝わりやすいカラーリ
ストのヘアカラー、姿勢の 80％がスッと
整う独自のネックスパ、髪と頭皮が老け
ないエイジングケアに特化したヘッドスパ
などを Opus は提供しています。

スピーディー&ハイクオリティな美容室

時計・宝石修理技能士が常駐するプロショップ

首都圏を中心に店舗展開するクリーニング店

ドラッグストア

美容室イレブンカット

かめいど時計宝石修理研究所

ポニークリーニング

ココカラファイン

新業態

洋服のお直し専門店

靴修理、合鍵製造、革製品の相談ができる

亀戸エリアの不動産の購入・売却なら

自転車の販売、修理全般

アイウエアブランド

銀の糸

factory Qty

野村の仲介＋ (PLUS)

サイクルベースあさひ

JINS

au Style

ソフトバンク

スマホアクセサリー・修理

スマプラ

コンタクトレンズ専門店

豊富なラインナップの眼鏡を販売

ハートアップ

眼鏡市場

※画像はすべてイメージです

健康の悩みをフルサポートする「近未来健康サポートステーション ドクターズスクエア」が４階にオープン！
カメイドクロック４階には総合クリニックモールが登場。
最先端の医療知識とスムーズな診療体験を特徴とした「内科・皮膚科」、
目の精密検査からコンタクト処方まで対応する「眼科」、頭痛、めまい、
しびれなど MRI 検査が可能な「脳神経外科」、全国の医療機関の処方に
対応し、管理栄養士による栄養相談も可能なかかりつけ「薬局」、
最新の医療機器を導入した「歯科」がオープンします。
6 月には、土日祝日、21 時まで対応可能な「小児科」がオープン予定です。

6 月オープン予定

“カメラボ“ “カメテレ”
ドクターズスクエア

e スポーツスタジオ「カメスポ」

アソビバ！フードパーク！

ベビーキッズ

TSUTAYA
BOOKSTORE
コンプレックスゾーン

「TSUTAYA BOOKSTORE」を起点にテナント間をシームレスに繋ぎ、日常の暮らしを豊かにするコンプレックスゾーン
「書籍・物販・サービスをコンプレックスし、本からコト・トキを学び、
日常の暮らしを豊かにするきっかけを提案する」をゾーンコンセプト
として計画しています。共用部の仕上げやファサードデザインを
統一し、書店とサービステナントをシームレスにつなぐことで、
ゾーン全体を書籍の世界観で演出しています。
「TSUTAYA BOOKSTORE」は、
地域最大級の広さをもつ生活提案型書店です。
地域 No.1 の品揃えの児童書のほか、
充実の文具・雑貨を揃えています。

ベネッセの英語教室

小学館の幼児教室

保険のことなら

リラクゼーションスペース

BE studio

ドラキッズ

ほけんの窓口

ラフィネプリュス
※画像はすべてイメージです

POINT② e スポーツプロジェクト「カメスポ」 商業施設初の e スポーツチーム「カメイドタートルズ」発足！
＜e スポーツチーム「カメイドタートルズ」発足について＞
年齢、世代問わず、みんなで盛り上がり、みんなで応援ができる e スポーツを通じ、
地元を盛り上げるべく、e スポーツチームを結成します。
これまでに亀戸観光協会、地域の５つの商店街の皆さまよりご協力いただき、亀戸の
魅力を発信し、まちを盛り上げる PR 活動を行っていた「カメイドタートルズ※」の名称を
継承いたします。
※カメイドタートルズとは
カメイドタートルズ公式 HP https://kameido-turtles.jp/
2019 年 11 月より、サンストリート亀戸の元館長をはじめ、亀戸観光協会、地域の５つの商店街
の皆さまよりご協力をいただき、亀戸のありのままの魅力を発信し、街をもりあげるプロモーション活動
を開始して、現在までに約 180 本に及ぶ、記事の取材・掲載実施し、「食べる」「遊ぶ」「住む」
「学ぶ」を通じて、亀戸のさまざまな魅力を発信しています。

＜活動概要＞
カメイドタートルズメンバーは 4 階に設けるスタジオ「カメスポ」を拠点に練習を行います。
カメイドクロック内でのローカル大会や公式大会などへ参加し、e スポーツを通じて
施設や街の認知度向上や普及活動を行います。
また、地域イベントへの参加など、地域貢献活動も行います。
大会出場やイベント出演、ゲーム配信を通じて、スキルを磨き、地元のスターチームを
創り上げていくとともに、地域の応援団員となって、地元を盛り上げていくことが目標です。

