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２０１０年１２月２８日 

１月２８日（金）ＡＭ１０：００ 

ふらっと立ち寄れて楽しく過ごせるみんなのマルイ 

「中野マルイ」オープン！ 
 

おかげさまで、２０１１年１月２８日（金）ＡＭ１０：００、

“ふらっと立ち寄れて楽しく過ごせるみんなのマルイ”をコン

セプトに、「中野マルイ」がオープンいたします。 

 「中野」は丸井グループ創業の地。１９３１（昭和６）年に

店舗を開設して以来、建物・施設の老朽化等により２００７年

８月に営業を休止するまで、「丸井中野本店」として７０年以上

にわたって地域の皆さまにご愛顧いただいてまいりました。 

新しく「中野マルイ」として営業を再開するにあたっては、

お客さまに「店づくり企画会議」にご参加いただき、品揃えや

サービスなどについて、ご意見をうかがってまいりました。お

客さまの「おしゃれ過ぎず、気軽な」｢“ちょっと”いいものが

買える」「安心してくつろげる」などの声にお応えし、年齢や性

別に関係なく、地域の皆さまに楽しく過ごしていただける店を

目指しています。 

具体的には、幅広い年代層のお客さまに対応したアパレルショップに加え、ライフスタイル提案型の

雑貨ショップや旬の食材を揃えたスーパーマーケット、落ち着いた雰囲気のカフェ、和・洋・中が揃っ

たレストラン、ビューティなど、地域の皆さまが気軽にお買物や飲食を楽しめるメニューを取り揃えま

した。 また、店舗の西側には緑豊かな広場をつくり、地域の皆さまに憩いの場を提供するとともに、

里山や菜園スペース、水辺環境など取り入れたビオ 

トープ(※1)を設け、屋上ではミツバチを飼育するなど、 

マルイ店舗として初めて、生物多様性(※2)に向けた 

取り組みをすすめてまいります。 

開店後も、“お客さまと一緒につくり続ける店”と 

して、継続的にご意見をうかがいながら、さらに進化 

させてまいります。 

  

 

 ▲ 四季の広場(イメージ) 
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１．店づくりのポイント                          

ふらっと立ち寄れて楽しく過ごせるみんなのマルイ 

お客さまと一緒につくり続ける店 
 

①毎日行きたい！気軽に立ち寄れるメニューが充実 

ファッション雑貨やメンズ雑貨、インテリア雑貨など、気軽に楽しめる雑貨ショップが充実。また、

新鮮で旬な食材が豊富なスーパーマーケットや一人でも友だちとでも気軽に入れてちょっとした 

ランチも楽しめるカフェ、敷居の高すぎないレストラン街など、毎日でも気軽に立ち寄れて楽しい

ショップが揃っています。 

②暮らしが潤う“ちょっといいもの”あります。 

気軽に買えてギフトにも使える雑貨の編集ショップや、幅広い年代層の女性が日常的に着られる 

アパレルショップ、スポーツテイストのカジュアルウエアを提案するショップ、おみやげやちょっ

とした贅沢に最適なスイーツショップなど、普段の暮らしにちょっとした潤いを与えてくれるショ

ップが充実しています。 

③人と自然の共生 ～生物多様性の取り組み～ 

店舗西側には８６０㎡を超える緑豊かな広場を設置。里

山や菜園スペース、水辺環境など取り入れたビオトープ

を形成し、鳥や昆虫などが共生できる空間をつくり出し

ます。春には屋上でミツバチの飼育もおこなう予定です。

地域の皆さまに憩いの場をご提供するとともに、生物多

様性への取り組みをおこないます。 

 

 

④家族連れもご年配の方も。ゆったりくつろげる空間づくり 

幅広い年代のお客さまがゆっくりとお買物を楽しんでいただけるように、通路の幅を広めに設定す

るとともに、お買物の合間にちょっと休憩できるパブリックスペースを設置。店内の随所にある  

グリーンでくつろぎながらお買物いただける環境づくりをおこなっています。 

⑤“サポーター”と一緒に進化する「中野マルイ」 

今年１１月には「品揃え・サービスの改善にご協力いただける方」を募集し、５００名以上の方に

ご応募いただきました。開店後もインターネットや企画会議などを通じ、皆さまにご意見をいただ

きながらより良いお店づくりをすすめていきます。 

※１ ビオトープ…特定の生物群落が存在できるように、特定の環境条件を整えた空間のこと。 

※２ 生物多様性…あらゆる生物種の多さと、それらによって成り立っている生態系の豊かさやバランスが保たれている状態。

さらに、生物が過去から未来へと伝える遺伝子の多様さまでを含めた幅広い概念。 
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２．フロア構成                            

