MITSUKOSHI Group

─ 三 越グル ープ─

（ 2 0 0 8 年 4 月現 在 ）

三越本支店

日本橋本店

創業以来、300年以上にわたって日本橋で商売を続けてきた日本橋本店は、三越の旗艦店
としてだけでなく、
日本を代表する百貨店として、つねに業界をリードしてきました。
さらに、
日本で初めて「デパートメントストア宣言」をしてから100年目を迎えた2004年には、新
館を新たにオープン、2008年春には本館地下食品フロアのリモデルを行ないました。
所在地 ：〒103−8001
東京都中央区日本橋室町1‐4‐1
電話番号：03（3241）3311

銀座店

銀座4丁目交差点に位置する銀座店は三越の「ファッションスペシャリティストア」として衣食
住において常に時代をリードしてきました。2010年秋には新館を新たに増設、本館との一体
化を図り、
よりお客さまのご要望にお応えしていきます。
所在地 ：〒104−8212
東京都中央区銀座4‐6‐16
電話番号：03（3562）1111

池袋店

売場面積
：25,026㎡
2007年度売上高：241億円
開業年月日
：1957（昭和32）年10月1日

1984年に200年の歴史を有する
「奈良屋」から千葉三越に社名を変更、
今日に至っています。
中規模ながら地域に密着し、
お客さまから支持される店づくりをめざしています。

所在地 ：〒260−8631
千葉県千葉市中央区富士見2-6-1
電話番号：043（224）3131

新潟店

売場面積
：23,248㎡
2007年度売上高：537億円
開業年月日
：1930（昭和5）年4月10月

大型百貨店が並ぶ池袋地区において、
お客さまにゆったりとお買い物をお楽しみいただくこ
とをコンセプトにフロアを構成。地域のお客さまに支持されています。

所在地 ：〒170−8439
東京都豊島区東池袋1‐5‐7
電話番号：03（3987）1111

千葉店

売場面積
：139,155㎡
2007年度売上高：2,728億円
開業年月日
：1904（明治37）年12月21日

売場面積
：27,177㎡
2007年度売上高：283億円
開業年月日
：1984（昭和59）年10月27日

新潟店は1907年創業の「小林呉服店」を前身に、
その後、新潟三越に社名を変更しました。
今後は伊勢丹との併存エリアのモデル店舗として、
より「三越ならでは」のおもてなしを
お届けします。
売場面積
：24,007㎡
所在地 ：〒951−8530
新潟県新潟市中央区西堀通五番町866番地 2007年度売上高：198億円
開業年月日
：1987（昭和62）年3月1日
電話番号：025（227）1111

仙台店

東北初の政令指定都市・仙台市の中心部に位置する仙台店は開店以来、仙台市はもとよ
り東北各県の多くのお客さまに親しまれています。

所在地 ：〒980−8543
宮城県仙台市青葉区一番町4-8-15
電話番号：022（225）7111

札幌店

売場面積
：33,582㎡
2007年度売上高：387億円
開業年月日
：1933（昭和8）年4月1日

雪まつりで有名な大通り公園に隣接する札幌店。開店以来「東京の文化・商品をいち早く
北海道に」
「北海道の産品を広く全国へ」
を2大方針に営業しています。

所在地 ：〒060−8666
北海道札幌市中央区南1条西3-8
電話番号：011（271）3311

売場面積
：31,336㎡
2007年度売上高：389億円
開業年月日
：1932（昭和7）年5月1日
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三越本支店

名古屋栄店

名古屋栄店は、1954年に開業した「オリエンタル中村百貨店」が前身で、80年に「名古屋
三越」に社名を変更しました。競合ひしめく名古屋地区において「ファッションの三越」を
コンセプトにした店づくりを進めています。
所在地 ：〒460−8669
愛知県名古屋市中区栄3‐5‐1
電話番号：052（252）1111

星ヶ丘店

名古屋市東部に位置する星ヶ丘店は、大駐車場を完備した市内唯一の郊外型店舗です。
「日常にこだわりを持った近隣のお客さま」に高い支持を得ています。

所在地 ：〒464−8661
愛知県名古屋市千種区星が丘元町14‐14
電話番号：052（783）1111

広島店

売場面積
：38,031㎡
2007年度売上高：446億円
開業年月日
：1997（平成9）年9月1日

南九州最大の繁華街・天文館に隣接する鹿児島店は、
「くつろぎと新鮮な発見のある店」
を
コンセプトに、2007年3月には百貨店初となるスイーツのテーマパーク・
「スイーツ庭園」をオー
プンするなど個性的な店舗づくりを進めています。
所在地 ：〒892−0826
鹿児島県鹿児島市呉服町6‐5
電話番号：099（225）2111
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売場面積
：22,045㎡
2007年度売上高：226億円
開業年月日
：1946（昭和21）年10月6日

