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ヴィーナスフォート運営室NEWS RELEASE

9月27日（土）に向け、「ビームス アウトレット リミテッドストア」など注目ショップが続々オープン！

ヴィ ナスフォ ト 15周年リニ アルの全貌を公開

お台場の商業施設：ヴィーナスフォート(運営：森ビル株式会社) は、 2014年8月25日（金）に開業15周年を迎えました。

15周年を迎えた今年、ヴィーナスフォートは現在大幅なリニューアルとゾーニングの強化を実施します。1999年に“女
性のためのテーマパーク”として誕生したヴィーナスフォートは、社会の変化や「お台場」エリアを取り巻く商環境の変遷
に合わせ 進化を続けてきました そして2014年 ”モノ消費”から“コト消費”へと変化した消費トレンドを背景に 体験

ヴィーナスフォート 15周年リニューアルの全貌を公開
～ファミリーから外国人観光客まで、一人ひとりが楽しめる空間へ～

に合わせ、進化を続けてきました。そして2014年、 モノ消費 から コト消費 へと変化した消費トレンドを背景に、体験
型・滞在型の店舗をより多く拡充することで、家族みんなが楽しめる商業施設へと更なる進化を遂げます。また、グロー
バル対応の更なる充実を図り近年ますます増加している外国人需要にも応え、15周年を迎えたヴィーナスフォートは、
ファミリーも外国人も楽しめる商業施設へと進化します。

■「ファミリーで楽しめる」商業施設へと大幅リニューアル
アウトレットからアミューズメントまで、バラエティ豊かで個性的な約27店舗のニューオープン、約13店舗のリニューア

ルオープンを実施。総面積のうち約3割をリニューアルし、店舗のラインナップを充実させると同時に、ゾーニング強化
を図り、ファミリーみんながより楽しみやすい空間へと生まれ変わります。

■グローバル対応もますます充実！
お祈りなどの精神活動のためのプレイヤールーム（礼拝室）の設置、フロアの明確化や館内サインのブラッシュアッ

プなど外国人の方にとって分かりやすく、より快適な時間を過ごせるような施設へと生まれ変わります。
※プレイヤールームの完成は10月を予定

■15周年を記念したアニバーサリーイベントやスペシャルパーティを開催！
9月27日（土）から10月13日（月）の期間を“アニバーサリーウィーク”とし、様々なイベントを実施いたします。

また、リニューアルオープンお披露目の日となる9月27日（土）には、スペシャルパーティを開催いたします。

屋外の円形広場“パレットプラザ”に面し

【本件に関するお問い合わせ】
ヴィーナスフォートＰＲ事務局（プラチナム内） 担当：針谷・中野

TEL：03-5572-6072 FAX03-5572-6075 E-mail：sa-nakano@vectorinc.co.jp

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。ご取材の際は上記にお問い合わせください。

15 周年アニバーサリーのメインビジュアル

屋外 円形広場 ッ ラザ 面し
たエントランスも15周年を機にリニュー
アル。明るく親しみやすいエントランスが
皆様をお迎えします。



■ NIKE FACTORY STORE ODAIBA （ナイキファクトリーストア お台場） 都心初

■カテゴリー別ゾーニングの強化により、お客様一人ひとりが更に過ごしやすい空間に

7月から実施している15周年リニューアルにより、総勢約27店舗がニューオープン、約13店舗がリニューアルオープ
ンし、ヴィーナスフォート総面積の約3割が生まれ変わります。中でもニューオープンとなる店舗は、「家族みんなで楽
しめる商業施設」という新たなテーマのもとに、「アウトレット」、「ファッション」、「グッズ」、「キッズ」、「ペット」、「体験型」
など ゴリ ごと 選び抜 れた店舗が集積 ます また リ 店舗も含め館内 店舗配置を 新 各

OUTLET

などカテゴリーごとに選び抜かれた店舗が集積します。また、リニューアル店舗も含め館内の店舗配置を一新し、各カ
テゴリーごとにゾーニングされたことで、お客様一人ひとりがよりショッピングを楽しみやすい空間となっています。

■ビームス アウトレット
9/13 OPEN、 3F Venus OUTLET

■NIKE FACTORY STORE お台場
9/27 OPEN、2F Venus GRAND

23区初 23区初

「BEAMS」の期間限定アウトレットショップがオープン。メンズ・
ウィメンズのカジュアルアイテムを中心に、ベーシックなオリジ
ナルウェアから国内外のデザイナーズブランド、雑貨や小物ま
で幅広くご紹介します。性別や世代を問わずお楽しみいただ
けます。

