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アトレ品川 4F レストランフロア
7 月 11 日(金)

RENEWAL OPEN !
ニューオープン 4 店舗を加え、
大人が集うコミュニティ空間へと生まれ変わります。
株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊池眞澄）は、今春から順次改装をしておりました4Fレストラン
フロアを、2014年7月11日（金）にリニューアルオープンします。

アトレ品川は、東京の南の玄関口である品川のランドマークとして、ニューヨークスタイルをコンセプトに、2004 年 3 月に開
業し、この度 10 周年を迎えました。その間、オフィスやマンションの開発、羽田空港の国際化や発着便の増加、リニア新幹
線始発駅構想などが進み、2020 年東京オリンピック開催も決定しました。更なる発展が期待される品川エリアにおいて、ア
トレ品川は、開業以来初となる大規模リニューアルを昨秋から実施し、この先の 10 年へ向けて、新たにスタートしています。

摩天楼やウォール街、ラグジュアリーなショップやホテルを象徴としていたかつてのニューヨークは、昨今、エクスクルー
シブ(排他的)からインクルーシブ(包含的)へと、大きく変化しています。自分の価値観をしっかりと持ちながら、互いに認め
合い、交じり合い、交流する“コミュニティ”、そして、上質でありながら相手を受け入れる優しさとゆとりが、今のニューヨーク
にはあります。ニューヨークと同じく、様々なバックグラウンドを持つ品川において、ニューヨークのフレンドシップを昨秋の 2F、
そして、今回の 4Ｆのリニューアルに取り入れ、『ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＦＲＩＥＮＤＬＹ ＦＯＲ ＧＯＯＤ ＢＩＺＺ！』をコンセプトに、ビ
ジネスパーソンを中心とした大人が集うコミュニティを形成します。

昨秋にリニューアルオープンした 2F では、お客様の利用シーンが拡がるショッピングエリアを新たに形成し、多くのお客
様にご来店いただいています。そして、今回の 4F レストランフロアのリニューアルでは、ニューヨークの街並みを感じさせる
空間に、オリジナリティ溢れる料理を提供する選りすぐりのレストランを取り揃え、大人が集うコミュニティ空間が誕生します。
新しく生まれ変わるアトレ品川 4F に、どうぞご期待ください。

～ 4F リニューアルコンセプト～

アトレ品川 4F レストランフロアは、
ビジネスパーソンを中心とした大人が集うコミュニティ空間へと生まれ変わります。
自分の価値観をしっかりと持ちながら、互いに認め合い、交じり合い、交流する。
その時をより豊かに、躍動させ
明日への活力に繋げる。
本物志向を追求したオリジナリティ溢れる料理と空間、
さりげない仕掛けと気の利いたおもてなし、
ここにしかない世界観を創り出すレストランの数々を取り揃えました。

仕事も遊びも充実させたいビジネスパーソンに向けて
新たなレストランフロアがここに誕生します。

～ 4F 環境デザインコンセプト～

NEW YORK FRIENDLY
THE NEW YORK District
今のニューヨークには、高架下のインダストリアルな空間を活用しているレストラン、
道路空間をテラスとして活用している開放的なレストラン、裏通りに面して隠れ家的で興味をそそられるレストラン など、
様々な空間を生かした、魅力的なレストランが数多く存在します。

そのような 『THE NEW YORK District』を環境コンセプトに、
魅力的なレストランの個性を引き立てる環境デザインとすることで、
それぞれのレストランのデザインとシナジーを生みながら、
ニューヨークの今を彷彿とさせるような街並み（District）を共に作り上げています。

＜4F 店内 イメージ＞

＜4F 店内 イメージ＞

～ 4F ショップ情報 ～
NEW OPEN 7/11(金)
Sarabeth’s

(サラベス)

【ベーカリー&モダン・ニューヨーク・ビストロ】
“ニューヨークの朝食の女王“と讃えられ、多くのセレブリティに愛されている人気のレストラン。
サラべス・レヴィーンによって1981年にニューヨークに創業して以来、愛情を込めてつくるアメリカンクラシック
テイストはアメリカ国内のみならず、世界中のグルメの心をつかんで離さない存在となっています。
品川店では、定番のエッグベネディクトやフレンチトースト、パンケーキがお楽しみいただけることはもちろん、
夜は雰囲気を変えて、品川店限定で“モダン・ニューヨーク・ビストロ”をテーマにした、ニューヨークの最新
トレンドを体感いただけるメニューをラインナップ。多くの食文化が交差するニューヨークで認められた
サラベスがこだわるオリジナルテイストを、是非ご堪能ください。