西鉄福岡天神駅に立地する福岡店は、現在三越グループ唯一のターミナル型百貨店です。
競合ひしめく天神地区において岩田屋との協働取組みを行うなどグループとしての効果を
発揮していきます。
所在地 ：〒810−8544
福岡県福岡市中央区天神2‐1‐1
電話番号：092（724）3111

鹿児島店

売場面積
：27,085㎡
2007年度売上高：266億円
開業年月日
：1931（昭和6）年3月17日

2006年に開店60周年を迎えた松山店。8階までの吹き抜け空間「アトリウムコート」をシン
ボルに、
「いで湯・城・文学の街」ならではの文化・情報発信基地として地域のお客さまに
愛される店づくりを行っています。
所在地 ：〒790−8532
愛媛県松山市1番町3‐1‐1
電話番号：089（945）3111

福岡店

売場面積
：15,851㎡
2007年度売上高：176億円
開業年月日
：1973（昭和48）年4月8日

1931年に三越として初の四国の店舗として開店しました。市の中心部に位置し、地域一番
店としてお客さまに「高質なサービス」
をお届けしています。

所在地 ：〒760−8639
香川県高松市内町7‐1
電話番号：087（851）5151

松山店

売場面積
：21,798㎡
2007年度売上高：210億円
開業年月日
：1980（昭和55）年10月1日

市の中心部に位置する広島店は、
「上質な大人のためのファッションと暮らしのスペシャリティ
ストア」
としてお客さまに支持されています。

所在地 ：〒730−8545
広島県広島市中区胡町5‐1
電話番号：082（242）3111

高松店

売場面積
：78,484㎡
2007年度売上高：895億円
開業年月日
：1980（昭和55）年10月1日

売場面積
：18,743㎡
2007年度売上高：107億円
開業年月日
：1984（昭和59）年10月25日

（ 2 0 0 8 年 4 月現 在 ）

三越国内主要関連事業会社
＜ 卸・小 売 関 連 事 業 ＞

（株）二幸
所在地 ：〒104−8570 東京都中央区豊海町3-16
電話番号：03（3534）6500

（株）レオテックス
所在地 ：〒135−8415 東京都江東区清澄1-3-2
電話番号：03（3642）5121

レオドール商事（株）
所在地 ：〒103−0022 東京都中央区日本橋室町1-6-3
電話番号：03（3281）0101

（株）レオマート

＜その他関連事業＞

（株）スタジオアルタ
所在地 ：〒160−0022 東京都新宿区新宿2-19-1
電話番号：03（3350）1200

（株）プロネット
所在地 ：〒103−0033 東京都中央区日本橋室町4-3-16
電話番号：03（3242）2611

（株）エム・ロジスティクス・ソリューションズ
所在地 ：〒136−0075 東京都江東区新砂3-4-11
電話番号：03（5677）8390

（株）三越情報サービス

所在地 ：〒100−0004 東京都千代田区大手町2-6-2
電話番号：03（3270）6151

所在地 ：〒134−8610 東京都江戸川区西葛西5-10-24
電話番号：03（5659）3272

その他

その他

1社（フォートナム・アンド・メイソン・ジャパン（株））

＜不動産関連事業＞

（株）三越不動産
所在地 ：〒101−0032 東京都千代田区岩本町2-1-18
電話番号：03（3851）0565

（株）三越環境デザイン
所在地 ：〒100−0004 東京都千代田区大手町2-6-2
電話番号：03（3242）4481

（株）三越パーキングサービス
所在地 ：〒103−0022 東京都中央区日本橋室町1-10-1
電話番号：03（3270）5088

（株）三越環境ビル管理
所在地 ：〒100−0004 東京都千代田区大手町2-6-2
電話番号：03（3274）7030

3社（名古屋ビルサービス（株）、
（株）名古屋三越オペレーションサービス、
（株）三越フィットネスクラブ）

＜関係会社＞

（株）プランタン銀座＜持分法適用関連会社＞
所在地 ：〒104−0061 東京都中央区銀座3-2-1
電話番号：03（3567）0077

（株）うすい百貨店＜持分法適用関連会社＞
所在地 ：〒963−8004 福島県郡山市中町13-1
電話番号：024（932）0001

セントレスタ（株）＜持分法適用関連会社＞
所在地 ：〒103−0001 東京都中央区日本橋小伝馬町11-9
電話番号：03（5651）8802

（株）JP物流パートナーズ
所在地 ：〒137−8691 東京都江東区新砂2-4-23
電話番号：03（5665）0912
その他

1社（（株）沖縄三越）

＜ 金 融 サ ービス 関 連 事 業 ＞

（株）三越保険サービス
所在地 ：〒100−0004 東京都千代田区大手町2-6-2
電話番号：03（5255）8811

（株）三越友の会
所在地 ：〒103−0022 東京都中央区日本橋室町1-6-3
電話番号：03（3272）3911
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