PRESS RELEASE

2016.3.3

株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石司次男）は、2016 年 4 月 15 日（金）
AM10:00 に、ＪＲ恵比寿駅西口広場に面して「アトレ恵比寿西館」が全館一斉オープンいたします。
『La Patio(中庭) ～“わたし”と“街”とをつなぐ場所～』をコンセプトに、恵比寿居住のみなさまが
恵比寿での生活をより豊かに、より楽しむことのできる、場所を創出していきます。
屋上にはプラントハンター/そら植物園 代表 西畠清順氏による屋上ガーデンテラス 『アトレ空中
花園』 を開園し、都市の中で緑と風を感じることのできる憩いの場として日常的に人々が集う空間を
提供いたします。
新設される「西口連絡通路」では、JR 恵比寿駅と西口エリアを連絡通路でつなぎ、東口から西口
への回遊性を高めると共に、街の活気、アトレの活気を緩やかに取り込みます。“恵比寿”の街の玄
関口としてより多くのお客様に、アトレ恵比寿で過ごす時間の楽しさ・発見を提供します。
また、アトレ恵比寿本館はアパレルショップの新業態やセレクトショップ、アトレ自主編集一号店とな
る『Coutulife（クチューリフ）』などのニュー・リニューアルショップをむかえ大幅にリニューアルし、ます
ますショッピングが楽しくなる空間へと生まれ変わります。
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8F 屋上にはプラントハンター・そら植物園 代表 西畠清順氏によるガーデンテ
ラス 『アトレ空中花園』 を開園。シンボルツリーの樹齢 500 年のオリーブや見た
ことも聞いたこともない、世界中から集めてきた貴重な植物がお客様をお迎えし
ます。
春は心地よい陽ざしを受けながらの散策、夏は夜風に吹かれながらお酒を楽し
める、四季を楽しむ空間へ。青空のもと様々なイベントも開催予定です。
恵比寿での生活をより豊かに、より楽しみたい、恵比寿居住の皆様が日常的に
立ち寄ることのできる、人々が集う空間に育てていきます。

≪ロゴマーク≫
アトレ空中花園のシンボル
ツリーであるオリーブと
陽の光がモチーフ。

コンセプト
〜 日常 x 非日常 の花園 〜
私たちが日常的に行き交うアトレに、ちょっとだけ非日常を体感できるような空間があったなら。
そんな妄想から生まれたのがこの空中花園です。
そこには、まるで遠い昔に忘れ去られたかのような老木、西洋と東洋、熱帯や砂漠の植物、
枯れているのか生きているのかわからないもの、そして高山植物まで。
とにかく従来の屋上緑化というイメージに不釣り合いな大きさや形や種類の
植物たちが共存している、唯一無二の花園です。
この花園のどこかで寝そべっている「ゑびす天さま」に出会えたら、
なにか縁起がよいことが起きるかも。

▸▸▸ プロフィール
西畠清順/プラントハンター・そら植物園 代表
幕末より 150 年続く花と植木の卸問屋、花宇の五代目。日本全国、世界数十カ国
を旅し、収集している植物は数千種類。日々集める植物素材で、国内はもとより海外
からの依頼も含め年間 2,000 件を超える案件に応えている。2012 年、ひとの心に
植物を植える活動「そら植物園」をスタートさせ、植物を用いたいろいろなプロジェクト
を多数の企業・団体などと各地で展開、反響を呼んでいる。
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アトレ恵比寿西館開業を記念して、アトレ恵比寿でしか手に入れることができない限定アイテムをご
用意しました。恵比寿に訪れた記念やお土産にもぴったりです。

≪アトレ恵比寿コラボレート企画 限定アイテム≫
アトレ恵比寿オリジナルのパリジャン風「ゑびす様」イラストを制作。イラストを組み
込んだ、ラベルやパッケージを『恵比寿君嶋屋』『猿田彦珈琲』とコラボレート！

◆恵比寿君嶋屋
恵比寿満寿泉（日本酒） 3,240 円（税込）

※箱は別売り

日本を代表する吟醸蔵として知られる富山県桝田酒造店、大自然
豊かな立山の米と水を使い、アトレ恵比寿店のために特別に醸された
純米大吟醸酒。恵比寿の大人をイメージした芳醇な味わいです。
※数量限定となります。

