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『アトレ吉祥寺』誕生！
吉祥寺ロンロンは『アトレ吉祥寺』として
リニューアルオープンします
「to my favorite town」をキーワードに、
今回の第一期リニューアルで、37 ショップがオープンします。

吉祥寺ロンロン（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、‘街に
開かれたショッピングセンター’を目指し、今春 2010 年 4 月 1 日（木）第一期リニューアル（2 階）を
終え、「アトレ吉祥寺」として、名称・コンセプトも新たに生まれ変わります。また、同日三鷹ロンロンも
「アトレヴィ三鷹」に名称変更を行います。
吉祥寺ロンロン（旧株式会社吉祥寺ロンロン）は、ＪＲ東日本グループの駅ビル再編に伴い、2007
年 4 月に当社と合併し、吉祥寺駅改良ならびに耐震補強工事と併せた大規模改装の検討を重ね、
アトレの運営・開発ノウハウを生かした形で、今回のリニューアルに着手しました。
今回の第一期リニューアルでは、情報発信性が高く、心豊かな暮らしを支えるライフスタイルショッ
プを中心に、2 階に 37 ショップがオープンします。
なお、2010 年秋には第二期リニューアル（1 階、地下 1 階、エキサイツ館）を終え、一連のリニュ
ーアルが完了、新生『アトレ吉祥寺』として、いよいよグランドオープンを迎えます。
今後も、お客様と地域の皆さまから親しまれ信頼されるショッピングセンターとして、新たな発展と
成長を目指してまいります。

■ リニューアルコンセプト

『

私のいつもを満たす場所 』
ほっとしたり、わくわくしたり。
楽しい日はもっと嬉しくなったり。

落ち込んだ日はちょっと元気になったり。
‘そこは私がいつも自分らしくいられる場所’
‘満ち足りた毎日を過ごすための場所’

■ コミュニケーションターゲット

『

ナチュラル＆シンプルで、心豊かな暮らしを志向するオトナたち 』
年齢や性別ではなく、感性軸で表現される
吉祥寺的ライフスタイルに共感する人々へ、
毎日をもっと楽しく素敵にする、モノ・コトを提案します。

■ 環境デザインコンセプト

『

Station Rambling ～街に広がる遊歩道～ 』
駅と街との連続性・回遊性を高めながら、

館内を「ゆったりと散策していただける感覚」の環境づくりを目指します。
エントランスは街との一体感を形成する開放的なデザインを、
館内は通路を拡幅し曲線を用いることで期待感の高まる環境づくりを行います。
フロア各所には、グリーン・生花のある、賑わい・溜まりの広場を計画的に配置し、
お客様が安らぎや心地よさを感じられる環境「ほっとできる」空間の創出を図ります。
※ Rambling ― ぶらぶらする、散歩する。

■ MD・ゾーニングプラン

『

Friendly Chic 』

Value：モノよりコト。ココロの栄養になるお金と時間の使い方を意識。
Fashion：ナチュラルでカジュアル。高価でなくても上質なものを吟味する。
Personality：自然体で自分らしく。環境にも目を向け、内面も外面も美しく。
2 階／情報発信性が高く、心豊かな暮らしを支えるライフスタイルショップゾーン
1 階／ちょっと上質な日常から毎日の食卓まで、楽しい食のシーンを提案するゾーン
地下 1 階／ほど良いトレンド感と、デイリーユースを兼ね備えたファッションと雑貨のゾーン
バラエティ豊かな食を提案するレストランゾーン