＜協力企業＞
本事業は、e-sport 教育事業を展開し、デジタル教育施設「REDEE（レディー）」を運営するレッドホースコーポレーション
株式会社及び Next Group Holdings 株式会社と共に、e スポーツ分野での事業創出に向けて準備を進めてまいりました。
また、e スポーツスタジオ「カメスポ」開設にあたり、機材・周辺機器において、各企業様よりご協力を頂いております。
【協力企業】

※画像はすべてイメージです

POINT③ みんなのタマリバ 「カメラボ」 利用イメージ 公開！

施設コンセプト”LOVE LOCAL”を象徴するコミュニティスペースとして誕生。
「テナント、亀戸近隣の団体、企業、住民の皆さまの『やってみよう！』『やってみたい！』を応援する」をコンセプトに、
セミナー型、体験型、交流型、展示型などの様々な活動を通して、地域の活性化、人同士のつながり・交流を
生み出していきます。
現在、第一回目の企画をテナントと進めており、その他にもオープンに向けて様々な団体の方とも調整しています。
また、カメラボでの活動内容を、隣接する“カメテレ”スタジオを拠点に、発信してまいります。
※カメラボ予約・利用開始は、６月（予定）となります。申込方法の詳細は施設公式HPよりご確認ください。

※画像はすべてイメージです

POINT④ 公式 YouTube チャンネル「カメテレ」が 3 月中旬より開設！

「カメテレ」はKAMEIDO CLOCK独自の公式YouTubeチャンネルです。
施設を盛り上げ、店舗を応援するチャンネルであるとともに、
地元の方々へ伝えたい情報がある方、地元の有名人になりたい方、自分の挑戦を地元に発信したい方など、
カメテレを通じて魅力的な情報を発信していきます。
亀戸の街を盛り上げるPR活動の「カメイドタートルズ」の役割を承継し、地域情報も発信します。

とことん地元応援！

テナントの認知向上・集客をサポート

「カメテレ」はその名の通り、亀戸の情報発信に
特化した YouTube チャンネルです。
テレビ番組のような広範囲な宣伝力はありませんが、
その代わり、亀戸に住むみなさん一人ひとりにじっくりと
向き合い、地元の人が本当に知りたい情報や伝えたい
情報を集めて発信します。
亀戸住民はもちろん、亀戸をよく知らない人にも
「何か面白そうな街だな」と思ってもらえるワクワクする
番組を作り、街のブランド力を高めます。

「カメテレ」では、普段店舗でお買い物するだけでは
伝えきれない、商品・サービスの特徴から、店頭では
見られないスタッフの努力やこだわりなどを、
様々な角度から発信していきます。
番組を通じて、ライブ感・シズル感のある動画で、
お客様に店舗の魅力を伝えることで、
テナントの認知向上や集客 UP に繋げられるよう
サポートしていきます。

3月中旬にチャンネルが開設し、随時配信を行っていきます。ぜひご覧ください。
URL : https://www.youtube.com/channel/UC6Tt-hHTHBzhJ9Bt4wieJdw
カメイドクロック４Fには、映像編集・配信を行う「カメテレ」拠点スタジオを構えており、撮影風景や動画編集の様子を
ご覧いただけます。

カメラボ・カメテレ 空間デザイン・アートディレクション 株式会社博展
“体験”を軸として、イベントや展示会などのリアルな接点における
アプローチをメインに、様々な企業・団体の課題解決や地域活性を
行っている株式会社博展へ空間デザインを依頼。
イラストレーターBob Foundation による亀戸の名所や名物を
モチーフにしたグラフィックにて親しみやすい空間づくりを行っている。

横須賀市/平和の軸（THE AXIS OF PEACE）
日本空間デザイン賞 2021：金賞
第 55 回 日本サインデザイン賞：大賞他

イラストレーター：Bob Foundation
朝倉充展と洋美によるクリエイティブグループ。
商業グラフィックやプロダクト、ムービーなど
多岐に渡り活動を行っている。
分野にて活動している。