◆猿田彦珈琲
恵比寿ブレンド 250g 1,695 円（税込） / 100g 799 円（税込）
※アトレ恵比寿限定パッケージ

なめらかな口当たり、甘い余韻。ナッツ、チェリー、シトラス、ミル
クチョコレートを思わせるフレーバー。 猿田彦珈琲の故郷である
恵比寿の街をイメージしたブレンド。 バランスが良く、優しく飲み
飽きない味わいを大切にしました。アトレ恵比寿限定パッケージで
お届けします。

≪アトレ恵比寿西館限定アイテム≫
◆ザ・ガーデン自由が丘

◆PEEK-A-BOO AVEDA

◆ル・グルニエ・ア・パン

賛否両論「笠原流彩り幕の内弁当」

オリジナルヘアギフト

バケットショコラ

1,380 円（税込）

6,264 円（税込） 限定 30 セット

648 円（税込） 各日 30 個

予約の取れない恵比寿の名店「賛否
両論」の味を贅沢に味わえるお弁当で
す。
厨房から出来たてをお届けします。

アヴェダの人気ヘアケア製品を、
オープン記念で限定数量のお得
なセットにしてご用意しました！

サロン ドゥ ショコラだけでしか購入で
きなかったバゲットショコラを特別に期
間・数量限定で販売！
※4/21 迄の販売となります。

※各日 20 個限定/正午より販売開始。
※日曜日の販売はございません。
※期間限定商品。販売終了期間はショップにお
問合せください。
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アトレ恵比寿西館の開業、及び本館リニューアルに向けて、2016 年 3 月 14 日（予定）～5 月迄の
期間限定の特設サイトを開設いたします。
『ショップラインナップ』の他に、アトレ恵比寿から発信される、オープンまでの裏側やアトレ営業部な
らではの情報等を特集した『atre JOURNAL』、「恵比寿」の街をクローズアップし、魅力的なスポットを
紹介する『EBISPOT（エビスポット）』、開業イベント情報等を発信していく『ＥＶＥＮＴ』ページなどを随時
更新していきます。

① アトレ恵比寿西館 ショップラインナップ
② アトレ恵比寿本館 NEW＆RENEWAL ショップラインナップ
③ atre JOURNAL
アトレ恵比寿営業部から西館開業や本館リニューアルの裏側など、運営サイドならではの情報をご紹
介していきます。

④ EBISPOT
【 EBISU + SPOT = EBISPOT 】「恵比寿」の街には見どころがいっぱい！オシャレなお店やディープな
ところまで、恵比寿に勤務している方々だからこその「恵比寿」の魅力をお伝えしていきます！今回ご
協力いただいた方々は『地域ジャーナル「恵比寿新聞」代表の高橋編集長』、『ＪＲ恵比寿駅長』、
『恵比寿ガーデンプレイスの素敵な営業ご担当者様』等、恵比寿大好きな方々にご登場していただ
きサイトを盛り上げていきます。

⑤ EVENT
開業を記念して様々なイベントを企画してまいります。日程や内容の詳細をチェックできるとともに、イ
ベント実施後のレポートをＵＰしてまいります。

URL http://www.atre.co.jp/cam/1603/

QR コード

※3 月 14 日（月）～公開予定

＜サイトイメージ＞
※デザインは変更の可能性があります。
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アトレ恵比寿では西館開業＆本館リニューアルを記念し、様々なイベントを企画いたします。
「恵比寿」の街が今まで以上に輝くように、新しい発見や驚きを体験し、「恵比寿」の街を楽しんでくだ
さい。

SPECIAL EVENT １
そら植物園 代表 プラントハンター「西畠清順 氏」 × 株式会社ポトマック
代表取締役「金指光司 氏」

開業記念トークショーを開催！

アトレ恵比寿西館 8F「アトレ空中花園」を監修する、プラントハンター西畠清順氏。8F レストラン「シロ
ノニワ」を運営する㈱ポトマック 代表取締役 金指光司氏。お二方を招き、アトレ恵比寿西館オープ
ンを記念したトークショーを開催。
トークショー終了後は、西畠さんとの撮影会も開催！
日程：4 月 16 日（土）

※詳細は特設 HP にて随時公開いたします。

会場：アトレ恵比寿西館 8F「アトレ空中花園」

×
そら植物園 代表 プラントハンター

株式会社ポトマック

西畠清順 氏

代表取締役 金指光司 氏
一つのブランドに固執しない多彩なカフェ・レスト
ランブランドを生み続け、関東・関西他にて現在
69 店舗（2016 年 2 月時点）を構える。

