２０２０年１２月２日

２０２１年３月下旬開業

池上線池上駅直結商業施設「エトモ池上」の全２６店舗の出店決定
～「食」の選択肢が充実＆「図書館×カフェ」による新しい居場所が誕生します～
東急株式会社
当社は、２０２１年３月下旬に、エトモ１３施設目となる池上線池上駅直結商業施設「エトモ池上」（以下、本施設）
を開業します。今般、出店する全２６店舗を決定しました。
池上線初のエトモとなる本施設には、１階から５階まで、全１４区画２６店舗が出店します。本施設は、駅をご利
用のお客さまや周辺にお住まいの皆さまの日常を、より便利で豊かにすることを目指し、充実した食のラインナッ
プと、居心地のよい時間・空間を提供します。
２階改札外自由通路「池上仲見世」の両側には、東急百貨店が運営する、デパ地下のエッセンスを凝縮した「東
急フードショースライス」が出店し、駅から街への通り道にお惣菜やスイーツなど全１１店舗の食物販ゾーンを展開
します。また、３階には「東急ストア」、「カルディコーヒーファーム」が出店し、ご家庭での“食”の選択肢を広げます。
さらにカルディコーヒーファームには、国内７店舗目の「カフェカルディーノ」も併設され、カルディコーヒーファーム
で人気のコーヒーやワインのほか、サンドウィッチなどの軽食を店内で楽しめます。
４階の大田区立池上図書館の隣には、「スターバックス」が出店し、図書館の本とスターバックスのドリンクを相
互に持ち込むことができるようになり、コーヒーと共に豊かな読書の時間を楽しめる、新たな空間が誕生します。
そのほか、保育園、学童保育施設を含め、地域の一次診療所となる、池上総合病院のサテライトクリニックや、
ジム・ヨガスタジオなど、地域の皆さまの生活を支えるサービス機能も充実します。
また、本施設の開業プロモーションの一環として、池上エリア全体の活性化を目指し、魅力あふれるスポット情報
の発信や、街と連携したイベントを展開していきます。
その第１弾として、１２月２日に「エトモ池上ティザーサイト」を開設し、本施設開業まで、歴史ある場所から新店舗
まで、多様な街の魅力を紹介する記事や、池上エリアで過ごす１日をイメージした紹介動画、施設・店舗・イベント
情報などを順次公開します。
本施設概要、店舗詳細は別紙の通りです。

▲池上駅外観

▲エトモ池上ティザーサイト（イメージ）

以

上

【別紙】
■池上駅駅舎改良・駅ビル開発 概要

■エトモ池上

所 在 地：東京都大田区池上６丁目３番１０号

開業予定：２０２１年３月下旬

着

店舗面積：４，９７６．４２㎡

工：２０１７年６月

構造・階数：鉄骨造地上５階建
構

構

成：１４区画２６店舗

成：駅舎、商業施設「エトモ池上」

（物販店舗、飲食店舗、サービス店舗）

敷地面積：３，４９０．４８㎡

公共施設３施設

延床面積：９，５２６．０４㎡

（図書館、交番など）

乗降客数：１日あたり３６，５６４人（２０１９年度）
■出店店舗
１F
ホワイト急便 (運営者：㈱ホワイト急便羽田)

営業時間 (平日)９：００～１９：００ (土日祝)１０：００～１９：００

全国に７０００店舗、国内最大のクリーニング・フランチャイズチェーンです。お客さまにお気軽にご利用
いただける「生活価格」でのサービス提供を基本としており、大切なお洋服を手仕上げする「ハイクラス
クリーニング」や「衣類についてしまったシミ除去」といった、ご家庭では難しいクリーニングなど、幅広い
サービスメニューでご要望にお応えしています。

２F
東急フードショースライス (運営者：㈱東急百貨店)

営業時間 １０：００～２１：００（一部店舗は７：３０～）

東急フードショースライスは、“見て楽しい、食べておいしい”売り場にこだわった東急フードショーの
小型食品専門店です。エトモ池上が目指す“日々の暮らしを支え、彩る、門前町の新しいシンボル”を
ふまえ、地域の皆さまの食卓に欠かせない焼き立てベーカリー、お惣菜をはじめ、お手土産にぴった
りのお菓子、駅での寄り道が楽しくなるようなおやつなど、計１１店舗を揃えました。