※画像はすべてイメージです

POINT⑤ 公式アプリ（カメクロポイント、決済機能付き）４月上旬よりダウンロード開始予定
カメイドクロック公式アプリは、お客さまに最旬な情報配信やお得なお買い物体験をご提案します。
施設や店舗からの最新のニュースやクーポンを確認できるだけでなく、最大の特長としてＱＲコードを利用した
スマートフォン決済機能「カメクロペイ」を搭載し、キャッシュレス決済を実現します。
アプリを利用し、本施設のショップ＆レストランでキャッシュレス決済をしていただくと、１ポイント１円からご利用いただける
カメクロポイントが即時付与で貯まります。このポイントやクーポンは決済と同時に利用でき、お得にスピーディーに
お買いものやお食事をお楽しみいただけます。
《主な機能》
1) カメクロポイント
アプリご利用のキャッシュレス決済でのお買い物100円(税込)につき、カメクロポイントが1ポイント付与されます。
カメクロポイントは1ポイント＝1円として、1円から施設でのお買い物に使えます。
2) スマートフォン決済機能「カメクロペイ」
指定のクレジットカードにご入会・ご登録いただくことで、お会計時に使えるQRコード決済「カメクロペイ」が利用できます。
3) アプリ限定クーポン
カメイドクロックで使える、アプリだけのお得なクーポンを配信します。
店舗別の割引やポイントの付与など、さらにお得にお買い物をお楽しみいただけます。
4）アプリ会員だけのキャンペーンやお得なポイントデー
アプリダウンロードに伴うポイントプレゼントキャンペーンや、通常よりも多くのポイントが付与されるポイントデーなど、
アプリ会員の方だけのお得でうれしいキャンペーンも随時開催を予定しております。

※本アプリは、決済・販促ソリューション「.pay（ドットペイ）」の標準機能を活用し、即時付与で施設限定のポイント
「カメクロポイント」やアプリ限定クーポン、ワンアクションでポイント・クーポンを利用可能な施設限定のスマホQR決済「カメクロペイ」を
実装しています。これらの機能はカメイドクロックでのみ利用が可能な「ハウス型」決済です。
※「.ｐａｙ（ドットペイ）」とは
「.ｐａｙ」は、スマホ決済と販促機能をひとまとめにした、決済連動型の販促ソリューションです。
東急とＮＴＴデータの共同ビジネスにより2018年４月から施設単位で実装可能な世界初の
ハウス型決済ソリューションとして提供を開始。
ワンアクションで処理できるＱＲ決済機能、自社ポイント、クーポン機能の提供、マーケティングが可能。

※画像はすべてイメージです

インフォメーション × コンシェルジュ × 館内物流
館内物流業務に加え、本施設のインフォメーション業務に関して、
ヤマト運輸株式会社へ業務委託いたします。
１階にインフォメーションカウンターを計画し、本施設のお問い合せ、
館内のご案内、お客様・迷子のお呼び出し、車椅子の貸出、
落とし物・拾得物の取扱い、交通アクセス・パーキングのご案内等を
承ります。また、同インフォメーションカウンターにて、ヤマト運輸の
宅急便の発送・受取サービスとクロークサービスを行います。
開業後、地域の皆さまのお困りごとを解消する生活全般に関わる
相談窓口を設置し、さらに地域の皆さまが参加できるイベントの開催なども
行い、安心・快適な生活をサポートするサービスを提供します。
ヤマトグループの経営資源を活用しながら、地域の皆様・事業者と連携し、
「まちのコンシェルジュ」機能を担うことを目指します。
現在ヤマト運輸が提供しているネコサポサービスを本施設カウンターで順次展開の予定です。
【ネコサポサービスとは】
「皆さまの生活をより楽しく、より便利にしたい！」そんな思いをこめて、ヤマトグループが運営するサービスです。
URL：https://www.kuronekoyamato.co.jp/nekosapo/

インフォメーションスタッフの制服を「株式会社ユナイテッドアローズ」がプロデュース
本施設に出店する「UNITED ARROWS green label relaxing」を運営する、
株式会社ユナイテッドアローズの法人向けコンサルティングサービス
「PRODUCED by UNITED ARROWS」がインフォメーションの制服をデザインしました。
ユナイテッドアローズの「お客様一人ひとりが自分らしく装い、暮らし、心豊かな明日を過ごしていただく」
の理念をベースに、正統派のものづくりにトレンドを捉えたデザインを加え、着心地のよさと着ることの
喜びを大切にしたデザインに仕上げました。
本施設オリジナルデザインの制服でお客様をお出迎えし、皆さまとともに「ココロ躍る時」をお届けいたします。

