PRESS RELEASE

2011.9.21

アトレ亀戸
2011 年 10 月 25 日（火）AM10:00

GRAND OPEN!
新たに 24 ショップがオープン、いよいよ新生アトレ亀戸が誕生します。

アトレ亀戸（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、9 月 15 日
（木）に第 1 期リニューアルを終え、いよいよ 2011 年 10 月 25 日（火）AM10:00 にグランドオープ
ンいたします。
第 1 期リニューアルでは、地下 1 階、1 階、2 階、3 階、5 階、7 階に話題の 36 ショップが次々に
オープンいたしました。
そして、今回の第 2 期リニューアルでは、4 階・6 階の全面リニューアルに加え、地下 1 階、5 階
の NEW ショップとあわせて 24 ショップが勢ぞろいいたします。
また、駐車場棟の建替リニューアル、屋上庭園「そらいどひろば」もオープンし、いよいよ新生ア
トレ亀戸が誕生します。
オープン当日 10 月 25 日（火）には AM9:30 より、1 階中央エントランスにてオープニングセレ
モニー、テープカットを行いますので、ぜひご来場ください。

＜TOPICS＞
■ NEW ＆ RENEWAL 合計 24 ショップがオープン！
合計 118 ショップの新生アトレ亀戸がいよいよ誕生！
■ 憩いの空間 屋上庭園「そらいどひろば」が登場！
■ いろんな楽しみが体験できるショッピングセンターを目指して、様々なイベントを開催！
■ 駐車場棟も建替リニューアル、ますます便利に！
■ アトレ亀戸のエコへの取組みをご紹介！

アトレ亀戸外観イメージ

～リニューアルコンセプト～

『 Ｃｏｌｏｒ ｙｏｕｒ ｌｉｆｅ ｉｎ 下町 』
彩りのある、新・下町スタイルの提案。
新しいけれど懐かしい、みんなが安心して楽しめる空間。
地域の皆さまが、買い物はもちろん
いろんな楽しみが体験できるショッピングセンターを目指します。

■ NEW ＆ RENEWAL 合計 24 ショップがオープン！
既に営業をしている第 1 期オープン 36 ショップに加え、今回の第 2 期グランドオープンでは地
下 1 階・4 階・5 階・6 階・駐車場棟に 24 ショップが新たにオープンします。既存ショップとあわ
せて合計 118 ショップの新生アトレ亀戸が誕生します。

＜地下 1 階 クオリティフーズフロア＞
フ
ロ
ア
B1F

オープン

ショップ名

区分
NEW

新宿 つな八

会社名
㈱綱八

ショップ紹介文
天ぷら一筋 80 余年、自慢のごま油で

[天ぷら]

カラッと揚げる天ぷらや天丼弁当を
家庭の食卓や職場の集いにお届け
いたします。

＜4 階 ファッション＆生活雑貨フロア＞
程よいトレンド感とカジュアルさを兼ね備えた、ファッションと生活雑貨のフロア。男性女性問わず、
幅広い年齢層のお客様にお楽しみいただけます。
フ
ロ
ア
4F

オープン

ショップ名

区分
RENEWAL

ユニクロ

会社名
㈱ユニクロ

[メンズ・レディスファッション]

ショップ紹介文
売場面積が広くなり、メンズ・レディス
はもちろん、キッズ・ベビー商品も豊
富に揃えております。

NEW

ABC マート
[メンズ・レディスシューズ]

㈱エービーシー・マート

ヴァンズなどの新作スニーカー、レデ
ィスからビジネス、キッズまで、幅広
い品揃えのシューズ専門店。足元か
らライフスタイルを提案いたします。

フ
ロ
ア
4F

オープン

ショップ名

区分
NEW

3 コインズ

会社名
㈱パル

ショップ紹介文
3COINS は、あなたの“ちょっと幸せ”

[生活雑貨]

をお手伝いする ALL315 円ショップで
す。

NEW

ゾフ

㈱ゾフ

ゾフのメガネは、全て標準レンズ付

[メガネ]