世界最大のスポーツブランド「ＮＩＫＥ」の都心初ファクトリース
トアがヴィーナスフォートにオープン。

世界共通のストアデザインの店内には、フットウェア・アパレ
ル・グッズ等、革新的なナイキブランドの商品を取り揃えてい
ます。メンズ、ウィメンズ、キッズ、さまざまなアイテムが揃い、ご
家族でお買物頂けます。

■R&Co. the stock labo
7/18 OPEN、
3F Venus OUTLET

■ジースター ロゥ
9月下旬～10月上旬OPEN、
3F Venus OUTLET

アウトレット初

※イメージ

3F Venus OUTLET

表参道ヒルズにメンズの旗艦店を出店している「R&Co.」が
初の期間限定アウトレットセレクトショップを出店。メンズ、レ
ディースの両方を取り揃えた店舗を初展開。店舗内のブー
スでは期間ごとに各ブランドとのポップアップも展開していま
す。男女ともにゆっくりお買い物をお楽しみ頂けます。

3F Venus OUTLET

デニムにこだわりを持ちなが
ら、革新的かつ最先端のスタイ
ル を 追 求 す る 「 ジ ー ス タ ー
ロゥ」はオランダのモダンデニ
ムブランドで、今年ブランド創
立25周年を迎えます。店舗で
はアパレルやファッション雑貨
をご紹介します。をご紹介します。

■ヴァネッサブリューノ
7/18 OPEN、 3F Venus OUTLET

ヴァネ サブリ ノのデザイン のアプロ チは “マス

■ノリタケスクエア
9/27 OPEN、 3F Venus OUTLET

洋食器からインテリアアイテムまで 製造中止にな た商品や ヴァネッサブリューノのデザインへのアプローチは、 マス
キュラン” “フェミニン”、そして “シャープ”な仕立てとナ
チュラルな雰囲気。揺るがないコンセプトは、シンプルデザイ
ンの哲学、クリーンなシルエット、そして確かな品質。
「vanessabruno」のスタイルはパリジェンヌのアイコンとして知
られパリのクールさを現代の女性達にもたらします。

洋食器からインテリアアイテムまで、製造中止になった商品や
企画商品をお値打ちな価格で販売しています。また、海外で人
気の商品も品揃えしております。



■ NIKE FACTORY STORE ODAIBA （ナイキファクトリーストア お台場） 都心初

FASHION

■Desigual（デシグアル）
9/27 OPEN、2F Venus GRAND

スペイン発のファッションブランド デシ

■スタディオクリップ
9/27 OPEN、2F Venus GRAND

「今日の日を 忘れられない一日スペイン発のファッションブランド、デシ
グアルは、楽観的で色にあふれた個性
的なデザインが特徴です。ファッション
にアートをミックスした空間で、デシグア
ルの世界観を体験していただけます。

■フェリシモサーカス
9/26 OPEN

「今日の日を、忘れられない一日
に。」特別じゃない一日だったとしても、
ちいさな出来事も大切に、見逃さずに、
暮らしていきたい。スタディオクリップは
「わたしの家」をコンセプトに私らしいラ
イフスタイルをご提案します。

■ＧＡＳ
9/27 OPEN、2F Venus GRAND

ブラ ド設立30周年を迎えたイタリア発祥 デ ムブラ ド
都内初

■goa THE STORE
9/27 OPEN 2F V nu GRAND

9/26 OPEN、
2F Venus GRAND

カワイイ通販でおなじみ『フェリ
シモ』のリアルショップ。
「毎日着たくなる、おしゃれでかわ
いいふだん着」を中心に、服や雑
貨を取りそろえた他、期間限定の
お得商品や限定アイテムもご用意
しています。

ブランド設立30周年を迎えたイタリア発祥のデニムブランド。
30周年カプセルコレクションをはじめ、GASのDNAともいえる
デニムを中心にメンズ、ウィメンズコレクションが展開し、ブラ
ンド独自の世界観を発信します。

9/27 OPEN、2F Venus GRAND
ナチュラルなカジュアルファッションがメインのLADY’Sライ

ンと、ワークやミリタリーをMIXしたカジュアルスタイルがメイン
のMEN’Sラインを提案する複合SHOP。遊牧民がイメージの
ナチュラル&ビンテージカジュアルがテーマ。初のキッズライ
ンも展開いたします。