【 アトレ吉祥寺 第一期リニューアル ショップリスト （2 階全 37 ショップ） 】
No

業種

ショップ名

会社名

セールスポイント

1

自然派化粧品

ロクシタン

ロクシタン ジャポン㈱

南仏プロヴァンスのライフスタイルコスメ。厳選された植物
素材を使用したスキンケアやボディケア商品が揃う。

2

化粧品

コスメキッチン

㈱ファッションウォーカー

肌本来の力を引き出し心地よい香りと使用感が元気を与
えてくれる、オーガニックコスメをご提案。

3

4

インテリア雑貨

文具・雑貨

イデアセブンスセンス

スミス

㈱イデアインターナショ

楽しみながらデザインを理解する第七感が磨かれていく、

ナル

インテリア・雑貨のオリジナルデザインショップ。

㈱デルフォニックス

架空の人物Ｓｍｉｔｈさんの好きなものを集めた空間をイメー
ジした、文房具と雑貨のセレクトショップ。

5

和雑貨

遊中川

㈱中川政七商店

古き良き遊び心がコンセプト。手紡ぎ手織り麻にこだわり、
生活にゆとりと遊びごころを演出する商品をご提案。

6

生活雑貨

レ・トワール・デュ・ソレ

㈱グラムス

イユ
7

8

フラワー

生活雑貨

南仏カタロニア地方で 1860 年に生誕した伝統あるファブ
リックブランド。南仏の小道に佇む店をそのまま再現。

青山フラワーマーケッ

㈱パーク・コーポレーショ

「プライベート＆デイリー」に楽しんでいただきたい、旬のお

ト

ン

花やこだわりの産地から届いたお花をご用意。

コンシェルジュ

㈱スーパープランニング

パリを旅している気分を味わえる、ファッション雑貨、ギフト
のセレクトショップ。

9

アクセサリー

パオロボトーニ

大阪産業㈱

ヨーロッパの輸入ビーズや天然石を使ってデザインされた
ワンランク上のオリジナルアクセサリーをご提供。

10

箸

箸ギャラリー門

㈱ギャラリー門

箸専門店として常備 1500 膳以上の箸をご用意。箸置
き、和雑貨も豊富に揃う。

11

生活雑貨

ピローヌ

㈱プチコキャン

ｂｙ プチコキャン
12

13

カフェ

ベーカリー

インはパリのエスプリたっぷり。

スターバックス コーヒ

スターバックスコーヒー

高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソ

ー

ジャパン㈱

がベースのバラエティ豊かなドリンクとペストリーをご提供。

ブーランジェリー ラ・

㈱ラ・テール

素材にこだわりフランス石窯で焼いた“大地のパン”。“生

テール
14

15

フランス雑貨ブランド「ピローヌ」のカラフルで個性的なデザ

コーヒー・グロサ

カルディコーヒーファ

リー

ーム

生活雑貨

私の部屋

産者の顔が見える”ブーランジェリー。
㈱キャメル珈琲

こだわりの珈琲豆 30 種をはじめ、世界各国の食材を豊富
にご提供。

㈱私の部屋リビング

地域の人々に愛される吉祥寺に、質の高い生活文化を
創造しご提案。

16

自然派化粧品・

マークスアンドウェブ

㈱マークスアンドウェブ

生活雑貨
17

生活雑貨

ルをはじめ、素材を生かした生活雑貨が充実。
ラブネイチャー・チャリ

ピーツーアンドアソシエイ

自然に恩返ししようがコンセプト。自然への思いと感謝をた

ティー Bｙプランツ・

ツ㈱

くさん詰めて、ライフスタイルをより豊かにする商品をセレク
ト。

プランツ
18

ファッション

東京生まれのデイリープロダクト。天然精油の香のボタニカ

グラニフ

㈱グラフィス

グラフィックを中心としたオリジナルＴシャツをリーズナブル
なプライスで展開するＴシャツ専門店。

19

靴下

靴下屋

タビオ㈱

「包まれて、暮したい」をコンセプトに、訪れる人をあたたか
く包みこむことができる、優しさ溢れる靴下専門店。

20

インテリア雑貨

トランジット

㈱ぶんご

自分の好きなモノに囲まれて暮らすというこだわり派に応
えるライフスタイルをご提案。

21

手芸用品

ホビーラホビーレ

㈱ホビーラホビーレ

手づくりを通して豊かな季節感のある暮らしをご提案する、
手芸用品専門店。

22

ドラッグストア

ドラッグストアプラム

㈱サンドラッグ

都市で生活する女性に向けたドラッグストア。大手化粧品
メーカーの商品はもちろん、輸入化粧品や、他の店舗では
見られないユニークな商品も数多くご用意。

23

帽子

オーバーライド

㈱栗原

Sence of Japan をコンセプトに日本の古き良き技術にこ
だわり、幅広い商品展開を行う帽子専門店。

24

バッグ

コレクターズ

㈱ヌーヴ・エイ

こだわりを持つ男性に向けた、デザイン性に優れたファッ
ションパーツのセレクトショップ。

25

ファッション雑

ゴッセ

栗原興業㈱

貨
26

和雑貨

その日のスタイルにすぐ取り入れたくなる、ファッションアイ
テムを厳選。欲しい物が見つかるわくわく感をあなたに。

ねじめ

㈱ねじめ

和のおだやかな空間で、生活に温もりを持っていただける
商品を豊富にご提供。

27

アクセサリー

ラ フレーズ

㈲むらかみ

フレーズは「苺」。可愛らしさをテーマに、インポートからフ
ォーマルアクセまで幅広くご提案。

28

文具・雑貨

ボンフェット

㈱マークス

「ボンフェット」は楽しいお祭りのこと。「お祝い」の様々なシ
ーンで使われるプレゼントを揃えたギフトショップ。

29

文具

丸善

丸善㈱

一般文具を中心に、デザイン性の高い文具・雑貨を取り
揃えた文具専門店。

30

書籍

ブックファースト

㈱阪急リテールズ