の完成価格で、5,250 円・7,350 円・
9,450 円のスリープライスで、多数商
品を取り揃えております。

RENEWAL

靴下屋

タビオ㈱

「包まれて暮らしたい」をコンセプトに

[靴下]

お客様のニーズに合わせた様々な
靴下をご提供いたします。

NEW

キートス

㈱スモール・プラネット

[生活雑貨]

“日常生活がちょっとオシャレ
に！！”をコンセプトに生活雑貨や服
飾雑貨をはじめ、かわいいステーショ
ナリーを多数取り揃えております。

[4 階 ABC マート]

[4 階 3 コインズ]

＜5 階 書籍＆生活雑貨＆カフェ＆サービスフロア＞
フ
ロ
ア
5F

オープン

ショップ名

区分
NEW

プラッツ

会社名
三菱文具㈱

[文具]

ショップ紹介文
ベーシックな文房具を中心に、女性
の豊かな日常に役立つ数々のステ
ーショナリーアイテムを提案いたしま
す。

＜6 階 レストラン＆サービスフロア＞

ランチからとっておきのディナーまで、様々なシーンに対応する「レストランゾーン」。和のテイ
ストをとり入れ、縁側空間を環境デザインコンセプトにした、落ち着いた雰囲気のフロアです。
「サービスゾーン」には、ネイルサロンやリラクゼーションなど、女性の美と健康をサポートす
るショップが登場。

6 階レストランフロア 環境イメージ

【レストランゾーン】
フ
ロ
ア
6F

オープン

ショップ名

会社名

ショップ紹介文

区分
NEW

トゥ・ザ・ハーブズ

㈱フォーシーズ

[パスタ・ピザ]

ハーブ、オリーブオイル、チーズな
ど、すべての素材にこだわり、手作り
している多彩な料理をご用意してお
ります。

NEW

上海湯包小館

㈱ファイブレシピ

[中華]

看板メニューの「小籠湯包（ショウロ
ンタンパオ）」は全てお店で手作り！
スープたっぷりの熱々点心を存分に
お楽しみください。

RENEWAL

とんかつ 新宿 さぼてん

㈱グリーンハウスフーズ

[とんかつ]

創業 40 年のとんかつ専門店。“オメ
ガバランスポーク”「健美豚」をはじ
め、おいしさと健康を追求し続けてお
ります。

RENEWAL

天ぷら 新宿 つな八

㈱綱八

80 有余年受け継がれてきた技で、四

[天ぷら]

季折々の味覚を本格的な江戸前天
ぷらでご賞味ください。

RENEWAL

新宿玄海

㈱玄海

串と釜飯が自慢の店。伊達鳥のまろ

[釜めし・串焼き]
NEW

花旬庵

やかな旨みをお楽しみください。
㈱家族亭

石臼挽きそば粉を使用した自慢の蕎

[そば・うどん]

麦と揚げたての天ぷら、旬の料理を
最高のおもてなしと共にご提供いた
します。

NEW

魚喜水産

㈱魚喜

鮮魚小売業を全国に展開中の魚喜

[寿司]

が経営するお店。鮮度はもちろん、
魚屋らしい豪快な寿司も楽しめる旬
の魚で季節を感じてください。

NEW

いしがまやハンバーグ

㈱きちり

オーストラリアの広大な土地で育てら

[ハンバーグ]

れた豪州黒牛を使用し、オリジナル
の石窯で焼き上げる究極のハンバー
グをご用意しております。

【サービスゾーン】
フ
ロ
ア
6F

オープン

ショップ名

会社名

ショップ紹介文

カラダファクトリー

㈱ファクトリージャパングル

カラダファクトリーでは、骨盤・骨格の

[整体]

ープ

歪みを整えることで体の不調を根本

区分
NEW

からケア していきます。 全身のつ
かれやむくみがとれるスッキリ感をぜ
ひ体感してください。
RENEWAL

ネイルクイック

㈱ノンストレス

[ネイルサロン]