6F ビューティ＆ケア 美と健康の多彩なメニューをご提供 

5F レストラン 親しみと安心感のあるレストラン 

4F 生活雑貨/子供雑貨/メガネ 毎日の暮らしを豊かに 

3F 

メンズファッション・雑貨 

スポーツ＆カジュアル 

生活雑貨 

ふだん使いのおしゃれを便利に 

2F 
レディスファッション・アクセサリー 

カフェ 
気張らず、自然にみんながゆったり 

1F 

レディスファッション雑貨 

時計/花/和洋菓子・ベーカリー 

靴修理/リフォーム/カードセンター 

気軽に誰もがちょっとワクワク 

B1F スーパーマーケット 美味しさと安心をお届け 

 

 Ｂ１Ｆ  

・高質スーパーマーケット「ピーコックストア」がオープン。フレッシュな旬の味覚、産地や製法を厳

選した品々、できたてのお惣菜など、毎日の食卓に安心できるおいしさをお求めやすい価格でお届け

していきます。 

 １Ｆ  

・利用頻度の高いレディスファッショングッズ、新鮮な生ケーキやかわいいギフトパッケージの焼き菓

子を揃える｢ロブロス スイーツ＆ベーカリー｣や、ベルギーを代表するチョコレートショップの｢ゴデ

ィバ｣、花や緑に囲まれた心豊かなライフスタイルを提案する｢青山フラワーマーケット｣が並びます。 

 ２Ｆ  

・ほどよいリラックス感にトレンドを意識した大人のフェミニンカジュアル「アラモードマルシェ」を

始め、幅広い年代の女性が日常的に気軽に身につけられる洋服や雑貨のショップを集積。また、落ち

着いた空間でゆったりとした時間をお過ごしいただける「ロブロス カフェ」はマルイ初出店。 

 ３Ｆ  

・日常を健康に楽しく過ごすための少しおしゃれで良いお品物を取り揃えた｢スポーツ＆カジュアル｣や

コンビニエンス感覚で利用できる「メンズ雑貨」を配置。東急ハンズの小型専門店「ハンズ ビー」は、

こだわり感や上質感を求める都市生活者向けの提案型ライフスタイルショップ。 

 ４Ｆ  

・お客さまから圧倒的な支持をいただいている「無印良品」は衣食住すべてが揃うライフスタイル提案

ショップ。そのほかメガネの「良眼工房」や子供雑貨の「キッズステージ」などお客さまのご要望が

多いショップを集めました。 

 ５Ｆ  

・親しみと安心感があり、ちょっとおしゃれなレストランを７ショップ展開します。 

 

 ６Ｆ  

・エステティック、美容、ネイル、リラクゼーション、コンタクトレンズ、眼科など、落ち着いた空間

の中で、幅広い年齢の方が利用しやすい多彩なメニューのショップが揃っています。
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３．注目ショップ                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【ロブロス カフェ】２Ｆ 

 

    

 

【コムサイズム】２Ｆ 

 

【ゴディバ】１Ｆ 

 

【銀座あけぼの】１Ｆ 

 

【アラモードマルシェ】２Ｆ 

 

有機・減農薬野菜を

中心にすべてが手

作り！健康で、安全

で、安心なお食事を

とおして、ココロとカ

ラダに「おいしい」を

ご提供いたします。

心から笑顔でハッピ

ーになっていただけ

るお店づくりがコン

セプト。ロブロスの最

高のおもてなしをお

楽しみください。 

ゴディバの定番コレクションを

はじめ、季節限定のコレクショ

ンや焼き菓子など、上質で味

わい深いチョコレート製品を展

開します。 

銀座あけぼのは、銀座で育った 

和菓子屋。上質で厳選された材 

料で朝生菓子を新たにラインナ 

ップします。 

※朝生菓子…その日の朝に製造した生菓子 

自分流のライフスタイル

を大切にしながら、ほど

よくトレンドを取り入れた

い女性に向けて、無理

をしないデイリーユース

な服や雑貨を提案いた

します。 

「コムサイズム」のレディス・キッズウエアをセレク

ト編集し、アクセサリー雑貨や生活雑貨もご用

意。高感度なライフスタイルを提案いたします。

【ピーコックストア】Ｂ１Ｆ 

 

【ビック･ママ】１Ｆ 

 

【青山フラワーマーケット】１Ｆ 

 

旬・鮮度・品質にこだわった価値ある食材を、 

お買得価格で毎日お届けします。 

洋服のサイズ調整から、靴・鞄など

の皮革製品のほか、アクセサリー

の修理までファッション全般のメン

テナンスや合鍵の作成を承りま

す。 

パリのマルシェをイメージした店

内には、産地にこだわった季節

のお花を取り揃えています。ご

要望に応じてブーケやアレンジ

メントもお作りします。 
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【ハンズ ビー】３Ｆ 

 

 【キッズステージ】４Ｆ 

 

 

 

【無印良品】４Ｆ 

 

【良眼工房】４Ｆ 

 

レストラン ５Ｆ 

 

ビューティ＆ケア ６Ｆ 

 