合同求人面接会

3/29(火)実施

各店舗の従業員採用支援のため、株式会社アイデムと連携し、合同求人募集を今年 1 月から順次実施しています。
また合同面接会方式での従業員募集活動も実施しており、既に１/22(土)、２/28(月)に実施済の合同面接会には多くの
ご参加をいただきました。次回は、3/29（火）の開催を予定しております。
【合同面接会 開催日程】
日時：3/29(火) 10:00 ～ 16:00
10 分前より受付開始 ※最終受付時間 15:45
会場：すみだ産業会館
【カメイドクロック ショップスタッフ募集サイト】
URL：https://job-gear.net/kameidoclock/
QR コード：

サイン・環境グラフィックデザイン計画
商業や公共施設のサインデザインのみならず、ポスター、ロゴなど
幅広い領域のグラフィックデザインを行う OK デザイン室にトイレや
エレベーターなどのピクトグラムに加え、カメクロ横丁・カメクロマルシェ
などの館内グラフィックデザインを委託し、施設コンセプトを
デザイン上でも展開していただきました。
＜デザイン例＞

2019 年 SDA 銀賞/グッドデザイン賞
「かすみ防災アリーナ」 PHOTO: 田尾沙織

株式会社 OK デザイン室
（代表：大内かよ氏）

※画像はすべてイメージです
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■施設名称「KAMEIDO CLOCK」について

この地の記憶を紡ぎ、みんなが集まり、みんなの日々を、亀戸の記憶を刻む場所

■ステートメント

東京亀戸で、新しい時間が動き始める。
亀戸が大好きなあなたと、これから亀戸が大好きになるあなたのために。
目指すのは、みんなが時間を持ち寄って、リアルな喜びやワクワクを一緒につくり、楽しむこと。
亀戸の歴史に、みんなの記憶に、新しい時を刻む場所。
ショッピングもグルメも、エンターテインメントもカルチャーも。
毎日通いたくなる横丁やマルシェ、見逃せないイベントやライブも。
新しい自分を発見したり、気の合う仲間・友達を見つけたり。
ココから何かを始めたり、誰かの「やってみよう」を応援したり。
それはまさに、ココロ躍る時。
みんなで集まろう。亀戸がどんどん楽しくなっていく。

ココロ躍る時を刻もう。

■キャラクター 「カメクロちゃん」
カメクロちゃんは、亀戸のココロ躍る時をつかさどるカメ。
背中には、自在に変化する時計の甲羅をもっている。
亀戸の歴史もよく知っていて、これからの未来についても日々考えている。
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KAMEIDO CLOCKの至る所で、出没情報あり。

■SDGｓへの取組み
当社グループは、「私たちの約束」をグループ企業理念として掲げています。
「私たちの約束」は、中長期経営計画「New Value , Real Value」が目指す将来像となっています。
また、「私たちの約束」を実現するためのサステナビリティ推進体系として、4 つの重点テーマ（「安心・安全」「環境」
「コミュニティ」「健康・快適」）と 2 つの推進基盤（「人材」「マネジメント体制」）を設定し、経営戦略とサステナビリ
ティの一体推進を図っています。
（リンク先 https://www.nomura-re-hd.co.jp/sustainability/theme/）
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KAMEIDO CLOCKでは、４つの重点テーマに沿い、下記取組みを実施しております。

■コージェネレーションシステムの導入
・発電時の排熱の空調熱源利用
・ピークカットによる地域消費電力低減寄与
■EV 車用の急速充電器導入
■環境認証取得（BELS・DBJ)
■雨水再利用施設（外構潅水など）
■豊かな緑と広場の併設
・緑化率約 40%（都基準 35%)、壁面緑化、屋上緑化
・生物多様性を創出
■総合設計制度の取組み
・公開空地の確保