丁寧な接客と技術、モチの良さが自
慢のネイルサロン。お客様のニーズ
に合わせたネイルメニューをご用意
しております。

RENEWAL

エスティオ

㈱ノイエス

[エステティックサロン]

ファンケルグループだからこそ安心
のエステティックサロン。お手頃料金
で親しまれているエスティオがさらに
ハイクオリティになって登場いたしま
す。

NEW

みんなの保険プラザ

㈱ライフプラザ

保険の専門家が約 40 社の保険商品

[無料保険相談]

ホールディングス

からあなたに最適な保険を無料でア

シェーン英会話 アトレ亀戸校

㈱シェーン

英会話初心者からビジネス英語や試

[英会話スクール]

コーポレーション

験対策まで、外国人プロ講師による

ドバイスいたします。
NEW

丁寧な指導が定評です。

6F

NEW

美容室イレブンカット

㈱神奈川総合企画

[美容室]

思いのままのスタイルをスピーディ＆
カジュアルプライスで実現いたしま
す。ご予約は不要なのでお買い物つ
いでにお気軽にお立ち寄りください。

NEW

ラフィネ

㈱ボディワーク

[リラクゼーション]

ボディケア、リフレクソロジーなどの
サービスを通じて体と心を解放させ
贅沢なリラクゼーションのひと時をお
過ごしいただけます。

[6 階 トゥ・ザ・ハーブズ]

[6 階 いしがまやハンバーグ]

＜駐車場棟 6 階・7 階 フィットネスクラブ＞
建替リニューアルをする駐車場棟の上層階には、「ジェクサー・フィットネス＆スパ 亀戸」がオー
プン。トレーニングジム、プール、スタジオをはじめ、ゴルフレンジ、エステ、スパなど、充実した施
設をご用意しております。お仕事帰りの楽しみに、休日のリフレッシュに是非お越しください。
フ
ロ
ア

オープン
区分
NEW

駐車場
棟

ショップ名

会社名

ショップ紹介文

ジェクサー・

㈱ジェイアール

待望の大人のフィットネスクラブが 11

フィットネス＆スパ 亀戸

東日本スポーツ

月 16 日にオープン。プール・ジム・ホ

[フィットネスクラブ]

6.7Ｆ

ットヨガ・スパがいつでも使えて月額
7,980 円の大満足のメニューを多数
取り揃えております。

※会員募集 2011 年 8 月１日～ ※定員になり次第終了
アトレ亀戸店 2Ｆ入会受付センターにて会員募集中！
お問い合わせ電話番号／03-5875-4761
営業時間／平日 AM11：00～PM8：00 土・日・祝 AM11：00～PM7：00
休館日／毎週火曜日

■ 憩いの空間 屋上庭園「そらいどひろば」が登場！
7 階・8 階の屋上空間を【そらいどひろば】と名づけ、地域の皆さまが集い、憩うことができる場所を
作りました。
●

●

●

●

●

●

●

名称の由来は「そらのしたの、いどばたひろば」。スカイツリーや空を見る、井戸端のように情報交
換・発信をするなど、空の下で「こと」を楽しんでもらう事をコンセプトに、さまざまなイベントを計画
しています。

屋上庭園

7 階・8 階イメージ

＜屋上庭園 そらいどひろば概要＞
【そらいどひろばの 7 階 しばふ広場】
健康的な空間をコンセプトに、130 ㎡の芝生広場や噴水など設け、裸足になりたくなる公園
のような広場になっております。
【そらいどひろばの 8 階 デッキ広場】
亀戸・城東の街や 2012 年 5 月下旬完成予定の「スカイツリー」も見えるビュースポット。お
しゃべりをしたり、お弁当を食べたり。日常的な利用はもちろん、空の下で楽しむイベントなど
を多数ご用意。井戸端のように情報交換・発信ができる広場になります。
総面積 ：1500 ㎡（７階：980 ㎡、8 階：520 ㎡） うち緑地面積：265 ㎡
■ いろんな楽しみが体験できるショッピングセンターを目指して、様々なイベントを開催！
お買物だけでなく、来るだけでも楽しい。いつもどこかで、そんな何かを発信していきます。

