
錦⽷町テルミナが運営するオンラインショップ「Get！East錦⽷町テルミナが運営するオンラインショップ「Get！East
Tokyo」が2022年8⽉26⽇（⾦）グランドオープン！Tokyo」が2022年8⽉26⽇（⾦）グランドオープン！

“⽇常のもの”だけじゃない”イースト東京の素敵なもの“が⼿に⼊るオンラインショップイースト東京のい“⽇常のもの”だけじゃない”イースト東京の素敵なもの“が⼿に⼊るオンラインショップイースト東京のい
いモノをゲットしよう！いモノをゲットしよう！

株式会社錦⽷町ステーションビル(本社：東京都墨⽥区 代表取締役：柳 隆夫)が運営する駅直結型ショッピングセンター株式会社錦⽷町ステーションビル(本社：東京都墨⽥区 代表取締役：柳 隆夫)が運営する駅直結型ショッピングセンター

のテルミナは、墨⽥区をはじめとしたイースト東京エリアのいいモノを販売するオンラインショップ「Get！Eastのテルミナは、墨⽥区をはじめとしたイースト東京エリアのいいモノを販売するオンラインショップ「Get！East

Tokyo」を 2022 年 8 ⽉ 26 ⽇（⾦）にグランドオープンいたします。 Tokyo」を 2022 年 8 ⽉ 26 ⽇（⾦）にグランドオープンいたします。 

2022 年 6 ⽉ 7 ⽇（⽕）にプレオープンした「Get！East Tokyo」は、この度「made in RYOGOKU」、「隅⽥屋商店2022 年 6 ⽉ 7 ⽇（⽕）にプレオープンした「Get！East Tokyo」は、この度「made in RYOGOKU」、「隅⽥屋商店

Get！East Tokyo 店」、「TOKYO LEATHER FACTORY」の 3ショップを新たに加えてグランドオープンいたします。まGet！East Tokyo 店」、「TOKYO LEATHER FACTORY」の 3ショップを新たに加えてグランドオープンいたします。ま

た、2022 年 9 ⽉以降オープン予定の「笠原スプリング製作所」、「Risoken - プロの除菌」など、今後も続々と新た、2022 年 9 ⽉以降オープン予定の「笠原スプリング製作所」、「Risoken - プロの除菌」など、今後も続々と新

ショップが加わる予定です。さらに、「Get！East Tokyo」でのショッピングに使えるおトクなクーポンキャンペーンもショップが加わる予定です。さらに、「Get！East Tokyo」でのショッピングに使えるおトクなクーポンキャンペーンも

実施いたします。実施いたします。

【Get！East Tokyoグランドオープン（8⽉26⽇時点）からの新ショップ】【Get！East Tokyoグランドオープン（8⽉26⽇時点）からの新ショップ】

 

made in RYOGOKU

made in RYOGOKU は、100 年以上も⾰⼩物製造に関わってきた有限会社

東屋の想いから ⽣まれました。職⼈歴 50 年以上の熟練職⼈による、⾒え

ない部分も丁寧にお作りしている ⾰⼩物ブランドです。 made in RYOGOK

U のコンセプトは「モノづくりに携わるすべての⼈が、楽しく、笑顔に」

。

お使いいただくお客様にはもちろん、材料のご提供先様、裁断・漉き・縫

製の職⼈さん皆さんが HAPPY になれる透明なモノづくりを⼼掛けておりま

す。

ショップ情報：https://azumaya.bz/

住所：東京都墨⽥区両国1-1-7

ハロー！イースト東京 紹介ページ

https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=115
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https://azumaya.bz/
https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=115


商品名：まるあ柄 がま⼝⻑財布 (ネロ×ゴールド）

税込価格：26,000円 ※送料別

商品紹介：ワンステップで開け閉めできる⻑財布。特注の⼝⾦に丁寧に⾰巻きをしているとてもお洒落ながま⼝です。

 

商品名：まるあ柄 三つ折り財布(マールボロ×ホワイト）

税込価格：18,700円 ※送料別

商品紹介：３つ折りで⼿にすっぽりはまる軽くてコンパクトなお財布です。お札は⽚⽅に寄せて⼊れて頂けましたら3つ

に折れることはありません。

 

隅⽥屋商店 Get！East Tokyo店



五つ星お⽶マイスターが、それぞれの⾷事のシーンに合わせて選りすぐり

の⽞⽶をブレンドし、古式精⽶製法で磨きあげた⾃慢のお⽶です。

五ツ星お⽶マイスターの資格を持つお⽶のプロが提供する本物の味を是⾮

ご賞味ください。

ショップ情報：http://sumidaya.jp/

住所：東京都墨⽥区東駒形 1-6-1

 