サンジェルマン

はなまるダイニングセレクト

「デイリー性を持つシンプルかつ上質であり、工夫して細部ま

家庭料理の代行ショップとして、選べるハッピー&出来

でこだわったパン食を通じて、人々の食卓生活を豊かにす

立てのワクワクをディッシュアップ！フレッシュ野菜満載

る」という想いのもと、時代に合わせたパン食をさまざまな製

の旬のメニューをセレクトしたジャポンデリカです。

法を通じていつでも新鮮に提供していきます。

はまけい

とんかつ新宿さぼてん

安心・安全な国産鶏にこだわった焼鳥＆鶏総菜専門店

創業５０余年のとんかつ専門店。

です。はまけいの美味しさの秘密は『１００％国産鶏使

匠の技で仕上げ、健康に配慮した揚げ物を中心に、

用』『産地直送』『秘伝のたれ』。新鮮で柔らかく、ジューシ

お弁当、かつサンド、季節限定商品などを取り揃えてい

ーな味わいです。

ます。

你好 恵馨閣

とよんちのたまご

元祖羽根付き餃子の你好が中華料理をより気軽に楽し

養鶏場直売のたまご専門店です。千葉県房総の九十九

める「＠エキ」スタイルのお店を池上駅に出店します。選

里に近く、豊かな自然に囲まれた自社農場から毎日直

べるおかずの組み合わせ、中華料理の定番はもとより、

送される鮮度抜群のたまごと、その自慢のたまごで作っ

四季に応じたメニューをご提供します。

た絶品スイーツやお惣菜が大人気のお店です。

りんごとバター。

たこ家道頓堀くくる

のんびりとした時間のお供にほっこり幸せな味わいを提

道頓堀に本店を構えて創業３５年、たこ料理専門店で

供する、りんごとバターのスイーツ専門店です。一口頬張

す。外はふわっと、中はとろっと匠が焼き上げる、「コナ

れば笑顔になる芳醇なりんごとバターの美味しさをぎゅっ

モン王座日本一」にも輝いた、これぞ本場道頓堀の味を

と閉じ込めた優しい味わいのスイーツをご用意しました。

ご賞味ください。

ラップドクレープコロット

BANANA STAND

もちもち食感の生地にたっぷりの甘さ控えめクリームとフ

『流行ではなく習慣に。街のインフラに。』をテーマに、神

ルーツ等を一枚一枚手作業で包み込み、ほかでは味わ

保町・下北沢・仙川で展開中のバナナジュース専門店で

えない絶妙な食感のミニクレープに仕上げます。かわい

す。朝のエネルギー補給、罪悪感のない３時のおやつ、

いパッケージでギフトにもおすすめです。

仕事終わりの甘味に、はじめませんか、バナナ生活。

ジス・ウィーク（POP UP スペース）
季節に合わせた菓子や惣菜、常設店舗にはないカテゴリーのショップを期間限定で紹介します。約１カ月ごとに店舗を入れ替え、いつ来ても新たな発見のあるス
ペースです。

toks (運営者：㈱東急ステーションリテールサービス)

営業時間 (平日)６：３０～２１：３０ (土日祝)６：３０～２０：３０

機能性・利便性を重視した商品と、テイクアウトのコーヒーやおにぎり、サンドイッチ、おいしい地元の
お菓子などを取り揃え、駅を利用されるお客さまに必要とされるモノをクイックに提供します。

しぶそば (運営者：㈱東急グルメフロント)

営業時間 (平日)７：００～２２：００ (土日祝)１０：００～２０：００

東急線沿線を中心に駅ナカ・駅チカで店舗展開をしている「しぶそば」の１３店舗目がエトモ池上
に登場。厳選した素材でおいしさを追求し、人気ナンバー１のかき揚げそばをはじめ、価値ある商
品をご提供します。女性の方やご年配の方にも入りやすい店づくりを心掛け、明るい店内で落ち
着いてお食事ができるようテーブル席もご用意します。

宝くじロトハウス (運営者：東京宝くじサービス㈱)

営業時間 (平日)１０：３０～１８：３０ (土日祝)１０：３０～１８：００

ゆったりとした記入スペースを設けた売り場が、池上駅改札出てすぐに誕生します。通常券もセレク
トボードから選択でき、楽しんでご購入いただけます。ジャンボくじを始め、スクラッチくじ、人気のロト
６、ロト７などの数字選択式宝くじおよび BIG・TOTO を販売します。

薬樹薬局 (運営者：薬樹㈱)

営業時間 ９：００～１９：００

皆さまの健康をサポートする保険薬局です。どの医療機関の処方せんでも受け付けており（アプリ
送信や FAX も可）、一般用医薬品や衛生用品も取り扱っています。薬剤師・管理栄養士に薬や栄
養、健康についてご相談いただくこともできます。通勤・通学時など、処方せんがなくてもお気軽にお
立ち寄りください。

三菱 UFJ 銀行 ATM (運営者：㈱三菱 UFJ 銀行)

営業時間 ５：００～２５：００

３F
東急ストア (運営者：㈱東急ストア)

営業時間 ９：００～２２：００

鮮度と品質にこだわった生鮮食品や、健康を意識した商品、店内でつくった出来立てのお弁当やお
惣菜、焼き立てのパンなど、種類豊富に取り揃えています。地域のお客さまに、いつも安心で気持
ちのよい買物をしていただき、ご満足いただける店舗を目指します。

カルディコーヒーファーム (運営者：㈱キャメル珈琲)

営業時間 １０：００～２１：００

こだわりのオリジナルコーヒー豆３０種をはじめ、見ているだけで楽しくなるような世界各国の珍しい
食材やお菓子、ワイン、チーズ、スパイスなどが所狭しと並んでいます。

カフェカルディーノ (運営者：㈱キャメルキッチン)