9/23(金・祝) 「みんなで作る手形アート」
10/10(月・祝) 「アトレ×ジェクサータイアップイベント
青空ヨガ～解放感たっぷりのヨガ！自然な風があなたを癒す～」
[グランドオープン記念イベント]
10/25(火) グランドオープン「セレモニー」 9:30～10:00
先着プレゼント「オリジナルランチ BOX」 先着 500 名様
応募式プレゼント「アトレ亀戸×JR 亀戸駅×びゅうプラザコラボイベント
～旅行を当てて思い出を作ろう！～」
10/29(土) お買上先着プレゼント「オリジナル風呂敷」 先着 1,000 名様
10/30(日) 屋上そらいどひろば「ハロウィンキャンドル作り」
11/19～ (毎週土曜) アトレ×ジェクサータイアップイベント

■ 駐車場棟も建替リニューアル、ますます便利に！
駐車場は建替えを行い、以前の機械式から自走式に、台数は 92 台から 121 台に増えてリニ
ューアルオープン。上層階には「ジェクサー・フィットネス＆スパ 亀戸』が登場。
3 階と 6 階には、本館への連絡通路がございます。車でのご来店がますます便利になりま
す。
＜駐車場概要＞
台数：121 台（自走式）
高さ制限：2.1 メートル
営業時間：24 時間営業
面積：4428.45 ㎡

■ アトレ亀戸のエコへの取組みをご紹介！
アトレ亀戸では、エコへの取組みの一環として地下 1 階食料品売り場での「NO！レジ袋キャ
ンペーン」を実施しています。
今回のリニューアルでは、屋上庭園の緑化に加え、太陽光発電設備の導入や館内外照明の
LED 照明への切替など、新しい取組みをしています。
○ LED 照明設置箇所
館内：売場共用通路照明、バックヤード照明
駐車場棟：建物内外の全ての照明
その他：外壁サイン照明
○ 太陽光発電設備（太陽電池パネル）
場所：駐車場棟
設置数：140 枚（1.3m×1.0m）
発電量：180ｗ／枚
発電能力合計：25.2kw
※発電した電力は、駐車場棟の電力に利用されます。
※発電量は、駐車場棟 1 階で表示し、お客様にもご覧いただける予定です。

■ 施設概要
施設名／アトレ亀戸
所在地／〒136-0071 東京都江東区亀戸 5-1-1
電話番号／03-3638-2811（代）
開 業／1978 年 10 月 12 日
構 造／鉄骨造
階 数／地下 1 階、地上 7 階
店舗数／第一期リニューアル 36 ショップオープン
第二期リニューアル 24 ショップオープン
リニューアル後 総計 118 ショップ
売上想定／113 億円
店舗面積／第一期リニューアル （Ｂ1Ｆ・1Ｆ・2Ｆ・3Ｆ・5Ｆ・7Ｆ）
約 2,689.35 ㎡
第二期リニューアル （4Ｆ・6Ｆ・7F屋上・駐車場棟）
約 5,778.8 ㎡（合計約 8,468.15 ㎡）
駐車場／自走式 121 台

■ 運営会社概要
名 称／株式会社アトレ
所在地／東京都渋谷区恵比寿 4-1-18 恵比寿ネオナート 6Ｆ
会社設立／1990 年 4 月 2 日
資本金／16 億 3 千万円
代表者／小暮 和之
事業内容／駅ビルの管理および運営等
運営施設／アトレ恵比寿、アトレ吉祥寺、アトレヴィ五反田他
■ 亀戸駅データ
一日平均乗降人員／JR 東日本 111,898 人（2009 年度）
乗り入れ・接続／総武線（各駅停車）、東武亀戸線

【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社アトレ
総務部 広報室 牧野

makino@atre.co.jp
TEL:03-5475-8520 FAX:03-5475-8517
※パース、写真は jpg データでご用意がございます。