NEW OPEN 8/1（金)
AW 55 (エーダブリュ ゴーゴー)
【グリル＆バー】
『新しいものを追わないという新しいスタイル』を命題とし、新旧の素晴らしさを兼ね合せ、常に一歩先を
見続ける「生産者応援型レストラン」を 30 店舗以上展開しているイートウォーク社の新業態。
オーナーシェフ渡邉明氏が考案したワインとよく合う様々な料理を、カジュアルなスタイルで楽しめるお店が
誕生します。 “畑の伝道師”だからこそできる、厳選した新鮮野菜をふんだんに使ったアンティパストやグリル
料理と、豊富な種類のワインをお楽しみいただけます。ＮＹの開放的なダイニングバーを彷彿させる空間で、
ＡＷならではの素材にこだわった料理の数々を是非お召し上がりください。

NEW OPEN 7/11(金)
RIBLAB KITCHEN (リブラボキッチン)
【バル＆ダイニングバー】
RIBLAB KITCHENが提供するのは、ＮＹ的異文化ミックスを堪能する『EAT’ERTAINMENT=RIBLAB流・食の
エンターテイメント』です。キーワードは『ＥＮＪＯＹ！』。ＮＹ・ブルックリンをイメージした、“古さ”と“モダン”が
絶妙にミックスされた店内は、街場の飲み屋をＮＹ流に表現し、多くの人々がくつろぎ、楽しみ、癒される
空間となっています。「今日はどの味にしよう？」と選ぶ楽しみのある様々なフレーバーで味わえる、名物
「手づかみスペアリブ」をメインに、生ハムやピッツァなど、こだわりと大人の遊び心をお楽しみいただけます。

NEW OPEN 7/11(金)
Belgian Beer Café Leuven（ベルジアンビア・カフェ ルーヴェン）
【ベルギービールレストラン】
ニューヨークで話題のエリアにも近日オープンする「Belgian Beer Café」。正統派ベルギー・カフェを体験
できる、世界最大のビール醸造企業ABInBev社の公認ブランドです。
50種類以上の歴史の深いベルギービールと伝統的なベルギー料理のマリア―ジュを、本物のアンティーク
インテリア空間で味わうことにより、“リアルヨーロッパ”を体験いただけます。ベルギービールサービング
コンテスト世界大会に出場したドラフトマスターが、泡まで美味しい樽生ビールを注ぎます。

RENEWAL OPEN 6/30（月)
Grand Central Oyster Bar & Restaurant
（グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン）
【オイスターバー＆レストラン】
ニューヨークで創業100年の歴史を誇るオイスターバー＆レストランが、
装いを新たにリニューアルオープン。“古き良きアメリカの雰囲気”を感じさせる
ニューヨーク本店さながらのドーム型天井のダイニングや開放的なテラス席は
そのままに、バーカウンターなどを一新し、様々な用途に合わせてご利用いただけます。
一年を通じて新鮮な生牡蠣とシーフードをニューヨークの老舗の雰囲気が漂う空間で
お楽しみください。
RENEWAL OPEN 4/26(土)
TRIBECA（トライベッカ）
【ライブミュージック＆レストラン】
プロのアーティストによる生演奏が楽しめるイタリアンレストランのＴＲＩＢＥＣＡが
リニューアルし、大人がカジュアルに楽しめるＢＡＲスペースが登場。洗練された
大人が上質な“食と音楽”を求めて集うＮＹトライベッカ地区。この街をコンセプトとした
店内では、生演奏を聞きながら創作イタリアンをお楽しみいただけます。洗練された
大人の空間を心ゆくまでお楽しみください。
RENEWAL OPEN 6/25(水)
つばめ KITCHEN (つばめキッチン)
【洋食】
ニューヨーカーに愛される老舗の洋食店をイメージし、オープン以来、幅広い層の
お客様から親しまれている、つばめＫＩＴＣＨＥＮがリニューアルオープン。
食材の“鮮度”と、保存料を使わずに調理する“手間”にこだわり、「本物のおいしさ」を
追求してきた“老舗つばめ”が、ワインやビールに合うメニューを新たなスタイルで提案
いたします。ランチはもちろん、充実したディナータイムを楽しみながら、家族や友人、
大切な人々とお過ごしください。

RENEWAL OPEN 7 月予定
MONDE BAR

(モンドバー)

【オーセンティックバー】
銀座８丁目の老舗バーの直営店、モンド バー。練達のバーテンダーが、新設した
バーカウンターとともにお出迎えいたします。300種を超す世界のお酒と、厳選した
食材で手間ひまかけて作る料理の数々をご提供するオーセンティックバーです。
軽いおつまみから、自家製のハムや最高級の和牛を使った肉料理、新鮮な魚介
料理まで落ち着いた空間でお楽しみいただけます。