花と植木の卸問屋「花宇」の５代目であり「ひとの心に植物を
植える」活動「そら植物園」の代表を務めるプラントハンター。

SPECIAL EVENT 2
植物が共存する唯一無二の楽園「アトレ空中花園」、期間限定で『恵比寿駅３Ｆコ
ンコース』に出現！！
アトレ恵比寿西館 8F「アトレ空中花園」の空間が、期間限定で『恵比寿駅 3Ｆコンコース』に現れます。
四季を彩る生花・グリーンに変わり、この期間だけは非日常を感じる植物空間をお楽しみください。
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SPECIAL EVENT 3
ライフスタイルファッション誌『FRaU』×アトレ恵比寿 presents！！
ファッションディレクター 三浦大地 氏 × スタイリスト 山脇道子 氏
ファッショントークショー開催
日程：5 月 13 日（金） 予定
会場：アトレ恵比寿本館 4F フォンテーヌ広場
※詳細は特設 HP にて随時公開いたします。

三浦大地 Daichi Miura

山脇道子 Michiko Yamawaki

1983 年 11 月 27 日生まれ
ファッションデザイナー、アートディレクター、イラストレ
ーター、
クリエイティブディレクターetc.……。
肩書きという枠を超えて多方面で活躍する今注目の
マルチクリエイター。
2011 SPRING&SUMMER よ り 、 自 身 の ブ ラ ン ド
「Dosqa Tokyo」を発足。
2015 年 11 月、ワークスタイルブック「DESIGN DRAW
DIRECT」を出版。

2004 年 スタイリスト白幡啓氏に師事
2006 年 スタイリストとして活動開始
2007 年 「ＬＯＶＡＢＬＥ」所属
数多くの女性誌、広告で活躍中のスタイリスト。シンプル
な中にもエッジを効かせたスタイリングは、モデルやタレン
トからの支持も厚く、写真集やフォトブックなども多く手掛
ける。また、本人を取り上げる特集記事や連載も人気で、
2014 年 10 月 に は 初 の ヴ ィ ジ ュ ア ル ブ ッ ク 「 DAY
DREAMER」（主婦と生活社刊）を出版。その世界観で
Instagram（@michikoooo）でも多くのフォロワーから支持を
集めている。

×

SPECIAL EVENT 4
les mille feuilles de liberte（レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ）/アトレ恵比寿西館１F
Ｏｎｅ ｏｆ Ｌｏｖｅプロジェクト マリルージュの日 スペシャルイベント開催！
「Ｏｎｅ ｏｆ Ｌｏｖｅプロジェクト」が品種改良から携わり誕生した赤バラ「マリルージュ」。
このマリルージュをより多くの方々に知っていただくために毎月 21 日が「マリルージュの日」となりました。
それを記念して、フラワーショップのレミルフォイユ ドゥ リベルテにてマリルージュ限定商品を販売い
たします。
事前にマリルージュ限定商品の引換券をご購入の方には、下記日程にてスペシャルゲストから手渡
しする限定イベントを開催します。マリルージュ限定商品はイベント当日も販売致します！
≪ショップ内イベント≫
日程：4 月 21 日（木）18:00～20:00 予定
会場：アトレ恵比寿西館１F レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ ショップ店内
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SPECIAL EVENT 5
よみうりカルチャー恵比寿 『アトレ恵比寿西館オープン記念講演会』
アトレ恵比寿本館７F「よみうりカルチャー恵比寿」において、アトレ恵比寿西館オープン記念となる泉
麻人特別講演「恵比寿いま昔」を開催。80 年代後半から四半世紀、恵比寿で長らく仕事をしていた、
街のコラムニストで有名な泉麻人さんが恵比寿や近辺の街を中心に、当時の様子からこれまでの移
り変わりを、楽しいエピソードを含めつつ、歴史や魅力を語る。

日程：4 月 29 日（金）13:00～14:30
会場：アトレ恵比寿本館７F よみうりカルチャー恵比寿
コラムニスト：泉麻人 氏
受講料：一般・会員ともに 3,240 円（税込）
問合せ先：よみうりカルチャー恵比寿（TEL 03-3473-5005）

