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フレッシュな毎日へ、ようこそ

アトレヴィ巣鴨
GRAND OPEN !!
2010 年 3 月 25 日（木）AM10：00
飲食店からビューティーショップまで
毎日を元気に彩る 22 ショップが勢ぞろい。

JR 東日本グループで駅ビル「アトレ」を運営する、株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取
締役社長：小暮和之）は、JR 巣鴨駅に、アトレの小規模タイプブランドである『アトレヴィ巣鴨』を 2010
年 3 月 25 日（木）にオープンします。
『アトレヴィ』は、小規模タイプの『アトレ』として、より地域に密着した、コンパクトながらも上質なライ
フスタイルを提案しています。現在、秋葉原、信濃町、五反田、田端の 4 施設で営業しており、今回
の巣鴨開業で 5 店目となります。
『アトレヴィ巣鴨』は、『．．．Cheerful days！～なんだか、明日が楽しみになる。～』をコンセプト
に、上質な日常生活を支援する全 22 店舗、地上 5 階建ての駅ビルとして、新しく生まれ変わる JR
巣鴨駅にオープン。変容する街の新しいニーズに応える、巣鴨エリアの新しいランドマークを目指しま
す。

■ SC コンセプト

『 ．．．Cheerful days！～なんだか、明日が楽しみになる。～ 』
古くから庚申塚など中仙道の休憩所として栄えた巣鴨界隈。
現代は、学生やＯＬ、サラリーマンなど働く人々から
「とげぬき地蔵」に代表されるおじいちゃん、おばあちゃん世代まで
さまざまな世代が行きかう街として賑わっています。
この街を訪れるすべての人々に、新鮮な毎日を。
そんな思いで、『アトレヴィ巣鴨』は誕生します。
旬の素材を生かしたスウィーツやテイクアウトフード、
ブックス＆カフェからリラクゼーション、ビューティースポットまで
こだわりの 22 ショップが、あなたの暮らしを元気に彩ります。
フレッシュな毎日へ、ようこそ！

■ デザインコンセプト
『 Japanese BLEND～安らぎと和みの和空間 』
いまなお、古き良き時代の日本を感じさせる巣鴨。
古びた風合いの良さ（過去の記憶）と
時間の経過とともに進化してきた今（モダン建築）を紡ぎ、
未来へと継承するデザイン。
落ち着きの中にも「モダン」と「粋」を感じる空間。
『アトレヴィ巣鴨』から、ゆったりと安らぎの時間が流れはじめます。

■ フロアコンセプト

1、2F ： Kitchen sugamo maisonette（キッチン スガモ メゾネット）
いつものランチに、ちょっとした手土産に。
上質なグロッサリーやお惣菜から
旬のスウィーツ、季節を彩るフラワーまで
気軽に寄れるショップたちが
毎日のテーブルを彩り豊かにサポート。

3F ： comfortable life（コンフォータブル ライフ）
ライフスタイルも、ビューティーも。
自分を磨く時間は、のんびりと楽しみたい。
ヘルシーなカフェで食事もできて
きっとあなたのお気に入りの場所に。

4F ： Libraly lounge（ライブラリー ラウンジ）
ブックス＆カフェでゆったりと本を読んだり。
手軽においしい食事をとったり。
ひとりでも、みんなでも楽しめる
食とくつろぎのラウンジです。

5F ： dinner’s ready!（ダイナーズ レディ！）
ハイクオリティーのメニューと空間演出。
うれしい日のお食事や、
大切な仲間とのランチにも。
ハレの日にふさわしいダイニング、できました。

