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アトレ四谷
2012 年 3 月 14 日（水）

RENEWAL OPEN!
当日 AM9：40 からオープニングセレモニーを実施。
アトレ１号店が全面リニューアル！
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、2012 年 3 月 14 日（水）
にアトレ四谷をリニューアルオープンいたします。
このたび JR 四ツ谷駅は、東日本旅客鉄道株式会社が推進する「エコステ」第一号モデル駅とし
て生まれ変わります。これに合わせ、アトレ四谷でも環境に配慮したメニューを盛り込み、全館リ
ニューアルをいたしました。
厳選した 19 ショップと環境配慮型の設備導入による今回のリニューアルでは、新たなライフスタ
イルの提案だけではなく、自然環境への配慮や省エネを実現しながら、やすらぎ、癒しの空間をお
客様に提供いたします。

アトレ四谷 B１F エントランス

～環境演出～

『 feel nature 』

～五感で感じる環境空間～
【緑、光、季、香、音】をアトレ四谷が提供する「五感」として
自然の中にいるような心地よいリラックス環境を演出します。

－２つの広場－

陽のあたたかさや、風の心地よさをお客様に感じて頂くために、館の吹き抜け部と
館内からつながる四ツ谷駅の屋上部に２つの広場をつくりました。
ここではリラックスした雰囲気を味わえるほか、さまざまなイベントを実施し、お客
様に素敵なひとときをお届けします。

１F そよぎ広場イメージ

～エコへの取組み～

省電力、太陽光パネル、照明の効率的配置、リサイクル、カーボンオフセットなど
エコに取組むと同時に、館内のお客様にとって快適で、癒しを感じられる空間とな
るようにさまざまな工夫をしています。
●省エネ効果の高い LED 照明の全館導入
・LED 全館導入により照明年間消費電力を約 60%削減
・照明器具を効率よく配置し、照明の無駄を排除（平均照度 DOWN、視覚照度 UP）

●太陽光発電によるクリーンエネルギーの活用
・年間発電量 9800kwh

CO2 削減量 4t

設置面積 80 ㎡

●館内ファニチャーに古材・再生材を積極的に使用
●館内全てのグリーンにカーボンオフセット付きグリーンを導入
・年間約 3t の CO2 削減に貢献

～リニューアルコンセプト～

『 Refinement meets a smart！ 』
～上質の、その先の楽しみ～
質の高い商品やサービス、それらを心地よい館内環境の中楽しんでいただく。
上質なショッピングシーンを更に洗練させたい。
そんな想いから今回のリニューアルでは、
ただモノを買う以上の満足の提供を目指しました。

－主なショップ展開－
NEW

ラ プレシューズ （スイーツカフェ）
こだわりの和栗とメレンゲのモンブランで有名な同店が、
旬の素材・フルーツを使ったできたてのデザートを提供す
るデザートカフェ。お客さまの目の前で仕上げる旬のデザ
ートを是非お楽しみ下さい。
【新業態】

NEW

タイフードデリ ペンシーズキッチン （エスニック惣菜）
タイ料理でお馴染みのスパイスロードが、『食べて美しく
健康に』をコンセプトに新しい惣菜店舗を開発。長年同社
のメニューを担当してきた著名なタイ料理研究家 味澤ペ
ンシーが、タイの伝統的な料理と、香り豊かでハーブ・野
菜をふんだんに使ったタイ料理の魅力をご紹介します。
【新業態】

NEW

おむすび権米衛 ファーマーズキッチン （おむすび・惣菜）
「おむすび権米衛」が、土作りからこだわった産直野菜を使
い、体にやさしいお惣菜を提供します。
炊きたて、むすびたてのおむすびと一緒にヘルシーな和食
をお楽しみ下さい。
【新業態】

NEW

キャトル・セゾン （インテリア・生活雑貨）
「自然を感じながら豊かに住まうパリの暮らし」をコンセプト
にした、新鮮なライフスタイルを提案します。

NEW

ミッシェル デルヴァン（ヘアメイクサロン）
新しい時代に生きる大人の女性に”エレ・シュット”（かっこ
いい、淑女的な）スタイルを提供するヘアサロン。
パリ直送のテクニックと最新ヘアモードでハイセンスな大
人の皆さまにパリテイストをお届けいたします。
【関東初出店】

NEW

カフェ アントニオ（カフェレストラン）
日本に本格的イタリアンを紹介した創業 68 年の老舗が
四谷に出店！
熟練した料理人が手掛ける料理とドルチェの数々を気
軽に楽しんでいただけるカフェレストランです。

～EVENT～
●オープニングセレモニー
2012 年 3 月 14 日（水）

AM 9:40(予定) ～

（AM10:00 オープン）

オープン当日、アトレ四谷 1F 正面（南側）入口にて「アトレ四谷」リニューアルオープンを
記念したオープニングセレモニーを行います。

●先着プレゼント
オープン当日、アトレ四谷にご来店いただいた先着 1,000 名様にプレゼントをご用意して
おります。予定数になり次第終了いたします。
会場：アトレ四谷 1F 正面（南側）入口

●パフォーマーイベント

会場：1F そよぎ広場
※スケジュールは変更になる場合がございます。

・マジック・ジャグリングパフォーマンス

出演「MJCOOL」

ジャグリングとマジックをミックスしたショー構成はとても新鮮。
3 月 17 日（土）

13:00／15:00／17:00 （各回 約 25 分）

・パペットワンマンバンド

出演「グレゴ」

精霊のような人形たちをつれて館内にふわりと現れて音楽を奏でます。
3 月 18 日（日）
・コミカルマジック

13:00／15:00／17:00 （各回 約 25 分）
出演「スティーヴ・マーシャル」

マジックをメインにクラウニング、マイム、ジャグリングなどの身体芸を
生かしたショーは見事の一言！
3 月 19 日（月） 14:00／16:00／18:00 （各回 約 25 分）
・パントマイム・コメディパフォーマンス