■アンティローザ ホリデー
9/12 OPEN、2F Venus GRAND

おとなカジュアルをベースに普段使い
出来るリラックスウェアやアクセサリーを
展開。アースカラーやシックなモノトーン
のアイテムを揃え、かわいいおとなの女
性、かっこいいママ達のスタイルを提案
いたします。

新業態

■アルズニ
9/27 OPEN、2F Venus GRAND

100％本革使用の財布やベルト、革
小物、シルバー製品の専門店。即日
仕上がりがモットーのセミオーダーシス

ザ ト等

■アリフ ストア
9/27 OPEN、2F Venus GRAND

デザインとヴィヴィットカラーがヨーロッパで大人気！
全てのALIFE商品
が揃う当店舗で、

GOODS

日本初

テムにより、レザークラフト等のアイテム
をその場でお作りします。末永くお使
い頂ける商品群は、ギフトにも大変人
気でオススメです。

あなたをハッピー
にする旅のラッキー
カラーアイテムを
ご提案します。

PET

■ジョーカーズタウン 新業態■ジョ カ ズタウン
9/27 OPEN、1F Venus FAMILY

“ペットと人が共に遊び、楽しむ！”がコンセプト。お客
様に「街」の住民となっていただき、訪れるたびに新しい
発見が見つかるお店です。マルシェやワゴンショップ、
ペットの美容室やペットを預けられるクローク、ペット連
れ旅行の代理店やプレイドッグランなど、ペットと人が楽
しめる空間と時間を提供します。随時イベントも開催予
定です。

新業態



■ NIKE FACTORY STORE ODAIBA （ナイキファクトリーストア お台場） 都心初

KIDS

■アネビー トリムパーク お台場店
7/18 OPEN、1F Dear Kids Park

外遊 と 部屋遊 両方が楽

新業態

お外遊びとお部屋遊びの両方が楽しめる
“遊びと学びと憩いの場”。幼児教育先進国ド
イツ、スウェーデン、オランダの年齢と成長に
合わせた安全な遊具で0～12歳の子どもと親
が一緒に遊べます。トランポリンやペダルゴー
カートに乗ったり、ログハウスを自分で作ったり、
ここでしかできない遊びがたくさんあります。さ
らに、体操教室やキッズイングリッシュなど
様々な講座やイベントに参加することで、親子
で新しい発見を味わえますで新しい発見を味わえます。

■For Kids’ + b by こぐま
9/27 OPEN、1F Dear Kids Park

人気ブランドの子供服・子ども靴をはじめ話題のおもちゃ、
ベビー雑貨など多彩に取り揃えます。
0歳からのお子様のニーズに対応いたします。

■LULUDY（ルルディー）
9/27 OPEN、
1F Dear Kids Park

上品な香りが漂うエレガントで
フェミニンなスタイルを提案する子
供服のお店です 女の子に魔法

都内初

【主な取扱ブランド】
「ミキハウス」、子ども靴の
「ゲンキキッズ」、「サンリオ」、
「おもちや」等

供服のお店です。女の子に魔法
をかけたように、ふとした仕草や佇
まいまで印象的に見せられる上品
なオシャレスタイルを提案いたしま
す。

■こどもの城のおもちゃ屋さん
アイタイム・キッズ
9/27 OPEN、 1F Dear Kids Park

■エンゼルスター
9/27 OPEN、
1F Dear Kids Park

やわらかく安心なオーガニック
コットンの素材を主に使用した、す
こやかな明日を願うお母様の愛情
がいっぱいつまったベビーウェア。
日本国内で生産し、新生児から幼
児まで対応いたします

/ 、
世界のおもちゃ・知育玩具の専門店、ア

イタイム・キッズでは、月齢・年齢に合わせ
たおもちゃや、家族みんなで楽しめるおも
ちゃ等様々なアイテムをご用意。
遊びながら、感じながら、
こども達がすくすくと成長
するお手伝いをいたします。