SPECIAL EVENT 6
アトレ恵比寿・西館開業記念
VANTAN × ROOTOTE × アトレ恵比寿

限定コラボトートバッグプレゼン

ト！！
「恵比寿」エリアに拠点を置く企業とのタイアップ企画。今回、1965 年の創立以来、クリエイティブ分
野に特化して人材の育成を行っている専門スクール「バンタンデザイン研究所」と、代官山にフラッグ
シップショップを構え、「楽しいお出かけ！～Fun Outing！～」をコンセプトに展開するトートバッグ専門
ブランド「ルートート」と、「アトレ恵比寿」のコラボレートトートバッグを制作しました。
グラフィックデザインはバンタンデザイン研究所デザイン学科 森岡陽水（モリオカ アキミ）さんが手掛
けます。このオリジナルノベルティをアンケートご記入特典としてプレゼントいたします。
日程：4 月 15 日（金）～ ※先着順、無くなり次第終了
備考：アンケートはアトレ恵比寿・アトレビューSuica カード特設カウンターにて実施いたします。
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恵比寿での生活が楽しく充実できるショップラインナップ。デイリーに毎日の食や、上質なライフスタ
イルをアトレ恵比寿西館は提案いたします。
TOPIC １

ザ・ガーデン自由が丘

/ スーパーマーケット

B1F

B1F には毎日の上質な食ニーズにこたえるスーパーマーケット
『ザ・ガーデン自由が丘』が出店します。
「食」を通じて楽しさや喜びを感じ、健康を実現しようとする都市生活者のために、
「安全安心」「旬のおいしさ」にあくまでもこだわりながら、国内はもとより世界各国
からバラエティあふれる食品、商材をいち早く導入し、きめ細やかなサービスと
共にお客様にご提供いたします。

TOPIC 2

SHAKE SHACK（シェイク シャック）

/ ハンバーガーレストラン

１F 正面に出店するのはニューヨーク発のハンバーガーレストラン
『シェイクシャック』。昨年の 11 月、日本一号店を外苑前に出店。
アトレ恵比寿西館では、国内二号店目の出店です。
ニューヨーク発のハンバーガーレストラン。ホルモン剤を使わないアンガス
ビーフ 100％のハンバーガーやホットドッグ、クリンクルカットのポテトフライなど、
厳選食材の個性溢れるメニューが楽しめます。恵比寿店限定メニューもご用
意しております。

TOPIC 3

猿田彦珈琲

/ カフェ

１F

地元 恵比寿で愛されるカフェ『猿田彦珈琲』をもっと手軽に。
出勤前、電車に乗る前のちょっとした時間にも立ち寄りやすい 1F
に出店します。
「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」を目指して最高品質のスペシャルティ
コーヒーを使用しています。それぞれの豆が持つ個性・魅力を最大限に引き
出すために焙煎から抽出までこだわり、ホスピタリティをのせた１杯をご提供し
ます。
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1F

TOPIC 4

2F 株式会社マッシュホールディングスによるフロアプロデュース

2F には㈱マッシュホールディングスによるトータルプロデュースの
ショップがラインナップします。オーガニックコスメ「コスメ キッチン」
やコスメ キッチンのカフェ新業態となる『コスメキッチン アダプテ
ーション』が出店します。その他、「W＆E」「ミラ オーウェン」等の
レディスファッションも取り揃えます。

TOPIC 5

3F 株式会社ジュンによるフロアプロデュース

3Ｆには株式会社ジュンによるトータルプロデュースのショップ
がラインナップします。山本宇一氏がプロデュースするビストロ・
カフェ『SAN TROPEZ』が新業態としてオープン。その他に、
「ADAM ET ROPÉ」
「ROPÉ」
「Adam et ropé Le Magasin」
等、レディスファッション・雑貨も取り揃えます。

TOPIC ６

無印良品

/

生活雑貨

5F・6F

アトレ恵比寿本館から移転リニューアルオープン。２フロアと
なり、今まで取り扱いの無かった「MUJI BOOKS」も導入しま
す。
２フロアでの展開となり品揃えの幅が広がるとともに無印良品の最新の
サービスを導入。着心地の良いウェアや素材にこだわった食品。使い
勝手を考えてステーショナリーや家具まで、暮らしのすべてがそろいま
す。お客様とのコミュニケーションを強化して、無印良品の「今」を伝え
ていきます。

TOPIC 7

シロノニワ

/ シーフードレストラン

8F

アトレ空中花園のある 8F には恵比寿で人気のレストラン
の新業態『シロノニワ』。緑や風を五感で感じる空間でおい
しい料理をいただくという贅沢をかなえます。
恵比寿で人気の魚介レストラン”ビストロ・シロ”が進化。絶景のロケー
ションでお届けするシーフードレストラン＆ルーフトップバー。各国の
エッセンスを効かしてクリエーションした”タパススタイル”とシンプルに
素材を活かした”シーフード料理”が楽しめる。ワイン片手に友人・家族・
恋人と幸せを分かち合うダイニングレストランです。
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NO