環境
■街、地域の求心力となる、
コミュニティ
人を惹きつける施設作り
・２つの大型広場、横丁空間
■地元商店会、町会との連携
（お祭りや季節イベントによる活性化）
■エリアコミュニティハブ拠点「カメラボ」
■第二亀戸小学校「まちをみるめ」等、地域活動継続
■地域巻き込んだ情報発信「カメテレ」
■ファンづくりのきっかけづくり e スポーツ「カメスポ」

■災害拠点としての施設づくり
・地域に開かれた防災拠点、訓練実施
・AED 設置、防災備蓄倉庫設置
・館内一時退避スペース
（非常コンセント、Wifi 装備）
・非常用発電機設置
■コージェネレーションシステム導入
・非常時には商業棟館内だけでなく住宅棟にも電力供給
■災害に強い中圧ガス引き込み
■洪水ハザード対応施設

安心安全
健康快適
■ユニバーサルデザイン採用
■With コロナ、After コロナ対応
・EV カゴ内空調換気対応、抗菌ボタン
・エスカレーター除菌対応
・出入り口サーモ対応
■クリニックモールなど、テナントと連携した健康増進イベント

〇コージェネレーションシステム
災害時の破損に強い中圧ガスを引き込んだ地区ガバナを設置。
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「KAMEIDO CLOCK」の屋上に、コージェネレー ションシステムを
導入し、商業施設の電力供給も実施。災害時においても、ガス
から電力を生み出し、商業施設だけでなく、住宅・プラウドタワー
亀戸クロスにも非常用電力を供給し、本敷地全体で災害に強い
安心安全を供給します。

■物件概要
交通

ＪＲ総武線「亀戸」駅徒歩 2 分

敷地面積

22,989.26㎡

※プラウドタワー亀戸クロス敷地含む。二亀小増築敷地1,833.98㎡除く

KAMEIDO CLOCK（カメイドクロック） 概要
所在地

東京都江東区亀戸六丁目 31 番 6 号

延床面積

約 58,000 ㎡

店舗数

136 店舗

構造・規模

地上 6 階、地下 1 階 / 鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造

駐車場・駐輪場

駐車場：約 300 台（地上５階、６階）

事業主

野村不動産株式会社

基本設計・監修

株式会社東急設計コンサルタント

設計監理・施工

設計監理：前田建設工業株式会社一級建築士事務所 / 施工：前田建設工業株式会社

デザイン監修など

ピクト・グラフィックデザイン：OK デザイン室 / カメクロ横丁 デザイン監修：窪田建築都市研究所

竣工日・開業日

竣工日：2022 年 3 月末

サイト

https://www.kameidoclock.jp

/

/

駐輪場：約 1,200 台

開業日：2022 年 4 月 28 日（木）

プラウドタワー亀戸クロス 概要 【分譲中】
総戸数

934 戸

所在地

東京都江東区亀戸六丁目 31 番１号（ゲートタワー）、２号（ブライトタワー）

階数

住宅棟 地上 25 階、地下２階

間取り

1R ～4LDK

専有面積

28.48 ㎡～135.49 ㎡(他に専有トランクルーム面積 0.64 ㎡～8.09 ㎡)
※合計専有面積 29.88 ㎡～138.44 ㎡

竣工日

2022 年 1 月竣工済み

売主

野村不動産株式会社、三菱地所レジデンス株式会社

施工

前田建設工業株式会社

公式ＨＰ

https://www.proud-web.jp/mansion/b115280/

現地案内図

■参考）野村不動産グループの商業事業のその他シリーズブランド
【GEMS シリーズ】
コト消費である飲食特化型の都市型商業施設ブランドとして 2012 年にスタート。
首都圏を中心に人や企業が集まる人気エリアやビジネスの中心地、交通の拠点などで、緻密なマー
ケティングと立地特性に応じた柔軟な発想を取り入れ、こだわりの飲食店を集積させたグルメタワーと
して好評を頂き、現在までに 20 棟を開業しています。
施設 HP：http://www.gems-portal.com/
【MEFULL シリーズ】
都市型商業施設事業の新たなブランドとして、「健康・学び・くらし」のサービス業種を主体としたテナ
ント構成の施設を展開。女性やお子様も「安心・安全」に使っていただける「清潔かつ品格ある」施
設を目指し、エンドユーザーの暮らしに「満足」を与えられる商業施設を提供いたします。
施設 HP：https://mefull.jp/
【SoCoLA シリーズ】
当社グループでは、新たな価値創造を通じ社会課題の解決を図るべく、「利便性」「快適性」「安心・安全」に優れた多
機能な街づくりを推進しております。その街づくりにおいて、住まう方々の日常利便性を高め、日々訪れたくなるコミュニテ
ィを創出する商業施設として、地域密着型商業施設シリーズ『SoCoLA』を展開しており、「地域住民のパートナー」と
して親しみやすく愛される施設となることを目指しています。
「SoCoLA」とは、“すぐそこにある COMMUNITY LAND”
を集約した造語。「ちょっとソコラでお買い物」といった誰もが
言葉に出しやすい親しみやすさも含まれています。
また、親しみやすく愛される商業施設になりたいという思いの
象徴として生まれたマスコットキャラクターを、施設の内装、
チラシや WEB サイト、その他各種広告等のプロモーション
＜ブランドロゴマーク＞