児まで対応いたします。

■マザーガーデン
おもちゃの森
9/27 OPEN、
1F Dear Kids Park

Mokku Mokku、野いちご等の木
製おままごと系おもちゃをメインに

■AROUND TABLE
9/27 OPEN、
1F Dear Kids Park 

Cafe よりも Home に近い場
所。みんなで1つのテーブルを
囲み 誰もが笑顔で団欒し合

新ブランド新業態

製おままごと系おもちゃをメインに
女の子はもちろん、男の子にも
「なごみ」「ふれあい」を与え、遊び
を通じて知育ができる楽しく可愛
い商品を提供いたします。

囲み、誰もが笑顔で団欒し合
える自宅のような親子カフェが
登場します。ヘルシースムー
ジーや野菜たっぷりパヌッツォ
サンドを取り揃えました。



■ NIKE FACTORY STORE ODAIBA （ナイキファクトリーストア お台場） 都心初

HOBBY & AMUSEMENT

■ASOBIBA
9/27 OPEN（拡張リニューアル）、

■京商ビレッジ
7/18 OPEN、

3F Venus OUTLET
非日常が味わえるサバイバルゲーム初心者用スポーツ

フィールド。7月のオープン時からフィールドを約2倍以上
に拡張し9月27日に再オープンいたします。エアガンを
使った対戦型ゲームを気軽に体験できるほか、サバイバル
ゲーム関連グッズも販売いたします。

3F Venus OUTLET
ホビーメーカー「京商株式会社」

のオフィシャルショップ。京商の
R/C「MINI-Z sports」やダイキャス
トミニカーが豊富に揃い、 本場ド
イツのスロットカー「カレラ」が体験
できる全長40メートルものサーキッ
トを常設しています。話題のクアッ
ドコプターや小型へリコプターの
体験コーナーもあります

■ガン＆サープラス プロショップ ファースト
9/27 OPEN、
3F Venus OUTLET

サバイバルゲーム用品とともに、
普段でもお洒落に使えるミリタリー
アイテムやアウトドア用品 人気の

体験コ ナ もあります。

■Maverick（マーベリック）
9/27 OPEN、2F Venus GRAND

国内トップレベルのカスタムバイクや
バイク搭載可能なキャンピングカーを
はじめ、ウェアー、グッズ、アクセサリー
等を取り揃えたバイカーズショップ カアイテムやアウトドア用品、人気の

オモチャなども数多く取り揃えます。
無料で試し撃ちができるシューティングスペースも完備。

CAFE

等を取り揃えたバイカーズショップ。カ
フェスペースも併設し、バイカーやファ
ンが集える憩いの場を提供いたします。

■ピンクベリー
7/18 OPEN、2F Venus GRAND

日本初上陸

RENEWAL

LA発、多くのハリウッドセレブにも愛され、世界的な人気を誇るフローズ
ンヨーグルトショップ「ピンクベリー」の日本第１号店。無脂肪牛乳・無脂肪
ヨーグルトを使用し、甘みと酸味のバランスが絶妙で、気分をリフレッシュさ
せる爽やかな味わい。ベースはオリジナル、ストロベリー、チョコレートヘー
ゼルナッツなど6種類からフレーバーをチョイス。更に、旬のフレッシュフ
ルーツやチョコ・クッキーなど常時20種類以上ご用意するトッピングを、お
客様の好みに合わせてスタッフが盛り付け、ご提供いたします.

■カジノ ヴィーナス
9/3 OPEN、3F Venus OUTLET

カジノ・テーブルの遊び方やルールなど
を教わりながら遊べるカジノ・ゲームス
ペースです。ディーラーがルールやストラ
テジーやマナーなどを親切丁寧にお教え
しますので 未経験者の方でも気軽に

■その他のリニューアル店舗
・3F Venus OUTLET ・2F Venus GRAND

RENEWAL

イザック（旧店名：シカタ）

ウェッジウッド グループ ファクトリー ショップ

サムソナイト/アメリカンツーリスター

ダブルス
（旧店名：クール）

シフォン

プレシ ウ ジ エしますので、未経験者の方でも気軽に
ゲームを楽しめます。 シルバニアファミリー 森のお家/

ジグソーパズルのお店マスターピース

セバゴ/キャット フットウェア

ツヴィリング グループ ブランド アウトレット

ドクター・ショール フットウェア

トルネード マート

ブランズ アウトレット

プレシュウ・ジュエ



■外国人観光客増加に伴いグローバル対応もますます充実！
ヴィーナスフォート誕生からの特徴の1つに、充実したグローバル対応があります。
1999年の誕生当時から、「女性のためのテーマパーク」として海外メディアから高い関心を集め、2003年には館内の

ご案内スタッフであるアテンダントクルーの組織内に、外国語が話せるスタッフでチームを編成。2005年には早くも銀
聯カードを導入し、2011年には外国人観光客も利用できるWi-Fiサービスを導入しました。