ショップ名

業種

備考

01

SHAKE SHACK（シェイク シャック）

ハンバーガーレストラン

国内 2 号店目

02

les mille feuilles de liberte

フラワー

（レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ）

03

猿田彦珈琲

カフェ

駅ビル初出店

NO

ショップ名

業種

備考

01

Cosme Kitchen Adaptation

カフェ

新業態

（コスメキッチン アダプテーション）

02

Mila Owen（ミラ オーウェン）

レディスファッション

03

W&E（ダブリューアンドイー）

レディスファッション

04

Cosme Kitchen（コスメ キッチン）

オーガニックコスメセレクト

NO

ショップ名

業種

備考

01

SAN TROPEZ（サントロペ）

ビストロ・カフェ

新業態

02

ROPÉ（ロペ）

レディスファッション

03

ADAM ET ROPÉ（アダム エ ロペ）

レディスファッション

04

Adam et ｒopé Le Magasin

雑貨

（アダム エ ロペ ル マガザン）
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アトレ恵比寿本館へ →

西口連絡通路
（8:00～24:00）

NO

ショップ名

業種

01

バル マルシェ コダマ

洋惣菜・レストラン

備考

02

ル・グルニエ・ア・パン

ベーカリー・カフェ

03

成城石井

スーパーマーケット

04

Le Bar a Vin 52 AZABU TOKYO

ワインバー

駅ビル初出店

リカーショップ

駅ビル初出店

駅ビル初出店

（ル バー ラ ヴァン サンカンドゥアザブトウキョウ）

05

恵比寿君嶋屋

NO

ショップ名

業種

備考

01

無印良品

生活雑貨

移転オープン

NO

ショップ名

業種

備考

01

鼎泰豊 （ディン タイ フォン）

台湾点心料理

02

PEEK-A-BOO AVEDA

トータルビューティーサロン

（ピーク・ア・ブー アヴェダ）

NO

ショップ名

業種

備考

01

シロノニワ

シーフードレストラン

新業態

11

フロア

B1F

ショップ名

運営会社名

業種

営業時間

備考

ザ・ガーデン自由が丘

㈱シェルガーデン

スーパーマーケット

10:00～23:00

SHAKE SHACK（シェイク シャック）

㈱サザビーリーグ

ハンバーガーレストラン

10:00～23:00

les mille feuilles de liberte

㈱リベルテ

フラワー

10:00～21:30

猿田彦珈琲

猿田彦珈琲㈱

カフェ

8:00～23:00

みずほ銀行 ATM

総合警備保障㈱

ATM

三井住友銀行 ATM

総合警備保障㈱

ATM

セブン銀行 ATM

㈱セブン銀行

ATM

クレディセゾン ATM

㈱クレディセゾン

ATM

Cosme Kitchen Adaptation

㈱マッシュフーズ

カフェ

10:00～21:30

Mila Owen（ミラ オーウェン）

㈱マッシュスタイルラボ

レディスファッション

10:00～21:30

W&E（ダブリューアンドイー）

㈱マッシュスポーツラボ

レディスファッション

10:00～21:30

Cosme Kitchen（コスメ キッチン）

㈱マッシュビューティーラボ

オーガニックコスメセレクト

10:00～21:30

SAN TROPEZ（サントロペ）

㈱ジュン

ビストロ・カフェ

10:00～21:30

ROPÉ（ロペ）

㈱ジュン

レディスファッション

10:00～21:30

ADAM ET ROPÉ（アダム エ ロペ）

㈱ジュン

レディスファッション

10:00～21:30

Adam et ｒopé Le Magasin

㈱ジュン

雑貨

10:00～21:30

成城石井

㈱成城石井

スーパーマーケット

8:00～23:00

Le Bar a Vin 52 AZABU TOKYO

㈱成城石井

ワインバー

11:00～23:00

駅ビル初出店

ル・グルニエ・ア・パン

㈱日本ガストロノミー研究所

ベーカリー・カフェ

10:00～21:30

駅ビル初出店

バル マルシェ コダマ

㈱コダマ

洋惣菜・レストラン

10:00～23:00

恵比寿君嶋屋

㈱横浜君嶋屋

リカーショップ

10:00～21:30

駅ビル初出店

無印良品

㈱良品計画

生活雑貨

10:00～21:30

移転オープン

鼎泰豊 （ディン タイ フォン）

㈱アール・ティー・コーポレーション

台湾点心料理

11:00～23:00

PEEK-A-BOO AVEDA

㈱大国屋