＜キャラクター かいじゅうソコラ＞

活動に登場させていきます。

〇SoCoLA 開発プロジェクト一覧(予定含む)
物件名

所在地

開業日・時期

１

SoCoLA 若葉台

東京都稲城市

2020 年 3 月

２

SoCoLA 日吉

神奈川県横浜市

2020 年 ４月

３

SoCoLA 武蔵小金井クロス

東京都小金井市

2020 年 6 月

４

SoCoLA 用賀

東京都世田谷区

2021 年 4 月

５

SoCoLA 南行徳

千葉県市川市

2021 年 10 月

６

(仮称）SoCoLA 阪急塚口クロス

兵庫県尼崎市

2022 年 秋（予定）

＜添付資料＞ 出店店舗一覧
■ファッション、ファッション雑貨、雑貨
業種

店舗名

ヨミガナ

メンズ、レディス、キッズ

UNITED ARROWS green label relaxing

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

メンズ、レディス

JOURNAL STANDARD relume

ジャーナル スタンダード レリューム

レディス、メンズ、キッズ

gelato pique

ジェラートピケ

レディス

USAGI ONLINE STORE

ウサギオンラインストア

レディス

OSMOSIS

オズモーシス

メンズ、レディス、キッズ

CIAOPANIC TYPY

チャオパニックティピー

レディス、メンズ、キッズ、ベビー

ユニクロ

ユニクロ

メンズ、レディス、キッズ

coen

コーエン

レディス

AMERICAN HOLIC

アメリカンホリック

メンズ、レディス、キッズ

RODEO CROWNS WIDE BOWL

ロデオクラウンズワイドボウル

レディス、ランジェリー

aimerfeel

エメフィール

レディス、メンズ、キッズ、ベビー

ジーユー

ジーユー

レディス

mulawear

ミュラウェア

メンズ、レディス

WEGO

ウィゴー

古着

西海岸 ANCHOR

ニシカイガンアンカー

レディス

ハニーズ

ハニーズ

メンズ、レディス、キッズ

Right-on

ライトオン

着物、和装雑貨

BANKAN

バンカン

スーツ

ONLY

オンリー

スポーツ用品

スポーツデポ

スポーツデポ

アウトドア用品、ファッション

アルペンアウトドアーズ

アルペンアウトドアーズ

ジュエリー、アクセサリー

dee doo dah

ディードゥーダー

ジュエリー、アクセサリー

COTOMONOMARCHE

コトモノマルシェ

ジュエリー、アクセサリー

VÉRITÉ

ベリテ

ファッション雑貨

&chouette

アンドシュエット

鞄、革小物

SAC'SBAR

サックスバー

生活雑貨

Bleu Bleuet

ブルーブルーエ

メガネ、サングラス

JINS

ジンズ

メガネ、サングラス

眼鏡市場

メガネイチバ

レディスシューズ

WA ORiental TRaffic

ダブルエー オリエンタルトラフィック

シューズ

ABC-MART

エービーシーマート

シューズ、鞄、革小物

Belle＆Sofa やさしい靴工房

ベルアンドソファ ヤサシイクツコウボウ

靴下、ファッション雑貨

un paseo

アンパセオ

キッズ、ベビー

petit main

プティマイン

キッズ、ベビー、雑貨、ファミリー

MARKEY'S

マーキーズ

ベビーキッズ雑貨

DADWAY

ダッドウェイ

バラエティ雑貨

OLYMPIA Chocolate Label

オリンピアチョコレートレーベル

キャラクター雑貨

MiMi

ミミ

カプセルトイ

gashacoco

ガシャココ

カードゲーム、クレーンゲーム

キャラココ

キャラココ

ライフスタイル雑貨

85[ハチゴウ]