出演「カナール・ペキノワ」

真っ白な顔に怪しげなゴーグル、黒のダブルジャケットに半ズボン。
怪しげなビジュアル系の二人組が観客をストーリーに巻き込んで展開
する新しいアイデアに満ちたパフォーマンス。
3 月 20 日（火） 13:00／15:00／17:00 （各回 約 25 分）

●音楽イベント

会場：1F そよぎ広場

・ナチュラルヒーリングライブ
出演「塩入俊哉（シンセサイザー）＆楯 直己（パーカッション） 」
実力派の２代音楽家がコラボして作り上げるシンセサイザーとパーカッションの
幻想的コンサート。
3 月 21 日（水） 16:00／18:00 （各回 約 25 分）
・ギターと朗読コンサート
出演「Ｈappy Ｐockets！」
ギター奏者：小関佳宏/ボイスパフォーマー：荒井真澄による、ハートフルな物語
と即興を織り交ぜたギターのコラボレーション。聞き手に感動をもたらせます。
3 月 22 日（木） 16:00／18:00（各回 約 25 分）

●トークショー

会場：１Ｆそよぎ広場

・大橋マキ 「ナチュラルトーク」
自分らしく自然体に生きること。潤いのあるライフ
スタイルとは？など
元フジテレビアナウンサーであり、IFA 認定アロマ
セラピスト、チャリティ活動にも積極的な大橋マキ
さんの自然体な生き方から、素敵な毎日のヒント
を探してみませんか？
3 月 23 日（金）

１3:00～14:00

●その他イベント
・「東北マイスター逸品プレゼント」
期間中アトレ四谷のショップにて 1 回のご利用 1,000 円以上ご利用の方に WEB
応募アンケートカードを 1 枚進呈。ご応募いただいた方の中から抽選で 50 名
様に、東北の伝統の技が冴える素敵な商品をプレゼント。
3 月 14 日（水）～3 月 25 日（日）
・「アトレ四谷限定 アトレカード de1000pt チャレンジ！」
期間中、館内設置のスロット端末にアトレカード、アトレクラブビューsuica カー
ドを読み込ませると、お一人様 1 日 1 回、アトレポイント 1000pt が当たるスロッ
ト抽選にチャレンジいただけます。ハズレてもマイアトレに未登録のお客様は、
W チャンスとして 100pt をお受け取りいただけます。
※ポイントの受取には、マイアトレ会員（アトレクラブ会員サイト）への登録が必
要となります。
3 月 14 日（水）～3 月 31 日（土）

■ 四ツ谷駅データ
一日平均乗降人員

／JR 東日本（総武線、中央線） 181,912 人（2010 年度）
／東京メトロ（丸の内線、南北線）約 128,734 人（2010 年度）

■ 施設概要
施設名／

アトレ四谷

所在地／

東京都新宿区四谷 1-5-25

電話番号／ 03-5475-8511（店舗マネジメント部）
開 業／

1990 年 9 月 28 日

構 造／

鉄骨造

階 数／

地上 2F

延床面積／ 約 2,896 ㎡
店舗面積／ 約 1,627 ㎡
■ 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
【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

担当：秋元、日江井

総務部 広報室 担当：牧野

s.akimoto@fullhouse.jp

makino@atre.co.jp

TEL：03-5413-0384

TEL：03-5475-8300（代）

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。

■ ショップリスト
1Ｆ
Ｎｏ． ＮＥＷ 新業態
ショップ名
1
○
○ タイフードデリ ペンシーズキッチン
2

○

業種
エスニック惣菜

おむすび権兵衛 ファーマーズキッチン

㈱イワイ

おむすび・惣菜

3

成城石井

㈱成城石井

スーパーマーケット

4

ポール

㈱レアール パスコ ベーカリーズ

ベーカリー・カフェ

5

スープ ストック トーキョー

㈱スマイルズ

スープ

スターバックス コーヒー

スターバックス コーヒー ジャパン㈱

カフェ

ラ プレシューズ

㈲ペシェ・ミニョン

スイーツ・カフェ

プレジュール

㈱フローリィネット

フラワー

御門屋

㈱豊里

和菓子

6

○

7

○

○

会社名
㈱スパイスロード

○

8
9

○

10

ゴディバ

Ｎｏ． ＮＥＷ 新業態
11
タルボット
12

○

13
14

○

15

○

16

○

ショップ名

ゴディバ ジャパン㈱
2Ｆ
会社名
タルボットジャパン㈱

スイーツ
業種
レディスファッション

ミッシェル デルヴァン

㈱田谷

ヘアメイクサロン

ネイルステーション

ベレックス㈱

ネイルサロン

アトリエはるか

㈱アトリエはるか

ビューティーサロン

オプティマム

㈱グローバルスポーツ医学研究所

リラクゼーション

シャン・ド・エルブ

㈱アトレスティル

化粧雑貨

㈱アントニオ

カフェレストラン

17

○

カフェ アントニオ

18

○

ローラアシュレイ ギフトアンドアクセサリーズ ローラアシュレイジャパン㈱

インテリア・生活雑貨

19

○

キャトル・セゾン

インテリア・生活雑貨

㈱私の部屋リビング