東急ハンズの品揃えやイベントのエッセンスを活か

し、20代～30代の女性に向けてヘルス＆ビューテ

ィ、キッチン、ステーショナリー、シーズン雑貨等を

ご提案します。 

ベビーからジュニアサイズのシューズを中心に、バ

ッグ・ソックス・レイングッズ・ヘアアクセサリーまで、

子供雑貨が勢揃い。贈り物にもおすすめのベビー

ギフトや育児雑貨もございます。 

「わけあって、安い」

をキャッチフレーズ

とし、安くて良い品と

して開発された無印

良品。衣料、服飾雑

貨、生活用品、食品

と、衣食住すべてが

揃うライフスタイル提

案ショップ。 

マルイのメガネ「良眼工

房」は、最適な視界と掛

け心地で、お客さまの

「快適」と「安心」をお届

けします。他店でお求

めのメガネを含め調整・

修理やクリーニングも承

ります。 

■「グリル＆カレー カキヤス」(ハンバーク＆グリル料理)   ■「海鮮処 寿し常」(寿司)  

■「炭火焼宮崎地鶏と石臼挽き蕎麦の店 三宝庵」(そば)  ■「中国家庭料理 墨花居」(中華料理)

■「とんかつ 新宿さぼてん」(とんかつ)  ■「新宿つな八 凛」(天ぷら＆和食) 

■「トラットリア ノリータ」(イタリアン)   

 
■「ミスパリ ダイエットセンター・ダンディハウス」(エステティック) 

■「エステサロン さくら」(フェイシャルサロン)  

■「ボディファクトリー」(リラクゼーションサロン)  ■「プロケア・アイラッシュ」(まつげエクステ)  

■「ネイルズユニーク フリップ」(ネイルサロン) 

■「ビューティーフェイス」(レディースシェービング)  

■「エースコンタクト」(コンタクトレンズ)  ■「なかの中澤眼科」(眼科)  ■「TAYA」(美容室) 

 

 
※画像はイメージです

※店舗イメージ



 

- 6 - 

４．「中野」における丸井グループの歩み                   

 １９３１（昭和６）年、「中野」で創業して以来、丸井グループは地域の皆さまと一緒に成長してまい

りました。 丸井グループの歴史は常に「中野」とともにありました。「中野」における丸井グループの

歴史をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業者青井忠治が「丸二商会」からのれん分け

を受けて独立、中野区桃園町に開店。 

（新「中野マルイ」出店予定地の西側路地） 

新「中野マルイ」出店予定の地に店舗

を開設、丸井中野本店とする。 

 

「中野の丸井」の歴史 

１９３６年中野本店新築開店 

１９３１年 

（昭和６） 

１９３６年 

（昭和11） 

１９４１年 

（昭和16） 

戦時体制下の商業活動規制により、 

一時閉鎖。 

１９４６年 

（昭和21） 

営業を再開。 

１９５５年 

（昭和30） 

鉄筋コンクリート４階建に改築。 

１９７０年 

（昭和45） 

旧中野本店Ｂ館を開設。 

１９７２年 

（昭和47） 

「中野ショッピングビル」として全館 

完成し、Ａ館・Ｂ館の２館体制に。 

２００７年 

（平成19） 

２０１１年 

（平成23） 

店舗施設の老朽化により、営業を休止。

新しく「中野マルイ」として、1月に 

オープン予定。 

１９７２年全館オープン 

２００７年営業を休止 
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５．店舗概要                             

店 名：「中野マルイ」 

開 店 日：２０１１年１月２８日（金） 

所 在 地：〒164-0001 中野区中野３－３４－２８   

代 表 電 話：０３（３３８２）０１０１ 

売 場 面 積：４,９５０㎡  ※１～５階（丸井運営） 

基本営業時間：１０：３０ ～ ２０：００ 

※１／２８（金）～３０（日）１０：００～２０：００ 

               ［レストラン等の営業時間］ 

                Ｂ１Ｆ ピーコックストア １０：００～２３：００ 

                ２ Ｆ ロブロス カフェ １０：３０～２３：００ 

                ５ Ｆ レストラン  １１：００～２３：００ 

                ６ Ｆ ビューティ＆ケア １０：３０～２０：００ 

 

６．丸井グループの概要                         

商 号：株式会社 丸井グループ 

本 社 所 在 地：〒164-8701 東京都中野区中野４－３－２  

代 表 電 話：０３（３３８４）０１０１ ＦＡＸ ０３（５３４３）６６１５ 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.0101maruigroup.co.jp 

社 長：青井 浩 

創 業：１９３１年２月１７日 

会 社 設 立：１９３７年３月３０日 

資 本 金：３５９億２０百万円 

決 算 期：毎年３月３１日 

店 舗 数：２３店舗 （中野マルイ含む）       

０ 9 年度売上高：４，１９２億円（連結） 

主な関連会社： 

㈱丸井 

㈱エポスカード、㈱エムアールアイ債権回収、㈱ゼロファースト 

㈱エイムクリエイツ、㈱エムアンドシーシステム、㈱マルイファシリティーズ、 

㈱ムービング、㈱マルイホームサービス 
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