ハチゴウ

インテリア雑貨

ニトリ デコホーム

ニトリ デコホーム

寝具全般

西川寝具専門店 SLEEP SQUARE

ニシカワシングセンモンテン スリープスクエア

生活雑貨

maree

マレ

生活雑貨、インテリア

Universal DRIVE

ユニバーサルドライブ

備考

関東初

新業態

SC初、新業態

新業態

＊上記リストは、2022年3月1日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■ファッション、ファッション雑貨、雑貨
業種

店舗名

ヨミガナ

生活雑貨

salut!

サリュ！

生活雑貨

AWESOME STORE

オーサムストア

ペット用品、雑貨

paw's living

パウズリビング

キッチン、生活雑貨

212 KITCHEN STORE

トゥーワントゥーキッチンストア

１００円ショップ

Seria

セリア

花、グリーン

les mille feuilles de liberté

レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ

家電

コジマ×ビックカメラ

コジマ×ビックカメラ

スマートフォンアクセサリー

SmaPla

スマプラ

キャラクター雑貨

Sanrio

サンリオ

ステーショナリー、雑貨

Smith

スミス

書籍、文具

TSUTAYA BOOKSTORE

ツタヤブックストア

印鑑、和雑貨

さくら平安堂

サクラヘイアンドウ

自転車、その他関連商品

サイクルベースあさひ

サイクルベースアサヒ

オーガニック&ナチュラルコスメ、フード、飲料、サプリメント Biople

ビープル

ドラッグストア、調剤薬局

ココカラファイン

ココカラファイン

コスメ

MCS マルノウチコスメティクスセレクション

エムシーエス マルノウチコスメティクスセレクション

韓国コスメ

COSMURA

コスムラ

コスメ

AINZ＆TULPE

アインズアンドトルペ

コンタクトレンズ

ハートアップ

ハートアップ

健康グッズ

ファイテンショップ

ファイテンショップ

備考

■サービス
業種

店舗名

ヨミガナ

クリーニング

ポニークリーニング

ポニークリーニング

不動産仲介

野村の仲介＋（PLUS)

ノムラノチュウカイプラス

時計・宝石のリペア、リフォーム、リメイク、販売

かめいど時計宝石修理研究所

カメイドトケイホウセキシュウリケンキュウジョ

ネイルサロン

ABCネイル

エービーシーネイル

美容室

Opus Hair Salon

オーパスヘアサロン

携帯電話

ソフトバンク

ソフトバンク

携帯電話

au Style

エーユースタイル

リペア

factory Qty

ファクトリーキューティ

洋服のリフォーム

銀の糸

ギンノイト

写真スタジオ

LOVST PHOTO STUDIO

ラブスト フォトスタジオ

英語教室

ベネッセの英語教室 BE studio

ベネッセノエイゴキョウシツ ビースタジオ

幼児教室

小学館の幼児教室ドラキッズ

ショウガクカンノヨウジキョウシツ ドラキッズ

保険ショップ

ほけんの窓口

ホケンノマドグチ

リラクゼーション

ラフィネ プリュス

ラフィネ プリュス

美容室

美容室イレブンカット

ビヨウシツ イレブンカット

歯科

亀戸歯科

カメイドシカ

脳神経外科

亀戸脳神経・脊髄クリニック

カメイドノウシンケイ・セキズイクリニック

眼科

亀戸東口眼科

カメイドヒガシグチガンカ

小児科

あかちゃんとこどものクリニック

アカチャントコドモノクリニック

内科、循環器内科、糖尿病内科、皮膚科、美容皮膚科、形成外科

亀戸シンシアクリニック

カメイドシンシアクリニック

調剤薬局

あけぼの薬局

アケボノヤッキョク

備考

SC初、新業態

＊上記リストは、2022年3月1日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■レストランカフェ
業種