営業時間 ８：００～２１：００

カルディコーヒーファームを運営するキャメル珈琲グループである㈱キャメルキッチンが、国内１０店舗
目（※）となるカフェをオープンします。朝には香り高いコーヒー、夜にはワインと１日に何度も通いたく
なるような居心地の良い空間を提供します。
※カフェカルディーノは国内７店舗目です。

４F
スターバックス (運営者：スターバックス コーヒー ジャパン ㈱)

営業時間 ７：００～２２：００

アメリカ シアトル生まれのスペシャルティ コーヒーストア。高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出した
エスプレッソがベースのバラエティ豊かなドリンクやペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。
また、ご家庭でもお楽しみいただけるよう、コーヒー豆やコーヒー抽出器具、マグカップなどのオリジナ
ル商品も多数ご用意しています。

アトリオライト (運営者：東急スポーツシステム㈱)

営業時間 (平日)９：００～２３：００ (土日祝)９：００～２０：００

「ライトに始める」「ライトに通える」をコンセプトに、初心者から経験者までご自身のライフスタイルに
合わせて気軽に通うことができるコンパクトなフィットネスジムです。インストラクターが常駐しており、
マシンの使い方がわからない方へのアドバイスやパーソナルサポートなどの会員の皆さまのサポー
ト体制も充実しています。

ホットヨガ＆コラーゲンスタジオ ビフレ (運営者：東急スポーツシステム㈱)
営業時間 (平日)９：３０～２２：００ (土)９：００～２０：００ (日祝)１０：００～１９：００
頑張らない美活、はじめませんか？ビフレは Beauty(美)×Refresh(爽)を融合させた健康と美容の習
慣化を目指すホットヨガ＆コラーゲンスタジオです。「運動しながらキレイを補給」をコンセプトに女性
の皆さまに“自分へのご褒美”となるような「美容」と「運動」が融合したスタジオ環境とエクササイズプ
ログラムを提供します。

５F
池上総合病院付属クリニック (運営者：医療法人社団 松和会)

営業時間 ９：００～１７：００

池上総合病院と同じ法人で展開するクリニックです。内科、循環器内科と小児科を中心に外来診療
を行います。池上地区はもとより池上駅を利用する地域の方々にお気軽に来院していただけるような
温かみのあるクリニックを目指します。丁寧な診療を心がけ、地域医療のお手伝いをしていきます。

キッズベースキャンプα (運営者：㈱東急キッズベースキャンプ) ※公表済み

営業時間 ８：００～２２：００

キッズベースキャンプαは、子どもたちが集い、くつろぎ、毎日来たくなる場所。子どもが主役のア
フタースクールです。キッズベースキャンプの日常プログラム、イベントプログラムに加えて、まな
ぶ楽しみを知り、学習習慣と柔軟な思考力を育てるプログラムを用意。一人ひとりの個性と才能を
引き出し、将来子どもたちが社会で活躍する土台となる力を育てます。

グローバルキッズ (運営者：㈱グローバルキッズ) ※公表済み

営業時間 ７：３０～２０：３０

株式会社グローバルキッズは「子どもたちの未来のために」を企業理念として、保育施設を１７６施
設（学童・児童館など含む）運営しています。子ども一人ひとりの発達を捉え、丁寧な保育を実践し
未来を担う子どもたちの育ちや学びの支援をしています。

■公共施設 ※公表済み
大田区立池上図書館 (運営者：大田区)

営業時間 ９：００～２１：００

「歴史ある門前町の未来がはじまる知の拠点～池上ならではのトキをつくる図書館～」をコンセプトと
し、予約本自動受取機の設置、開館時間の延長など、地域の皆さまに気軽にご利用いただける開放
的な空間を作ります。
※完成イメージ図

■エトモ池上ティザーサイト（https://etomoikegami-teaser.jp） ※２０２０年１２月２日開設
１２月からオープンまでの間、本施設の情報、池上エリアの情報を発信します。

▲スポット紹介記事（イメージ）

▲エトモ池上施設紹介ページ（イメージ）

＜参考＞
■エトモとは (エトモ公式サイト：https://tokyu-iimise.jp/etomo/)
「駅と、もっと 街と、もっと」をキャッチコピーに駅ごとの特色にあわせた店舗が出店し、駅と街をつなぐ新たなコミュ
ニティ型商業施設です。現在、１２施設を営業しています。
【綱島】

店舗数：８店舗
開業：２０２０年３月

【武蔵小山】

店舗数：１２店舗
開業：２０１７年９月

【市が尾】

店舗数：２０店舗
開業：２０１５年４月

【溝の口】

店舗数：９店舗
開業：２０１９年１２月

【長津田】

店舗数：１７店舗
開業：２０１７年４月

【鵜の木】

店舗数：４店舗
開業：２０１４年１２月

（２０２０年１２月時点）

【あざみ野】

店舗数：３５店舗
開業：２０１９年３月

【大井町】

店舗数：５店舗
開業：２０１６年４月

【自由が丘】

店舗数：１７店舗
開業：２０１４年３月

【祐天寺】

店舗数：７店舗
開業：２０１８年１０月

【中央林間】

店舗数：２６店舗
開業：２０１５年１２月

【江田】

店舗数：４店舗
開業：２０１３年１２月

以

上