トータルビューティー

10:00～21:30

国内 2 号店目

（レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ）

1F

駅ビル初出店

月～金：8:00～
23:00
土：8:00～22:00
日：8:00～21:00
月～土：8:00～
23:00
日：8:00～21:00

8:00～23:00
8:00～23:00
新業態

（コスメキッチン アダプテーション）

2F

3F

新業態

（アダム エ ロペ ル マガザン）

4F

5.6F
7F

（ル バー ラ ヴァン サンカンドゥアザブトウキョウ）

（ピーク・ア・ブー アヴェダ）

8F

シロノニワ

サロン
㈱ポトマック
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シーフードレストラン

11:00～24:00

新業態

今春のリニューアルでは、男性・女性問わず幅広いお客様に向け上質で多彩なスタイルを提案す
るメンズ・レディスのセレクトショップや、洗練された大人の女性に向けたファッション・雑貨・コスメに加
え、くつろぎの時間を提供するカフェ等のショップをラインナップしています。

≪メンズ・レディスファッション≫
今までにアトレ恵比寿にはなかったメンズ・レディスファッションのセレクトショップが、4F イーストサイドに
登場。女性がショッピングを楽しめるだけではなく、新たに男性自身も楽しめるショップラインナップとな
ります。
TOPIC １

BEAMS /メンズ・レディスファッション

4F

〈BEAMS〉や〈Ray BEAMS〉〈BEAMS BOY〉などのビームスのカジュアルレー
ベルを取り揃え、定番アイテムから旬なセレクトアイテムなどウエアにとどまら
ずアクセサリーや雑貨など豊富なラインナップをご用意いたします。世代や
性別を問わずにお買い物をお楽しみいただけます。

TOPIC 2

SHIPS /メンズ・レディスファッション

4F

国内外から厳選したブランドとオリジナルアイテムで構成した店内は、トラディ
ショナルな要素を今日的な形で表現した「STYLISH STANDARD」をコンセプ
トに、時代を感じながらも、こだわりのあるスタイルをご提案します。

TOPIC 3

LE TRIO ABAHOUSE /メンズ・レディスファッション

アバハウスインターナショナルから、メンズ＆レディスの新たなコンセプトショップ
「LE TRIO ABAHOUSE」が、新業態として首都圏初出店。メンズブランド「ABA
HOUSE」、レディスブランド「Rouge vif」の他、国内外のセレクトアイテムや特別
なコラボレーションアイテムを揃え、現代的で上品かつトレンド感のあるスタイル
を発信します。

13

4F

≪レディスファッション≫洗練された上質なファッションスタイル
アトレ恵比寿の大人な女性に向け、３F には「UNITED ARROWS WOMEN’S STORE」が出店。
5F にはアトレ初の自主編集アパレルセレクト「Coutulife（クチューリフ）」や「ANAYI」の新業態「essence
of ANAYI LUMIÈA」等が出店し、新しい恵比寿のスタンダードスタイルを提案していきます。

TOPIC 4

UNITED ARROWS WOMEN’S

STORE /レディスファッション

3F

「ユナイテッドアローズ」(UA)は日本の文化、伝統と西洋文化の融合をする
現代的解釈(トラッドマインド)で世界的な広い視野で適産・適選した商品を、
心地よさを追求した空間・環境と、高度に完成された接客とサービスでお客
様に提供することで、ファッションを通して新しい日本の生活文化の創造を
目指すセレクトショップです。

TOPIC 5

essence of ANAYI LUMIÈA /レディスファッション

5F

グローバルな視野を持つバイタリティー 溢れる女性たちへ。様々なエレ
ガンスを演出する ANAYI。今回は店舗デザインも新たにし、より上質な
空間で素材とディティールにこだわった新作をご紹介します。

≪ブランドコスメ≫
美のこだわりや意識が高い大人な女性に向けて、ブランドコスメを取扱う「イセタン ミラー メイク＆コ
スメティクス」が出店。アトレ恵比寿では、ファッションだけでなくコスメも含めたトータルな美の提案をし
てまいります。
TOPIC 6

イセタン ミラー メイク＆コスメティクス

/化粧品・雑貨

様々なブランドを１つのブースに一挙に展開することで、商品を自由に
選べる環境を実現。まずはカゴを取り店内を歩き回って気になる商品
は気軽に手に取って試してみてください。コスメと肌のプロ集団「イセタ
ンミラーガール」がアドバイスもいたします。ブランドに属さないイセタン
ミラーガールがお客様一人ひとりに合ったメイクやスキンケアを幅広い
ブランドの中からご提案します。
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５F

