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2016 年 12 月 5 日（月）

アトレ大船
GRAND OPEN!!

Dila（ディラ）大船（運営：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 12 月 5 日（月）に、改装・店名変更のうえ、装いも新たに計 28 ショップの、「アトレ大船」とし
てグランドオープンいたします。
駅構内の環境を、アトレらしい快適で居心地の良い空間に大規模リニューアルし、お客さまによりわ
かりやすく、親しみやすく、ゆったりとした時間を過ごしていただけるような設えとした他、NEW SHOP
のオープン、一部店舗で改装・業態変更等を行います。
また、JR 東日本グループ共通ポイント「JRE POINT カード」および「アトレビューSuica カード（クレジ
ット付）」が各ショップでもお使いいただけるようになります。
どうぞご期待ください。

■アトレ大船 リニューアルコンセプト

『 Comfortable Port Ofuna 』
なにげに、気軽に、のんびりと。
毎日ふらっと、よりみちエキナカ
大船には、古都鎌倉・湘南の玄関口としての役割のほか、古くからの歴史を刻む寺院群や鎌倉
芸術館などがあり、「文化圏のハブ」としての高い文化の香りが漂います。その一方、大船駅前の商
店街などは下町のような賑やかさ・親しみやすさを感じさせ、「鎌倉市民の台所」であることも重要
な役割となっています。また、大船は横浜地区のベッドタウン的要素も兼ね備えていることから、日
頃の通勤通学シーンでは「地元に帰ってきたというほっと感・安心感」も醸成しています。
そんな大船の、毎日の暮らしに寄り添った駅だから、アトレ大船も、「毎日の暮らしに寄り添った、
便利なエキナカ」として、雰囲気も、品揃えも、営業時間も、ご利用の皆様に寄り添ってまいります。
■アトレ大船 リニューアルコンテンツ
・ 改札内がアトレらしい快適で居心地の良い空間に生まれ変わります。
過ぎ行く毎日の暮らしの中で、急ぐ足を休めてほっとひといきしたくなる…大船駅のエキナカを気持
ちやシーンの「スイッチ」としてご利用いただきたいという想いをこめて駅環境をリニューアルしました。
デザインコンセプトは『Daily Life meets “ Retro + Modern ”』。
南北連絡通路「センターアベニュー」を中心に、鎌倉・湘南の風土や歴史を感じさせるディティール
を織り込み、モダンとレトロ、アトレらしさが融合した、ただ通過するだけではなく、ついつい歩きたくな
るような散歩道を表現しました。
また、食料品ゾーン「フードスクエア」は、いつもの惣菜・スイーツにワンランク上のこだわりを持ち、
上質をふだん使いできるように環境面でも表現しています。

改札内南北連絡通路「センターアベニュー」 イメージ

・ アトレ・アトレヴィのご利用で、アトレ大船のご利用で、JR 東日本グループ共通ポイント「JRE POINT
カード」および「アトレビューSuica カード（クレジット付）」が、１２月５日より現 Dila 大船各ショップでも
お使いいただけるようになります。
（一部お使いいただけないショップがございます。）

JRE POINT カード／アトレビューSuica カード
（詳しくは アトレホームページ http://www.atre.co.jp/point をご覧ください。）
■NEW SHOP
1. La Quiche produced by Yoroizuka （カフェ・スイーツ） ≪エキナカ初出店≫
焼きたてキッシュの専門店です。直径７㎝のパイ生地の上に、様々な料理やスイーツを盛りつける
ことで、たくさんの種類を少しずつ食べられるのが魅力です。食事やおやつ、ワインのおともなど、時
間を問わずに食べられるキッシュをお楽しみください。

2.ニッポンスタンダード（物産品）≪神奈川県初出店≫
「ニッポンスタンダード」では、その地でしか収穫できないこだわりの素材を使った美味しい逸品、珍
しい逸品、味わいがあり使うほどに心地よさを感じる雑貨など、全国から選りすぐりの Made in
JAPAN を集めました。今まで知らなかったニッポンに出会えるかも知れません。

3.鶏三和（鶏惣菜）
明治 33 年に米穀及び雑穀・飼料商として創業し、昭和 8 年愛知県知多郡大高町に東洋一の規
模を誇る養鶏場を築き、以来「名古屋コーチン」とともに歴史を歩んできた鶏三和。贅沢な「名古
屋コーチン親子丼」、名古屋名物「手羽唐」を始め、鶏肉本来の味と美味しさをお楽しみください。

4.築地 すし兆（寿司）≪神奈川県初出店≫
〔イートインコーナー〕では、「寿司の原点」ともいえる「立食カウンター」で本格的な江戸前すしの握り
たてを１貫から召し上がっていただけます。〔テイクアウトコーナー〕では、鮮度が自慢の「盛合わせ
すし」をバラエティ豊富に取揃えています。築地をはじめ、全国有名産地から毎日届く“旬”の鮮魚
がおすすめです。

