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2019年 9 月 9 日 
株式会社東急モールズデベロップメント 

 
 
 
 
 

  

 

株式会社東急モールズデベロップメント（本社所在地︓東京都渋谷区、代表取締役社長︓秋山浄司）が運営す
る、東急田園都市線・大井町線二子玉川駅直結の商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」（以下、二子
玉川ライズ S.C.）は、2019年 9月 11日（水）、約半年の休業期間を経て、日本初出店を含む新規 5店舗と
改装 4 店舗がリニューアルオープンします。さらに、未発表だった 2 店舗、「cha-noma（チャノマ）」が 11 月 21 日
（木）に、「KAISEN MART（カイセンマート）」が 12月 12日（木）にオープンすることをお知らせします。なお、タ
ウンフロント 7 階 レストランフロア「FUTACO TABLE（フタコテーブル）1」は、12月 12日をもって全面リニューアルと
なります。 

9月 11日にオープンする注目新店舗の一つ、「九州寿司 寿司虎 Aburi Sushi TORA」は、九州で大人気の回
転寿司「寿司虎」がカナダで大ブレイクさせた「Aburi TORA」の業態を進化させ、日本初進出。九州発カナダ経由で
二子玉川の地に上陸する同店こだわりの『炙りサーモン押し寿司』は必見です。加えて、関東初出店となる、和食・とろ
ろ料理専門店「和ごはん とろろ屋」も見逃せません。日本原種の希少な「黄金自然薯」を 100％使用したとろろ汁は
繊維質が豊富で昔ながらのヘルシー“和ごはん”をお楽しみいただけます。 

そのほか、オープンを記念して「タイ屋台 999」や「Italian Kitchen VANSAN」などでは、二子玉川ライズ S.C.限
定メニューを期間限定でご用意します。今回オープンする各店舗の魅力的な情報と、11 月と 12 月にオープンする店
舗情報は次頁以降をご覧ください。  

                                                   
1 タウンフロント 7階 レストランフロアの名称。COは「共に」を表すラテン語 cum=together が由来で、さまざまな人々がさまざまなシー
ンで共にテーブルを囲み、素敵な時間を過ごしていただきたいという願いを込め命名。 

二子玉川ライズ・ショッピングセンター 
タウンフロント 7階 レストランフロア 

9月 11日（水） 待望のリニューアルオープン︕ 
日本初出店を含む 9店舗がオープン 

未発表の２つの出店店舗も決定し、順次オープン 

「九州寿司 寿司虎 Aburi Sushi TORA」 外観 「和ごはん とろろ屋」 外観 
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■ 9月 11日（水）開業店舗のオープン記念企画 

＜新店舗＞ 

店名 二子玉川ライズ S.C.限定メニュー 
または オープン記念特典 期間・備考 

九州寿司 寿司虎    
Aburi Sushi TORA  

 
 
 
 
 
 
 

 

「炙りサーモン押し寿司」 320円 
北米産紅鮭を使用。ネタの上に同店オリジナル『Miku ソ
ース』をかけ炙ることで旨味が増し余分な脂が落ちます。ピ
リ辛の青唐辛子がアクセントになって味わい深い、新しいタ
イプの寿司。 
 
「炙りサーモントロ」 380円 
脂がのったサーモンを直火で炙り、余分な脂を落とすことで
旨味がさらにアップ。同店自慢の塩でそのまま召し上がって
いただくことで塩のジャリッとした食感を楽しめ、甘めのシャリ
をより引き立てます。 

左記メニューは、通常メ
ニューです 

和ごはん とろろ屋 
 
 
 
 
 
 

 

静岡県浜松市の本店でも大人気の限定欲張りランチ４
種類（通常 1日 30食限定）を数量制限なくご提供。 
 
「海老ねぎとろろ揚げ入り豆腐とお野菜の出汁あんかけ 
ランチ」 1,580円  
「長芋・大和芋・じゃがいもで作った山芋コロッケランチ」  
1,480円 
「じっくり焼いた銀ヒラスの西京焼ランチ」 1,680円 
「米粉で揚げた鶏の唐揚げランチ」 1,540円 

 

10月31日（木）まで 
毎日 17 時まで数量制
限なく提供 

タイ屋台 999 
（カオカオカオ） 

 
 
 
 
 

「タイ式お弁当ランチ ピント」 926円 
 
タイのホテルやレストランで大人気の三段弁当「ピント」が、
二子玉川ライズ S.C.店に初上陸。「ミシュランガイド」で 3
年連続「ビブグルマン」を獲得した DENCHAI（デンチャ
イ）と「笑っていいとも︕3Dキャラごはんコンテスト」で 2度
優勝した白井ありさのコラボ弁当。 
 
二子玉川ライズ S.C.限定「お子さまランチ」 無料 
対象︓小学生以下 

9月 30日（月）まで 
二子玉川ライズ  S.C.
限定 
 

Italian Kitchen VANSAN 
（イタリアンキッチン バンサン） 
 
 
 
 
 
 
 
 

「贅沢キャビアのチーズチーズチーズパスタ」 1,890円 
 
同店人気メニュー「チーズチーズチーズパスタ」に、二子玉
川ライズ S.C.限定でキャビアを贅沢にトッピング。世界三
大珍味のキャビアと濃厚チーズソースの絶品生パスタをぜ
ひご賞味ください。 

10月31日（木）まで 
二子玉川ライズ  S.C.
限定 

北海道 バル YOSHIMI 
 
 
 
 
 
 

 