店舗名

ヨミガナ

備考

スペシャリティコーヒー、ベーカリー

猿田彦珈琲とオキーニョ

サルタヒココーヒートオキーニョ

スペシャリティコーヒー

スターバックス

スターバックス

ベーカリーカフェ

サンマルクカフェ+R

サンマルクカフェプラスアール

焼肉

肉の田じま

ニクノタジマ

SC初

寿司

南房総 やまと寿司

ミナミボウソウ ヤマトスシ

SC初

イタリアン、台湾スイーツ、フレンチフライ

SANRISE KITCHEN

サンライズキッチン

SC初、新業態

カフェラウンジ

SHARE LOUNGE

シェアラウンジ

■カメクロ横丁（フードホール）
業種

店舗名

ヨミガナ

備考

ピザ、パスタ

MISIA

ミシア

SC初、新業態

鮮魚、海鮮丼

にだいめ野口鮮魚店

ニダイメノグチセンギョテン

肉バル

BUTCHER OHYAMA

ブッチャーオオヤマ

SC初、新業態

クラフトビール

びあマ

ビアマ

SC初

焼鳥

焼鳥のんき

ヤキトリノンキ

SC初、新業態

ホルモン焼、焼肉

焼肉 ホルモン魂

ヤキニク ホルモンダマシイ

SC初、新業態

天ぷら

天ぷら 天寅

テンプラ テントラ

■アソビバフードパーク（フードコート）
業種

店舗名

ヨミガナ

うどん

香川一福

カガワイップク

ラーメン

どうとんぼり神座

ドウトンボリカムクラ

エスニック、カレー

Mother's Curry Plus

マザーズカレープラス

ステーキ、ハンバーグ

ペッパーランチ

ペッパーランチ

中華料理

大阪王将

オオサカオウショウ

ハンバーガー

マクドナルド

マクドナルド

アイスクリーム

サーティワンアイスクリーム

サーティワンアイスクリーム

フライドチキン

ケンタッキーフライドチキン

ケンタッキーフライドチキン

鶏料理・卵料理

鳥と卵の専門店 鳥玉

トリトタマゴノセンモンテン トリタマ

備考

＊上記リストは、2022年3月1日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■カメクロマルシェ＆フード
業種

店舗名

ヨミガナ

備考

スーパーマーケット

ライフ

ライフ

グロッサリー

パントリー

パントリー

精肉専門店

お肉処 牛蔵

オニクドコロ ウシクラ

鮮魚専門店

本庄鮮魚

ホンジョウセンギョ

青果専門店

フレッシュダイトー

フレッシュダイトー

コーヒー豆・輸入食品

カルディコーヒーファーム

カルディコーヒーファーム

グロッサリー、北海道物産

北海道ライブマルシェ

ホッカイドウライブマルシェ

東京初

ベーカリー

グランディール

グランディール

関東初

総合惣菜

健康咲かせる手づくり惣菜 咲菜

ケンコウサカセルテヅクリソウザイ サカナ

総合惣菜

はなまるダイニングセレクト

ハナマルダイニングセレクト

中華惣菜

中華惣菜 好味来

チュウカソウザイ コウミライ

SC初、新業態

コロッケ、揚げ物

江戸 深川屋

エド フカガワヤ

SC初、新業態

焼鳥

鶏むら

トリムラ

アジアン惣菜

ガパオキッチン

ガパオキッチン

魚惣菜

魚惣菜 しばたけ

サカナソウザイ シバタケ

韓国惣菜

韓国スープ専門店KimSoups

カンコクスープセンモンテン キムスープ

焼肉弁当

仕出し屋AZABU

シダシヤアザブ

洋菓子

トップス

トップス

洋菓子

発酵バター専門店 HANERU＆POP UP

ハッコウバターセンモンテン ハネルアンドポップアップ

洋菓子

ガトー・ド・ボワイヤージュ

ガトー・ド・ボワイヤージュ

洋菓子

pâtisserie J'ouvre

パティスリージューブル

和菓子

深川 伊勢屋

フカガワ イセヤ

タピオカ、クレープ、台湾スイーツ

TAIWAN SWEETS Bull Pulu

タイワンスイーツ ブルプル

フルーツサンド、関連商品

㊇先手家

マルハチポンテヤ

チョコレート

Lindt Chocolat Boutique

リンツ ショコラ ブティック

くず餅、和菓子

船橋屋

フナバシヤ

駄菓子

1丁目1番地

イッチョウメイチバンチ

SC初、東京初

東京初

関東初

＊上記リストは、2022年3月1日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