【アトレヴィ巣鴨 ショップリスト】

フロア

№

業種

テナント名

会社名

セールスポイント

1

洋菓子

ベリーカフェ シュシュ

㈱コムサ

最高級のフレッシュフルーツを使ったタルトが自慢
のスウィーツ店。

2

フラワー

青山フラワーマーケット

㈱パーク・コーポレーション

「プライベート＆デイリー」に楽しんでいただきた
い、旬のお花やこだわり産地のお花をご用意。

3

惣菜

未定

㈱ロック・フィールド

未定

4

ベーカリー

デリフランス

㈱ヴィ・ド・フランス

ヨーロッパを中心に世界30ヶ国、400店以上を展
開するブーランジェリ。

ベーカリー・カフェ デリフランス

㈱ヴィ・ド・フランス

ヨーロッパスタイルのオーダーサンドと、上質感の
ある雰囲気のブーランジュリカフェ。

1F

5

2F

6

鶏惣菜

日本一

㈱日本一

焼鳥・鰻などバラエティ豊かな品揃えの手作り惣
菜店。

7

おこわ

おこわ米八

㈱米八東日本

炊き立ておこわと季節のおかずを楽しめる惣菜
店。

8

中華惣菜

昇龍園

㈱大和グループ

熟練の職人が作りだす本格中華を豊富に取揃え
る中華惣菜店。

9

寿司

京樽

㈱京樽

茶きん鮨などの伝統の上方鮨や新鮮ネタの江戸
前鮨から、日替り商品までとり揃える鮨専門店。

10

とんかつ

とんかつ 新宿さぼてん

㈱グリーンハウスフーズ

レストランの味をご家庭で！とんかつはもちろん、
揚物惣菜や弁当、サンドをご用意。

㈱成城石井

高品質な世界の食材を揃えたスーパーマーケッ
ト。

カフェムジ

㈱良品計画

季節の素材をたっぷり使ったヘルシーメニューが
人気のカフェ。

ムジコム

㈱良品計画

無印良品が提供する、セレクトタイプの生活雑貨
専門店。

ボディ ファクトリー

㈱ホームコンシャス

アロマ漂う空間でお買い物やお仕事の合間にリ
ラックス＆リフレッシュ。肩や足、心の癒しのひと
時を。

ネイルクイック

㈱ノンストレス

「速く」「きれいに」を追求したネイルサービス専門
店。

11

3F

スーパーマーケット 成城石井

12

カフェ

13

生活雑貨

14

リラクゼーション

15

ネイルサロン

16

理・美容室

17

ヘア＆スパ エーエムジー ㈱ＡＭＧ

「ヘア＆スパ」をコンセプトとした新感覚の完全個
室ヘアサロン。

書籍

ブックエキスプレス

㈱ＪＲ東日本リテールネット

話題の書籍を取り揃える情報発信型書店。

18

カフェ

タリーズコーヒー

㈲ポラリス

本物の味とくつろぎを提供する、高感度カフェ。

19

パスタカフェ

クルクル

㈱ハット・トリック

野菜を中心とした体に優しいパスタやデザートを
楽しめるカフェ。

20

洋食

洋食屋キッチンジロー

㈱キッチンジロー

昭和39年創業神田神保町生れの洋食屋。メンチ
カツ、グラタン、シチューなど少し懐かしい洋食を
提供。

21

焼肉

和牛焼肉 牛兵衛

ロイヤル商事㈱

伝統の品質を安らぎの空間で堪能できる焼肉店。

22

イタリアン

オッティモ キッチン

㈱松尾トレーディング

洗練された味をカジュアルに楽しめるイタリアンレ
ストラン。

4F

5F

※ショップ名等は変更になる可能性がございます。

フロア図

【アトレヴィ巣鴨施設概要】
施

設

名：

アトレヴィ巣鴨

所

在

地：

東京都豊島区巣鴨一丁目 16 番 8 号

営 業 時 間：

1F/9：00～22：00、

2F/9：00～21：00、 3F/10：00～22：00

4F/10：00～22：00、 5F/11：00～23：00
※上記はコアタイムのため、店舗により営業時間が異なります。
構

造：

鉄骨造

規

模：

地上 5 階 延床面積 約 2,900 ㎡ 店舗面積 約 1,800 ㎡

店 舗 構 成：

全 22 店舗 （物販 12 店舗、飲食 7 店舗、サービス 3 店舗）

開

2010 年 3 月 25 日（木）

業

日：

売 上 想 定：

約 16 億 9 千万円

運

株式会社アトレ 店舗マネジメント部

営：

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 4-1-18 恵比寿ネオナート 6F
TEL/03-5475-8511

【参考情報】
■ 古き良き日本から変容をとげる街”巣鴨“
「巣鴨」の地名の由来についてはいくつか説があります。昔はこの土地は湿地帯で、所々にあっ
た大池に鴨が群生し、多くの巣を作っていたから「巣鴨」という地名が生まれたとも言われていま
す。また石神井川、谷端川が流れ、多くの州や沼地に葭が茂っており、その地形から州賀茂、菅
面、州鴨、須賀茂、須賀母、などと記され、現在の「巣鴨」に派生したとも言われています。
もともと巣鴨が指す地域は広く、現在の池袋まで含まれていました。江戸時代には中山道の休
憩所として栄え、今でもその街道の一部は都内有数の商店街、「巣鴨地蔵通り商店街」として知
られています。明治後期に高岩寺が巣鴨に移転して、また山手線の駅が開業してからは、多くの
参拝客で賑わい、近年の「おばあちゃんの原宿」が形成されてきました。
しかし現在では、学生をはじめ、サラリーマンや OL など若い世代でにぎわい、さまざまな世代が
行きかうクロスポイントとなってきています。新しく誕生する JR 巣鴨駅に象徴されるように、生まれ
変わっている街の一面が顔を見せつつある巣鴨は、これから古き良き魅力と、洗練された魅力
が入り混じる、ますます活気に満ちた街になっていくでしょう。

■ 巣鴨駅データ
・一日平均乗降人員／JR 15 万 6 千人、都営三田線 9 万人、合計 24 万 6 千人
・乗り入れ接続／JR 山手線、都営地下鉄三田線

■ アトレヴィ （atré vie）とは
アトレの小規模タイプブランド。より地域に密着した、コンパクトながらも上質なライフスタイルを提案
する駅ビル。『アトレ （atré）』の語源は「魅力」を意味するフランス語の“attrait”。「ヴィ （vie）」と
はフランス語で「生活・人生」のこと。お客様に魅力的なライフスタイルを提案していきたいという思
いをこめてネーミングしました。現在、秋葉原、信濃町、五反田、田端の 4 施設で営業しており、
今回の巣鴨開業で 5 店目となります。

【PR に関するお問合せ先】

【アトレに関するお問合せ先】

株式会社フルハウス

株式会社アトレ
ひ

え

い

第 1 プロモーション部 担当：秋元、日江井

営業部 プレス担当 担当：藤本、高木

s.akimoto@fullhouse.jp

fujimoto@atre.co.jp

TEL：03-5413-0384

TEL：03-5475-8520

FAX：03-3401-8085

FAX：03-5475-8517

〒107-8617 港区北青山 1-3-6 SI ビル 5F

〒150-0013 渋谷区恵比寿 4-1-18 恵比寿ネオナート 6F

※パース、ロゴデータは jpg 画像でご用意がございます。