「ビーフ 100％ハンバーグステーキのオムライス（サラダ・ドリ
ンクセット）」 1,380円 
 
ふわふわとろとろの卵で包まれたドレス・ド・オムライスと、あ
ふれる肉汁のジューシーなハンバーグがデミグラスソースとベ
ストマッチ。期間限定で新鮮なサラダとドリンクをサービス。 
 

9月 30日（月）まで 
サラダ・ドリンク付き 

「炙りサーモン押し寿司」 

「海老ねぎとろろ揚げ入り豆腐と 
お野菜の出汁あんかけランチ」 

「タイ式お弁当ランチ ピント」 

「贅沢キャビアのチーズチーズチーズパスタ」  

日本初 

 

関東初 

 

 商業施設初 

「ビーフ 100％ハンバーグステーキのオムライス 
（サラダ・ドリンクセット）」  
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＜改装店舗＞ 

店名 二子玉川ライズ S.C.限定メニュー 
または オープン記念特典 期間・備考 

おぼん de ごはん 

「鶏の南蛮揚げ味噌タルタル添え定食」 10%OFF 
 
鶏もも肉を生姜やにんにくの入った醤油だれに漬け込んだ
唐揚げと、白味噌としば漬けの入ったタルタルが人気の秘
密です。 

9月 30日（月）まで 

とんかつ新宿さぼてん 

「プレミアム特選ヒレかつ御膳」 1,680円 
 
ヒレの中でもさらに中心部を選んだ１頭からわずかしか取
れない「希少部位」を使用しているヒレかつをぜひご賞味く
ださい。 

10 月 10 日（木）
まで 
二子玉川ライズ S.C.
限定 

梅蘭（バイラン） 

「リニューアルオープン 梅蘭やきそばフェア」を開催 
梅蘭こだわりの７種類のやきそばをご提供。 
 
「梅蘭やきそば」 700円 
「チーズ入り牛肉辛口梅蘭やきそば」 980円 
「海鮮入り梅蘭やきそば」 1,280円など 

9月 23日（月・祝）
まで 

韓美膳（ハンビジェ） 

人気のお肉メニューを 2 つ同時にお楽しみいただける記念
メニュー「三元豚サムギョプサル+チーズタッカルビ セット」を
特別価格でご用意。 
 
・ランチ  1,380円→1,280円 
海鮮チヂミ[小]+チャプチェサラダ+麦ごはん+スープ付き 
・ディナー 1,680円→1,580円 
海鮮チヂミ[小]+チャプチェサラダ+麦ごはん+スープ+デザート付き 

9月 18日（水）まで 
二子玉川ライズ S.C.
限定 

※価格表記は全て消費税別となります。 
 
■ 11月＆12月オープン店舗情報 
11月 21日（木）オープン 
chano-ma（チャノマ） 
ジャンル︓和カフェ 

 

 

 

 

 

木のぬくもりを感じる店内。靴を脱いで足を伸ばすことのできるマットレ
ス席では、くつろぎながら、その日の気分で選べるデリを心行くまでお
楽しみいただけます。もう一つの「我が家」のような場所で、普段と変
わらない、もう 1 つの時間をお過ごしください。 

12月 12日（木）オープン 
KAISEN MART（カイセンマート） 
ジャンル︓海鮮レストラン 

 
 
 

 

 

 

 
      

本マグロを中心に、島国日本の豊かな海の恵みを存分に楽しめる
“カイセン”が並びます。刺身や焼魚、天婦羅に、お薦め小鉢も並ん
で、少しずつバランスよく楽しめる定食メニューをご用意しつつ、夜は
素材にこだわった“カイセン”料理と日本酒で一献。みんなでわいわい
囲めるシェアメニューで、ファミリーや飲み会からお 1 人さままで幅広く
ご利用いただける、居心地のよい時間をお届けします。 

 

 
「お刺身＆フライ定食」 1,380円（税別） 
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画像は、以下よりダウンロードいただけます。  
https://tokyu.smoothfile.jp/download/login/WnaN3vETDPcdFASZzio9 
ログイン用 ID︓kj7hf5n1  パスワード︓y1jx4zeg 
※ ダウンロード上限回数と有効期限があるためダウンロードができない場合には、下記東急モールズデベロップメント 

広報部までご連絡ください。 
 

以上 
 

二子玉川ライズ・ショッピングセンターについて 
名称︓ 二子玉川ライズ・ショッピングセンター 
所在地︓ 〒158-0094 東京都世田谷区玉川 2-21-1 
運営︓ 株式会社東急モールズデベロップメント 
開業日︓ 第 1期事業 2011年 3月、第 2期事業 2015年 4月 
営業面積︓ 約 55,000㎡ 
テナント数︓ 174店舗 
アクセス︓ 東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅直結 
営業時間︓ ショップ︓10:00～21:00 レストラン︓11:00～23:00  
 ※一部店舗により営業時間が異なります 
URL︓ sc.rise.sc 
 
 
株式会社東急モールズデベロップメントについて 
株式会社東急モールズデベロップメントは、SC（ショッピングセンター）の運営を行う、東急グループの一員。東急線沿
線を中心に、駅直結もしくは駅前などの好立地において、駅利用者や地域にお住まいの方々のさまざまなライフスタイル
に合わせた店舗ならびにサービスを提案し、27 の地域密着型ショッピングセンターを展開。主な商業施設は、「二子玉
川ライズ・ショッピングセンター」「たまプラーザ テラス」、「武蔵小杉東急スクエア」などの“東急スクエア”ブランド。さらに、
東急線駅構内・駅近隣に展開する商業施設ブランド「etomo（エトモ）」も運営しています。 
 
 

https://tokyu.smoothfile.jp/download/login/WnaN3vETDPcdFASZzio9