商品名：隅⽥屋⽶6合3個セット(吟撰・酢めし・おむすび 900g×3）

税込価格：3,888円 ※送料別

商品紹介：⽇本全国から厳選した⽶を、味、⾹り、粘り、⾷感、外観の5つのバランスを重視し、五つ星お⽶マイスター

が匠の技で温かいご飯・酢めしご飯・おむすびご飯⽤と⽤途別にブレンドしました。

 

商品名：五つ星お⽶マイスター縁起⽶2個セット(祝・寿）

税込価格：1,296円 ※送料別

商品紹介：おかずの味を引き⽴てるご飯(祝）とお酢との相性が良いお寿司⽤ご飯(寿）を堪能して頂きたいと、五つ星お

⽶マイスターが特別にブレンドしました。

http://sumidaya.jp/


 

 TOKYO LEATHER FACTORY

TOKYO LEATHER FACTORYのコンセプトは、⾰との豊かなくらしです。

東京の墨⽥にあった創業1948年の⾰⼯場より事業を引き継ぎ、独⽴しまし

た。

⾰には、天然ならではの⾼級感や、素材特有な経年変化、サスティナブル

な素材としても優秀といった多くの魅⼒を持ちます。⾰の魅⼒が、くらし

のアクセントとなる、充実感や⾼揚感のあるくらしをお届けします。

ショップ情報：https://tokyoleatherfactory.shop/

住所：東京都墨⽥区京島1-8-8

 

商品名：墨⽥区産豚⾰のランタンバッグ/キャメル

税込価格：13,200円 ※送料別

商品紹介：ランタンをモチーフにした、⼱着バッグです。 ⼱着の紐は⻑さアレンジができて、 ⼿提げとショルダーバッ

グの2wayで持つことができます。 使⽤している⾰は、墨⽥で作られた豚⾰です。

 

https://tokyoleatherfactory.shop/


商品名：墨⽥区産豚⾰のネックミニポーチ/ダークブラウン

税込価格：4,180円 ※送料別

商品紹介：スタイリングにアクセントとして、ネックレス形の⾰のポーチです。 胸元に⼩さなポケットとして使えます

。 AirPodsやイヤホン、鍵など、⼩さく、すぐに取り出したいものは、このポーチに⼊れて⾸にさげておくと便利です。

【プレオープン（6⽉7⽇時点）からの出店ショップ】【プレオープン（6⽉7⽇時点）からの出店ショップ】

Tokyo noble*

⾬の⽇も、⼼おどる⾃分だけの⼀本を。傘の専⾨店Tokyo noble*。

ショップ情報：https://www.tokyo-noble.com/

住所：東京都千代⽥区内幸町1-7-1 ⽇⽐⾕OKUROJI  G02

ハロー！イースト東京 紹介ページ

https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=112

商品名：ベジタブレラ

税込価格：4,950円 ※送料別

商品紹介：シワ加⼯を施しているので、エレガントかつおしゃれな傘です。クシャッとラベルで束ねるとレタスらしくた

ためます。

 

https://www.tokyo-noble.com/
https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=112


商品名：折傘/フリル モカ

税込価格：8,800円 ※送料別

商品紹介：職⼈がひとつひとつ丁寧に作るUVカット機能付きの折りたたみ傘です。スモーキーなカフェモカカラーの折

りたたみ傘は、シンプルなフリルにタッセル付きの⽵の⼿元を付け、オトナ可愛く仕上げました。

 

 

Angel Patronage

この街だから叶う温かいコミュニティを。パパとママの幸せから⼦育てを

考えるエンジェルパトロナージュ。

ショップ情報：https://web.angel-patronage.com

住所：東京都墨⽥区両国2-18-4

ハローイースト東京 紹介ページ

https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=108

 

https://web.angel-patronage.com
https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=108


商品名：コラボハーブティ2種類セット

税込価格：2,080円 ※送料別 ※ラッピング代別

商品紹介：出産前後も、育児中も♪ママパパに癒しのひとときを贈る☆ギフトにおすすめ。Angel's Rest HEALING TEA

（天使の休息）とAngel Bring HAPPINESS TEA（天使の幸せを呼ぶお茶）を1パックずつセットにしました。

 

商品名：Angel's Rest HEALING TEA（天使の休息）

税込価格：1,040円 ※送料別

商品紹介：天使が誕⽣し、⼦育て中のママパパに⽇々の癒しと休息を楽しんでいただけるブレンド。ノンカフェインティ

ーのため、⼦どもの分まで栄養を取りたいママも安⼼。優しく癒してくれる⾹りもお楽しみいただけます。

【今後（2022 年 9 ⽉予定）のオープンショップ】【今後（2022 年 9 ⽉予定）のオープンショップ】

笠原スプリング製作所



 