新刊はもちろんのこと、暮しに役立つ実用書からビジネス
向けの専門書まで幅広くラインナップ

31

カ フ ェ・ レ ス ト ラ

ワイアード カフェ

カフェ・カンパニー㈱

ン
32

ＣＤ・ＤＶＤ

ランチや夜ごはんはもちろん、スイーツやアルコールも充
実。様々なスタイルで楽しめるカフェ＆レストラン。

新星堂

㈱新星堂

新星堂がファッショナブルにリニューアル。話題の新作は
もちろん、ベーシックな商品も充実。

33

旅行

京王観光

京王観光㈱

フリープランからワンランク上のツアーまで各種海外ツア
ー、国内ツアーを豊富に取り揃え。

34

35

靴・鞄修理・合

クイックサービス ピノ

鍵

キオ

ＤＰＥ

コイデカメラ

㈱ピノキオ

確かな技術で靴・鞄修理を行うクイックサービスショップ。
合鍵作成も。

㈱コイデカメラ

プレミアム証明写真をはじめ、超高画質写真プリント専門
店。

36

クリーニング

白洋舎

㈱白洋舎

衣類をはじめ、ﾚｻﾞｰ、毛布、ジュータン、カーテン、着物の
クリーニングまで、多種多様なサービスをご提供。

37

メガネ

Ｚｏｆｆ

㈱ゾフ

ゾフのメガネは、全て標準レンズ付きの完成品価格で
5,250 円、7,350 円、9,450 円のスリープライス。
※ショップ名等は変更の可能性がございます。

【リニューアル概要】
○ リニューアルは、2010 年 4 月に第一期オープン、2010 年秋に第二期グランドオープン
予定です。
○ 店舗構成は、従来の主要顧客である 40 代以降のお客様に加え、吉祥寺の主要来街
者である 20 代後半～30 代のお客様にも幅広くご支持いただけるラインナップを目指し
ます。
○ アートや音楽など吉祥寺ならではの魅力を取り入れたイベントを積極展開し、駅と街を
つなぐショッピングセンターの新しいスタイルの提案、地域との共生を目指します。
○ 老朽化した店内環境や狭くて分かりづらい売場導線を改善し、館内各所に心地よい広
場を配置するなど、ゆったり散策できる環境デザインを実現します。
○ リニューアル工事に伴い、各種の設備更新を行うことで、CO2 排出量を年間約 13％
（約 1,500 トン）削減します。
¾

第一期リニューアル （2 階）

・

開業／2010 年 4 月 1 日 （工事期間 2009 年 10 月～2010 年 3 月）

・

店舗面積／約 2,600 ㎡

・

店舗数／37 店舗

¾

第二期リニューアル （1 階、地下 1 階、エキサイツ館）

・

開業／2010 年秋 （工事期間 2010 年 4 月～2010 年 8 月予定）

・

店舗面積／約 9,800 ㎡ （第一期との合計約 12,400 ㎡）

・

店舗数／約 190 店舗 （第一期との合計約 230 店舗）

・

売上見込／年商 276 億円 （2008 年度実績 274 億円）

【アトレ吉祥寺施設概要】
施

設

名：

アトレ吉祥寺

所

在

地：

〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町 1 丁目 1 番 24 号

電 話 番 号：

0422-22-1401（代表）

営 業 時 間：

10：00～21：00
※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。

運

営：

株式会社アトレ アトレ吉祥寺店

【 参考情報 】
■ ”吉祥寺“の由来
「吉祥寺」の由来は、当時江戸の市街地の 6 割を焼いたと言われる 1657 年の『明暦の大
火』まで遡ります。この大火事で住まいを失った諏訪山吉祥寺（現：文京区本駒込）の門前
町民が、幕府から五日市街道沿いに与えられた土地を開墾し、1659 年に移住してきました。
そしてこの新しく開墾された集落に、それまでに住んでいた土地の「吉祥寺」と名付けたので
す。そのため現在の吉祥寺には、吉祥寺という名前のお寺はありません。
■ 歩くのが楽しい街”吉祥寺“
駅を中心に、徒歩圏内に商業・文化・自然といった様々な特徴のある地区が広がっています。
吉祥寺は街歩きの魅力にあふれた、都内でも稀有な街と言え、また住みたい街 No.1 として
も知られています。北口のサンロード商店街を中心とした地区には、百貨店と専門店が共存
した商業の中核ゾーンが形成され、一方で昔ながらの商店街の趣も残っていて有名店も点
在しています。その西側にあたる東急百貨店裏の地区には、おしゃれな路面ファッション店と
レストラン・カフェのゾーン。ヨドバシカメラの裏に広がる東側には、吉祥寺シアター、武蔵野市
立図書館に代表される芸術と文化のゾーン。そして井の頭公園をかかえる南側のゾーンは、
多くの自然に溢れ、人々に癒しと安らぎを与えています。
■ 旧吉祥寺ロンロン施設概要
・

開業／1969 年 12 月

・

階数／地上 2 階、地下 1 階（高架下）

・

店舗面積／13,200 ㎡（延床面積／約 32,200 ㎡）

・

店舗数／238 店

■ 吉祥寺駅データ
・

一日平均乗降人員／JR 吉祥寺駅 28 万人、京王線吉祥寺駅 14 万人、合計 42 万人

・

乗り入れ・接続／中央線（快速）、中央線・総武線（各駅停車）、京王電鉄、地下鉄東西線

・

平日は通勤通学型、土日は他地区からの来街者が多いと想定され、日常と非日常の両面
を待つ駅と言えます。

【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
ひ

え

株式会社アトレ

い

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。