アトレ恵比寿西館へ↑

西口連絡通路
（8:00～24:00）

N０

ショップ名

業種

01

SHIPS（シップス）

メンズ・レディスファッション

02

LE TRIO ABAHOUSE(ルトリオ アバハウス)

メンズ・レディスファッション

4/1

新業態

03

INITIALE.L LOUNIE

レディスファッション

2/11

移転リニューアル

レディスファッションレディ
レディスファッション
スファッション
レディスシューズ

3/3

（イニシャル・ドット・エル ルーニィ）

04

LAGUNAMOON（ラグナムーン）

05

かねまつ

06

BLACK BY MOUSSY/PEGGY LANA

オープン日

備考

4/27

2/14

レディスファッション

3/5

リニューアル

（ブラックバイマウジー/ペギーラナ）

07

PAPILLONNER（パピヨネ）

ファッション雑貨

3/9

08

kate spade new ｙork

ファッション雑貨

4/1

アクセサリー・ファッション雑貨

4/27

移転リニューアル

（ケイト・スペード ニューヨーク）

09

CINEMA H.P.FRANCE
（シネマ アッシュ・ペー・フランス）

10

BEAMS（ビームス）

メンズ・レディスファッション

11

HARBS（ハーブス）

カフェ

12

BABYLONE（バビロン）

レディスファッション

15

4/27
4 月下旬以降

3/18

リニューアル

NO

ショップ名

業種

01

B-COMPANY（ビーカンパニー）

インテリア雑貨

3/3

02

イセタン ミラー メイク＆コスメティクス

化粧品・雑貨

4/22

03

PLAZA（プラザ）

インポート生活雑貨

4/22

移転リニューアル

04

ete（エテ）

アクセサリー

4/1

移転リニューアル

05

cui-cui（キュイキュイ）

アクセサリー

4/1

移転リニューアル

06

The Virgnia（ザ

レディスファッション

3/3

07

essence of ANAYI LUMIÈA

レディスファッション

4/1

新業態

アトレ自主編集

ヴァージニア）

オープン日

備考
移転リニューアル

（エッセンス オブ アナイ ルミエア）

08

Coutulife（クチューリフ）

レディスファッション

3/3

09

置地廣場

和雑貨

4/1

10

enherb（エンハーブ）

ハーブティー・アロマオイル

4/1

移転リニューアル

11

TiCTAC（チックタック）

時計

3/3

リニューアル

ショップ一号店目

N０

ショップ名

01

ＪＴＢ（ジェイティービー）

02

BRADELIS New York（ブラデリス

03
04

業種

オープン日

旅行代理店

4/1

ランジェリー・補整下着

4/1

てもみん

リラクゼーション

4/1

お直しコンシェルジュ ビック・ママ

お直し・鞄修理

4/1

ニューヨーク）
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備考

移転リニューアル

本館ショップリスト

フロア

3F

ショップ名

運営会社名

業種

UNITED ARROWS WOMEN’S STORE

㈱ユナイテッドアローズ

レディスファッション

4/1

BEAMS（ビームス）

㈱ビームス

メンズ・レディスファッション

4/27

SHIPS（シップス）

㈱シップス

メンズ・レディスファッション

4/27

CINEMA H.P.FRANCE

アッシュ・ペー・フランス㈱

アクセサリー・ファッション雑貨

4/27

LE TRIO ABAHOUSE(ルトリオ アバハウス)