昨今、アジア各国でのビザ発給要件緩和やLCCの台頭、羽田空港国際線の大幅増枠などによる外国人観光客の
さらなる増加を受け、2013年に免税対応店舗を拡充し、また各店舗との定期的なミーティングによる情報共有や外部
講師を招いた講習会などで、店舗のグローバル対応の教育にも力を入れています。

今回の15周年リニューアルでは、世界中の人々が楽しめる施設へとさらなる進化を遂げるため、プレイヤールームの
設置、エリア名称・フロアの明確化など外国人の方がより快適な時間を過ごせるような施設へと生まれ変わります。

【15周年リニューアルによるグローバル施策】
①商環境改善
外国人観光客や初めて訪れた人にも分かりやすいよう・外国人観光客や初めて訪れた人にも分かりやすいよう、
広場や通りの名称の定義づけ、明確化を実施

②多文化への対応
・プレイヤールーム（礼拝室）を設置

（男女別の部屋を設置し、水まわりを整備）

③MDの再構築
・日本人のみならず、外国人にも人気が高いブランドや日本の趣味文化を体験できる店舗を拡充
（NIKE FACTORY STORE お台場、サバイバルゲームのASOBIBA、ラジコンカーの京商ビレッジなど）

免税対応店舗には
識別しやすいPOPを掲出

館内をアテンドするクルーやインフォ
メーションは英・中・韓に言語対応

■15周年を記念しアニバーサリーウィークを開催！9月27日にはスペシャルパーティも！
15周年リニューアルを記念し、9月27日（土）から10月13日（月・祝）までアニバーサリーウィークを開催いたします。

期間中、クリエイティブカンパニー・ネイキッドによる噴水広場の女神を活かしたプロジェクションマッピングや、ミュー

ジックライブなどのイベントを開催します。

また、グランドオープン当日となる9月27日（土）には、一日限り・入場フリーのスペシャルパーティを実施。本格的な

カジノ体験や、先着1500名様に豪華賞品が当たる抽選会、大人も子供も楽しめるオシャレ縁日や、ドリンクサービスな

ど、館内のいたるところでイベントを開催し、15周年のお披露目を盛り上げます。

プロジェクションマッピング

「Starlight Kaleidoscope」

【NAKED Inc.】

TV／広告／MV／空間演
出などジャンルを問わず
活動。主な作品に東京駅
の3Dプロジェクションマッ
ピング『TOKYO HIKARI 
VISION』 東京国立博物

NY・ブルックリンのマーケット

「BROOKLYNIZE」
15th Anniversary

Special Party
9月27日には、NEW ＆RENEWAL SHOPのお披露目
と共に、一日限りのスペシャルパーティを開催いたし
ます。事前にお送りした引換券をお持ちいただくか、
当日館内で一定金額をお買い上げ頂くと、カジノなど
の特別な体験をお楽しみ頂けます。
※入場フリー ※一部スペシャルチケットなしでお楽
しみ頂けるコンテンツもございます。

日程：9/27～10/13
時間：12：00より毎時00分から約5分間
（最終ショータイム21：00～）※時間は変更になることがあります。

場所：2F噴水広場
女神から涙のように産み落とされた真珠が万華鏡のよう

VISION』、東京国立博物
館 特別展「京都－洛中洛
外図と障壁画の美」プロ
ジェクションマッピング
『KARAKURI』。NHK大河
ドラマ『軍師官兵衛』タイト
ルバックなど。

日程：9/27～10/13
時間：11：00～21：00
場所：2F中央階段前
地産地消の精神を応援するクリエ
イターの街、ニューヨーク・ブルック
リン この街のフリーマーケットから

エンパイア・マヨネーズ

しみ頂ける ンテンツもございます。

遊び心溢れる「オシャレ縁日」

ARTIST LIVE
14：00～

サラ・オレイン

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。ご取材の際は上記にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ】
ヴィーナスフォートＰＲ事務局（プラチナム内） 担当：針谷・中野

TEL：03-5572-6072 FAX03-5572-6075 E-mail：sa-nakano@vectorinc.co.jp

女神から涙のように産み落とされた真珠が万華鏡のよう
に美しく輝き、こぼれ落ちた光たちは満天の星空へと変
化します。ヴィーナスフォートの象徴的存在である噴水
広場を、これまでとは違った空間へと演出します。

リン。この街のフリ マ ケットから
生まれた、ハンドメイドのこだわり食
材、小ロットで作られるグルメなアイ
テムなどが日本に上陸します。

CASINO VENUS

サラ オレイン
※どなた様でも
ご自由にご覧

頂けます。


