2019 年 4 月 16 日

地域最大の 1,000 席備える『フードテラス』等

毎日行きたくなる“食のゾーン”を提案

『アリオ亀有』グランドオープン!!
2019 年 4 月 26 日（金）10 時リニューアルオープン
株式会社セブン&アイ・ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：
井阪 隆一）は、アリオ亀有の改装を実施し、2019 年 4 月 26 日（金）10 時にグランド
オープンいたします。
『アリオ亀有』は 2006 年 3 月に開業以来、地域の皆様にご愛顧いただいております。
さらに 2018 年 11 月 23 日の第一弾オープン以来、更に多くのお客様にご来店いただき、
ご好評いただいております。
今回、1 階にある食のゾーンを大幅にリニューアルいたします。フードコートでは新たに
4 店舗、300 席を加え、計 17 店舗、地域最大の客席数 1,000 席を備えた『フードテラス』と
して生まれ変わります。また、テイクアウト・食物販コーナーでは新たに 2 店舗を加え、
計 9 店舗となり、全体で計 26 店舗としてグランドオープンいたします。
テイクアウトコーナーでは、惣菜テイクアウトコーナー初出店となる揚げたて串カツの
『串カツ田中』がオープンします。『フードテラス』では、都内初出店となる回転寿司の
『すし銚子丸 雅』や、ショッピングモール初出店となる東京名物油そば専門店の『東京油
組総本店』や、店内で毎日ローストビーフを焼き上げる『肉のごちそう やまと』等、多彩
なお店が集結いたします。また、インフォメーション前ではお客様に喜んでいただける期間
限定『スイーツショップ』を定期的に開催してまいります。
さらに 2 階『ロフト』前には、ワークショップ等を開催できるイベントスペース『ウィン
ドコート オアシス』を新たに設置いたしました。週末を中心にお子様から大人までわくわ
くするイベントを開催してまいります。
アリオ亀有はこれからも、地域に密着した幅広い品揃えとサービスのご提供を通じて、
周辺地域における商業活性化と地域コミュニティの核となる居心地の良い場所“サード
プレイス”となるべく取り組んでまいります。
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《4 月 26 日オープンの専門店をご紹介》
東京都内初出店

『すし銚子丸 雅』

ネタの素材と鮮度にこだわり、銚子港をはじめ、各地で水揚げされた新鮮な魚を
捌きたて握りたてでご提供。ネタだけでなくシャリ・酢・醤油にもこだわり、
職人の技で銚子丸 雅ならではの寿司を堪能できます。
ショッピングモール初出店

惣菜テイクアウトコーナー初出店

『串カツ田中』

『東京油組総本店』

「ソース二度づけ禁止」で有名な

東京名物「油そば」専門店

串カツ田中がオープン！！

カロリーはラーメンのほぼ三分の二

ショッピングモール初出店

『肉のごちそう

『V2&M BY FRUITS

『ビアードパパプラス』

BAR AOKI』

やまと』

（ｳﾞｲﾂｰｱﾝﾄﾞｴﾑﾊﾞｲﾌﾙｰﾂﾊﾞｰｱｵｷ）

レストランパークの「焼肉

極上フルーツの搾りたて

いつも出来たて作りたての

やまと」がフードテラスで

ジュースを様々な

シュークリームが

ローストビーフをご提供。

スタイルで提供。

楽しめる人気店。

『鳥ぷろ』

『とんかつ大學』

『とんかつ新宿さぼてん』

テイクアウト専門店で再び

揚げたてのかつを

オープン！出来立ての

一番美味しいい温度で

焼鳥をご提供。

味わえる専門店。

＜イベント広場側の入り口前＞
『アリ』と『リオ』が黄色いベンチに休憩中です。
新たな写真スポットが登場しました。
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創業 50 余年の歴史をもつ
とんかつ専門店。

＜『フードテラス』『テイクアウト・食物販』店舗一覧＞
【1階フードテラス】
店名

業態

オープン日等

丸亀製麺

うどん

4月12日オープン済、移設

肉のごちそう やまと

ローストビーフ丼

4月26日オープン、都内初出店、ショッピングモール初出店

東京油組総本店

油そば

4月26日オープン、ショッピングモール初出店

すし銚子丸 雅

寿司

4月26日オープン、都内初出店

とんかつ大學

カツ丼・定食

4月26日オープン、新規出店

マクドナルド

ハンバーガー

4月26日オープン、改装

リンガーハット

長崎ちゃんぽん

4月26日オープン、改装

大阪カレー 銀河亭

カレー

3月オープン済、都内初出店、ショッピングモール初出店

CAFETORA

カフェ

3月オープン済、都内初出店

奇跡の親子丼

親子丼

3月オープン済、都内初出店

MOMI&TOY'S

クレープ

3月オープン済、移設

自由が丘 蔭山

ラーメン

3月オープン済、新規出店

成田ゆめ牧場

ソフトクリーム

3月オープン済、移設

餃子の王将

中華

3月オープン済、改装

築地銀だこ

たこ焼き

3月オープン済、改装

パルメナーラ

生パスタ・ピッツア

テキサスキングステーキ

ステーキ・ハンバーグ
【1階テイクアウト・食物販コーナー】

店名

業態

オープン日等

串カツ田中

串カツ

4月26日オープン、総菜テイクアウトコーナー初出店

とんかつ新宿さぼてん

とんかつ

4月26日オープン、新規出店

鳥ぷろ

鳥惣菜

4月26日オープン、移設

V2&M BY FRUITS BAR AOKI

フレッシュジュース

4月26日オープン、改装

サンクゼール・久世福商店

グロッサリー

4月26日オープン、改装

ビアードパパプラス

シュークリーム

4月26日オープン、改装

タピオカスイーツBULLPULU

タピオカドリンク

3月オープン済、改装

カルディコーヒーファーム

コーヒー豆・輸入食品 3月オープン済、移設

ANTENDO

ベーカリーカフェ

3月オープン済、移設

上記の他、2 階フロアでは 4 月 19 日にトレンドのバッグが購入できる『グランサックス』
やアウトレットコスメが揃っている『Celule（セルレ）
』がオープンいたします。

【2 階ロフト前のイベントスペース『ウィンドコート オアシス』】
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＜施設概要＞
施設名称

アリオ亀有

所 在 地

東京都葛飾区亀有 3 丁目 49 番 3 号

敷地面積

約 44,300 ㎡

売場面積

約 42,120 ㎡

建

店舗：地上 3F

物

駐車/駐輪台数

2,000 台 / 2,030 台

専門店・ブランド店

合計 127 店（内新規・移設改装 96 店）

営業時間

イトーヨーカドー：10:00～21:00
専門店：10:00～21:00
専門店（1F レストラン街）：11:00～23:00
1F フードコート：10:00～22:00
シネマコンプレックス「MOVIX」
：9:30～24:00

＜当地の概要＞
当地は、環七通り等の主要道に面し、
JR 亀有駅より徒歩で約 5 分の
交通アクセスの至便な立地です。

＜Ａｒｉｏとは＞
Ａｒｉｏとは、イトーヨーカドーの大型ショッピングモールです。
■Ａ（Amusement:娯楽）
、■Ｒ（Relaxation：健康/安らぎ）
、
■Ｉ（Information：情報発信）、■Ｏ（Originality：創造性）を意味します。
一日中遊べる多様性に満ちた空間と地域の皆様に気軽にお集まり頂ける快適な場所、また
ファッションや暮らしに役立つ情報をご提供いたします。地域とともに成長し、協力しながら
「まちづくり」のお役に立てる商業施設として努めてまいります。

以上
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