■オープニングイベント等
▪ カード入会特設カウンター
12 月 1 日（木）～2 日（金）、5 日（月）～9 日（金）14：00～18：00
※ JRE POINT カードはアトレ・アトレヴィ各店のショップでもご入会を受け付けております。
▪ アトレ大船オープン記念「ハッピーW ポイント」開催
12 月 5 日（月）～9 日（金） （5 日間）
JRE POINT カードをご利用いただくと通常 100 円（税抜）につき 1 ポイント（アトレビューSuica カード
でクレジット払いなら 3 ポイント）貯まるところ、この期間アトレ大船各店をご利用いただくと 100 円（税
抜）ごとに 2 ポイント（アトレビューSuica カードでクレジット払いなら 4 ポイント）が貯まります。
▪ アトレ大船オープン記念商品・ノベルティ等のご提供
アトレ大船の各ショップで限定商品やノベルティなどをご用意いたします（売切れ・品切れの際はご
容赦ください）。
■営業時間
営業時間はショップにより異なります。
※オープン当日、朝から各ショップ共に通常営業となります。オープニングセレモニーや先着プレゼン
ト等は実施いたしません。
■施設概要（2016 年 12 月時点）
【アトレ大船 施設概要】
所 在 地 ： 〒247-0006 神奈川県鎌倉市大船 1-1-1
営業時間 ： ショップにより異なります
開

業 ： 2006 年（現 Dila 大船）

構

造 ： 鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）

階

数 ： 地上 2 階（改札階：2 階）

店 舗 数 ： 28 ショップ
店舗面積 ： 1,539.38 ㎡
【アトレ大船 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 ： 石司 次男
事業内容 ： 駅ビルの管理及び運営等
運営施設 ： アトレ恵比寿、アトレ川崎、アトレ吉祥寺 他

■アトレ大船 ショップリスト
No.

ショップ名

業種

会社名

新店・改装等

1

神戸屋キッチンエクスプレス

ベーカリー・カフェ

株式会社神戸屋

2

ニューデイズ北口

コンビニエンスストア

株式会社ＪＲ東日本リテールネット

3

濱そば

そば

株式会社日本レストランエンタプライズ

リニューアル

4

ミニワン

ミニクロワッサン

株式会社ドンク

リニューアル

5

La Quiche produced by Yoroizuka

カフェ・スイーツ

株式会社ホットランド

エキナカ初出店

6

ブック エキスプレス

書籍

株式会社ＪＲ東日本リテールネット

7

ニッポンスタンダード

物産品

株式会社ＪＲ東日本リテールネット

8

TOKYO豚骨BASE

ラーメン

株式会社日本レストランエンタプライズ

9

神奈川県初出店

Soup Stock Tokyo

スープ

株式会社スープストックトーキョー

リニューアル

10

築地 すし兆

寿司

株式会社ちよだ鮨

神奈川県初出店

11

ほんのり屋

おにぎり・和惣菜

ジェイアール東日本フードビジネス株式会社 リニューアル

12

PAOPAO

中華惣菜・点心

明治屋産業株式会社

リニューアル

13

鶏三和

鶏惣菜

株式会社オールドリバー

ニューオープン

14

Green gourmet

惣菜

株式会社ロック・フィールド

リニューアル

15

ベジテリア

ジュースバー

株式会社ロック・フィールド

ニューオープン

16

eashion

惣菜

カネ美食品株式会社

17

カーニバル

グロサリー

株式会社リバティフィール

18

かまくらそば

そば

株式会社日本レストランエンタプライズ

19

ニューデイズミニ２号

コンビニエンスストア

株式会社ＪＲ東日本リテールネット

20

ニューデイズ南口

コンビニエンスストア

株式会社ＪＲ東日本リテールネット

21

大船軒

弁当

株式会社大船軒

22

HOKUO

ベーカリー

株式会社北欧トーキョー

23

ラヴァンデリ

サンドイッチ・カフェ

ジェイアール東日本フードビジネス株式会社 リニューアル

24

ベッカーズ

ファーストフード

ジェイアール東日本フードビジネス株式会社

25

大船軒（西口）

弁当・惣菜

株式会社大船軒

26

Discoat Petit

ファッション雑貨

株式会社パル

27

Maker's Shirt鎌倉

メンズ・レディスシャツ専門店 メーカーズシャツ鎌倉株式会社

28

シャン・ド・エルブ

コスメ・雑貨

【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社フルハウス
担当：橋本、日江井
s.hashimoto@fullhouse.jp
s.hiei@fullhouse.jp
TEL:03-5413-0267
FAX:03-3401-8085
〒107-8617 港区北青山 1-3-6

※各種画像データは jpg データでご用意がございます

株式会社アトレスティル

リニューアル

リニューアル

リニューアル