Risoken -プロの除菌

出店ショップは順次追加予定です！

【Get！East Tokyoグランドオープンキャンペーンについて】【Get！East Tokyoグランドオープンキャンペーンについて】

Get！East Tokyoグランドオープンを記念し、おトクなキャンペーンを実施いたします！



（1） キャンペーン概要

「Get！East Tokyo」にて新規会員登録いただいた⽅にもれなく、「Get！East Tokyo」でのショッピングに使える 500 

円引きクーポンをプレゼント。

※「メールマガジンを購読する」にチェックを⼊れてください。

（2） キャンペーン期間

2022 年 8 ⽉ 26 ⽇（⾦） 〜  9 ⽉ 30 ⽇（⾦）

（3） クーポン利⽤可能期間

2022 年 8 ⽉ 26 ⽇（⾦） 〜 9 ⽉ 30 ⽇（⾦）

※新規登録後、登録完了メールにてクーポンコードを配信いたします。

（登録時に「メールマガジンを購読する」にチェックをいただいている⽅が対象となります。）

 

会員様に向けては今後もおトクな情報を配信予定です。クーポンは当⽇からご利⽤いただけますのでぜひこの機会に登録

のうえ、おトクにショッピングを楽しみください。

【Get! East Tokyo について】【Get! East Tokyo について】

「Get！East Tokyo」 は、テルミナが地域の皆さまとともにイースト東京の商品をお届けするオンラインショップです。

錦⽷町、墨⽥、そしてこのイースト東京という地域にもっと盛り上がってほしい。活気や笑顔にあふれていってほしい。

そんな想いを胸に、わたしたちは地域の皆さまにお声かけし、多くの協⼒のもと、このショップが⽣まれました。

このショップはモノを売るだけではない、

地域とわたしたち、地域のお店とお店、

そしてもちろんあなたと地域、

たくさんの出逢いを⽣む場所にしていきたいと思っています。

あなたにとって素敵な出逢いをお届けできるように、わたしたちはこの街にあるヒト・モノ・コトを愛をもってお届けし

ます。



「Get！East Tokyo」 URL: https://get-east-tokyo.shop/

【ハロー！イースト東京について】【ハロー！イースト東京について】

「ハロー！イースト東京」は、「錦⽷町からみつける この街のだいすきなところ、またひとつ」をテーマに、錦⽷町か

らイースト東京エリアの魅⼒を発⾒し、発信していく地域情報ページです。

錦⽷町周辺地域の墨⽥区・江東区・江⼾川区を始め、様々な魅⼒があふれる東京の東側“イースト東京”のヒト・モノ・

コトを発信し、地域で過ごすかけがえのない時間を充実させて、より地域への愛着を深めていただくことを⽬的としてい

ます。

「Get！East Tokyo」出店ショップと連動した記事をご紹介いたします。

「made in RYOGOKU」

https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=115

「Angel Patronage（エンジェルパトロナージュ）」

https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=108

「Tokyo noble*」

https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=112

今後も「ハロー！イースト東京」では、地域で輝く商品やショップ、施設に込められた、作り⼿やオーナーの想い、街の

イベント情報等、イースト東京エリアに興味を持ち、愛着を感じていただくためのコンテンツを随時公開してまいります

。

地域情報ページ「ハロー！イースト東京」 URL：https://termina.info/media/

Be Active!

テルミナは、60年⽀えていただいた地域の皆さまに感謝し、いつでも前向きに（Be Active）、

錦⽷町にとっての「新しい何か」を追求してまいります

錦⽷町テルミナホームページ：https://termina.info

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000016043.html

株式会社錦⽷町ステーションビルのプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/16043

〇本件に関するお問い合わせ先

株式会社錦⽷町ステーションビル

営業部 ECマーケティンググループ

担当 ⾼橋千・⼩⼭・松⽥・夏⼭

TEL 03-3633-1117

FAX 03-3633-4552

〇会社概要

会社名：株式会社錦⽷町ステーションビル

https://get-east-tokyo.shop/
https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=115
https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=108
https://www.termina.info/media/topics/detail.php?media_id=112
https://termina.info/media/
https://termina.info
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000016043.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/16043


所在地：東京都墨⽥区江東橋3丁⽬14番5号

代表取締役社⻑：柳 隆夫

電話番号：03-3633-1111（代表）


	錦糸町テルミナが運営するオンラインショップ「Get！East Tokyo」が2022年8月26日（金）グランドオープン！
	“日常のもの”だけじゃない”イースト東京の素敵なもの“が手に入るオンラインショップイースト東京のいいモノをゲットしよう！