㈱アバハウスインターナショナル

メンズ・レディスファッション

4/1

HARBS（ハーブス）

㈱重光

カフェ

kate spade new ｙork

㈱ケイト・スペードジャパン

ファッション雑貨

4/1

BABYLONE（バビロン）

㈱アダストリア

レディスファッション

3/18

リニューアル

PAPILLONNER（パピヨネ）

㈱パル

ファッション雑貨

3/9

移転リニューアル

INITIALE.L LOUNIE

アイア㈱

レディスファッション

2/11

移転リニューアル

LAGUNAMOON（ラグナムーン）

MARK STYLER㈱

レディスファッション

3/3

かねまつ

㈱かねまつ

レディスシューズ

2/14

BLACK BY MOUSSY/PEGGY LANA

㈱バロックジャパンリミテッド

レディスファッション

3/5

TiCTAC（チックタック）

㈱ヌーヴ・エイ

時計

3/3

リニューアル

enherb（エンハーブ）

㈱コネクト

ハーブティー・アロマオイル

4/1

移転リニューアル

置地廣場

㈱スズキヤ

和雑貨

4/1

Coutulife（クチューリフ）

㈱アトレ

レディスファッション

3/3

オープン日

備考

（ユナイテッド アローズ ウィメンズストア）

（シネマ アッシュ・ペー・フランス）

4F

新業態

4 月下旬以降

（ケイト・スペード ニューヨーク）

（イニシャル・ドット・エル ルーニィ）

リニューアル

（ブラックバイマウジー/ペギーラナ）

アトレ自主編集
ショップ一号店目

5F

PLAZA（プラザ）

㈱スタイリングライフ・ホールディングス

インポート生活雑貨

4/22

移転リニューアル

Ｂ－COMPANY（ビーカンパニー）

㈱ぶんご

インテリア雑貨

3/3

移転リニューアル

イセタン ミラー メイク＆コスメティクス

㈱三越伊勢丹

化粧品・雑貨

4/22

ete（エテ）

㈱ミルク

アクセサリー

4/1

移転リニューアル

cui-cui（キュイキュイ）

㈱colors

アクセサリー

4/1

移転リニューアル

The Virgnia（ザ

ヒロタ㈱

レディスファッション

3/3

㈱ファーイーストカンパニー

レディスファッション

4/1

ゴールドフラッグ㈱

ランジェリー・補整下着

4/1

ＪＴＢ（ジェイティービー）

㈱JTB 首都圏

旅行代理店

4/1

てもみん

㈱グローバルスポーツ医学研究所

リラクゼーション

4/1

お直しコンシェルジュ ビック・ママ

㈱ビック・ママ

お直し・鞄修理

4/1

ヴァージニア）

essence of ANAYI LUMIÈA

新業態

（エッセンス オブ アナイ ルミエア）

BRADELIS New York（ブラデリス
6F

ニューヨーク）
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移転リニューアル

JR 恵比寿駅の東西を接続する「西口連絡通路」を新設することにより、新しい歩行者動線を整備
し、回遊性向上と活性化を図ります。
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■施設概要
施 設 名 ： アトレ恵比寿 本館
所 在 地 ： 東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5
営 業 時 間 ： ショッピング/10：00～21：30 6F レストラン/11:00～23:00
※一部、営業時間の異なるショップがございます。
構
造 ： 鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）
階
数 ： 地上 7 階
延 床 面 積 ： 23,486 ㎡
店 舗 面 積 ： 10,127 ㎡
店 舗 数 ： 130 ショップ（リニューアル後）
施 設 名 ： アトレ恵比寿 西館
所 在 地 ： 東京都渋谷区恵比寿南 1-6 他
営 業 時 間 ： ショッピング/10：00～21：30 レストラン/11:00～23:00
※一部、営業時間の異なるショップがございます。
構
造 ： 鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）
階
数 ： 地上 9 階/地下 1 階
敷 地 面 積 ： 約 1,450 ㎡
延 床 面 積 ： 約 9,700 ㎡
店 舗 面 積 ： 約 4,950 ㎡
店 舗 数 ： 25 ショップ ※ATM 含む
駐 輪 台 数 ： 117 台
（共通）駐 車 台 数 ： 155 台 （アトレ恵比寿本館・西館合計）

■SC 運営会社概要
名
称
所 在 地
会 社 設 立
資 本 金
代 表 者
事 業 内 容
運 営 施 設

：
：
：
：
：
：
：

株式会社アトレ
東京都渋谷区恵比寿 4-1-18 恵比寿ネオナート 6Ｆ
1990 年 4 月 2 日
16 億 3 千万円
石司 次男
駅ビルの管理および運営等
アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

【本リリース掲載画像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

【本リリースに関するお問合わせ先】

担当：一色、日江井

株式会社アトレ

m.isshiki@fullhouse.jp
s.hiei@fullhouse.jp

アトレ恵比寿店 担当：渡邊、奥迫

TEL：03-5475-8501

〒150-0013 渋谷区恵比寿 1-5-5

TEL：03-5413-0287

【その他に関するお問合せ先】

FAX：03-3401-8085

総務部広報室 担当：梅村

〒107-8617 港区北青山 1-3-6

TEL：03-5475-8510

※パース、ロゴデータはご用意がございます。
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ebisu01@atre.co.jp
JR 恵比寿ビル 7F

kouhou@atre.co.jp

〒150-0013 渋谷区恵比寿 4-1-18

恵比寿ネオナート 6F