RENEWAL OPEN 7/11(金)
Foot Therapy (フットセラピー)
【ビューティーリラクゼーションサロン】
アジアの伝統的な美容健康療法をメニューとした“ビューティーリラクゼーション
サロン” Foot Therapy が、リニューアルオープン。
オリエンタルな雰囲気の落ち着いた空間の中で、台湾伝統のしっかりと効く
『台湾式足裏健康法』や、骨を整えて身体の内側からキレイにする韓国伝統の
『コルギ美容法』など、アジアのトラディショナルセラピーを提供いたします。
RENEWAL OPEN 7/11(金)
NAILSTATION Very (ネイルステーション ヴェリー)
【ネイルサロン】
「その先の美しさ」をコンセプトに、丁寧なサービスでお客様ひとりひとりに合わせた
メニューを提案いたします。ネイルケア（ハンド～フット）やジェルネイルはもちろん、
各種トリートメントなど豊富なメニューを取り揃えています。
リフレッシュした空間の中で、至福のひとときをお過ごしください。

～以下の 2 ショップは引き続き営業しています～
el caliente (エル カリエンテ)
【モダン メキシカン】
昨年 4 月にオープンしたメキシカン料理を楽しめる el caliente は、オープン以来、
多くのお客様で賑わいを見せています。
ＮＹでも人気の高いメキシカン。遊び心いっぱいに仕上げたフレッシュワカモレや
ファヒータを、種類豊富なメキシカンビールと一緒にお楽しみいただけます。
気軽に立ち寄れるバーラウンジや開放感のあるメインダイニングの他に、
中南米のリゾートを彷彿とさせるオープンテラスが人気です。

ｔhe ZEN（ザ ゼン）
【焼酎バー&ダイニング】
ニューヨークにある隠れ家的な日本料理店をコンセプトに、10 年を迎えた the ZEN。
ビジネスパーソンに欠かせない大人の空間で、素材にこだわった本格的な日本料理と
焼酎を中心とした 300 種類以上のバラエティ豊かなお酒をご用意しております。
料理長の技が冴える料理の数々を心ゆくまでご堪能ください。

～4 月オープン ショップリスト～
ショップ名

No

1

TRIBECA

トライベッカ

会社名
(株)クロスパティオ

業種
ライブミュージック&レストラン

営業時間

11:00
～24:00

オープン日
4/26（土）

～6 月オープン ショップリスト～
ショップ名

No

2

3

つばめ KITCHEN

つばめキッチン

Grand Central

グランド・セントラル・

Oyster Bar & Restaurant

オイスター・バー＆レストラン

会社名

業種

営業時間

11:00

(株)つばめ

洋食

(株)WDI JAPAN

オイスターバー&レストラン

～24:00
11:00
～24:00

オープン日
6/25（水）

6/30（月）

～7 月オープン ショップリスト～
ショップ名

No

会社名

NEW OPEN

4

Sarabeth’s

5

RIBLAB KITCHEN

業種

(株)WDI JAPAN

リブラボキッチン

(株)ポトマック

バル&ダイニングバー

(株)アクアプランネット

ベルギービールレストラン

ベルジアンビア・カフェ

モダン・ニューヨーク・ビストロ

6

Belgian Beer Café Leuven

7

Foot Therapy

フットセラピー

フットセラピー㈱

8

NAILSTATION Very

ネイルステーション ヴェリー

べレックス㈱

ネイルサロン

9

MONDE BAR

モンドバー

(有)モンドバー

オーセンティックバー

ルーヴェン

オープン日

9:00

ベーカリー&

サラべス

NEW OPEN

NEW OPEN

営業時間

～24:00
11:00
～24:00
11:00
～24:00

7/11(金)

11:00

ビューティー
リラクゼーションサロン

～22:00
11:00
～22:00
11:00
～24:00

7 月予定

～8 月オープン ショップリスト～
ショップ名

No

会社名

業種

NEW OPEN

10

AW 55

エーダブリュ ゴーゴー

(株)イートウォーク

グリル&バー

営業時間

11:00
～24:00

オープン日
8/1（金）

※4Ｆでは上記ショップの他、モダンメキシカン「el caliente」、焼酎バー＆ダイニング「ｔhe ZEN」が引き続き営業しています。

■施設概要
施

設

名 ： アトレ品川

所

在

地 ： 〒108-0075 東京都港区港南 2-18-1

電 話 番 号 ： 03-6717-0900㈹
営 業 時 間 ： 7:00～24:00 ※店舗によって異なります
開

業 ： 2004 年 3 月

構

造 ： 鉄骨造 一部 鉄骨鉄筋コンクリート造

階

数 ： 地上4階

延 床 面 積 ： 9,772㎡
店 舗 面 積 ： 5,046㎡ ※2014年8月時点

■SC運営会社概要
名
所

称 ： 株式会社アトレ
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 ： 菊池眞澄

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、アトレ川崎、アトレ品川 他

【本件に関するお問合せ先】
株式会社アトレ
総務部 広報室 担当：牧野
makino@atre.co.jp

TEL：03-5475-8520
FAX：03-5475-8517
〒150-0013 渋谷区恵比寿 4-1-18 恵比寿ネオナート 6F

※パース画像・ショップ画像は jpg データでご用意がございます。

