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株式会社アトレ

<PRESS RELEASE>
報道関係者各位

「日々を彩り・和を育む」
アトレ浦和『West Area』が贈る
日々の生活を豊かに彩る２１ショップをご紹介！
２０１８年３月１６日（金）アトレ浦和『West Area』オープン！
株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：一ノ瀬俊郎）は、2018年3月16日（金）、
ＪＲ浦和駅に「アトレ浦和 West Area」をオープンします。
「West Area」は、ＪＲ浦和駅西口ビル（地上7階建）のうち、1階から4階にオープンする商業施設で、埼玉県初
出店4ショップ、新業態1ショップを含む21ショップが集まりました。
「日々を彩り・和を育む」をコンセプトに、自分だけの穏やかな時間を楽しんだり、心の充実を感じられる、居心
地の良い新たなコミュニティ空間を創出します。
「アトレ浦和 South Area・North Area」は、2015年11月25日にＪＲ浦和駅高架下にオープンしており、
今回のWest Areaのオープンに伴い、アトレ浦和の総ショップ数は51ショップになります。

＜2Ｆ エントランスイメージ＞

■アトレ浦和 ショッピングセンター(SC)コンセプト
「日々を彩り、和を育む」
毎日の彩ある生活をサポートし、浦和の街と共に育ちながら、
新たなコミュニティの場・知育の場を創造します

彩

和

育

上質な日常、季節感

浦和の街との調和
輪（コミュニティ）
わっ（驚き）

浦和の街と一緒に
育む新たな発見

■フロア概要
＜1Ｆ＞

さいたま市事業の中ノ島地下通路が整備され、地域の情報発信がされる1Fフロアには、浦和レッズ
オフィシャルショップ「浦和レッズ レッドボルテージ」がオープン。「サッカーのまち 浦和」と
「埼玉スタジアム２○○２」を結ぶ拠点として、ホームタウン浦和をさらに盛り上げていきます。

＜2Ｆ＞

ＪＲ浦和駅西口駅前広場に面した2Fフロアには、
浦和駅をご利用される方々のクイックニーズに対応し
たベーカリーカフェ「ブーランジェリー ブルディガラ
（埼玉県初出店）」やコンビニエンスストアの他、シ
ョッピングの途中でホッと一息つける外光たっぷりの
カフェ「キハチ カフェ（埼玉県初出店）」や、季節感
が楽しめ、ギフトニーズにも対応した食や雑貨のショ
ップなどが揃います。
＜2Ｆ 店内イメージ＞

＜3Ｆ＞

レストランフロアの3Fは、“寿司” ”とんかつ” ”中華”
”洋食”といった、幅広い客層に対応できる業態を集積。
ＪＡ全農ミートフーズ㈱の直営レストランの新業態「と
んかつ 豚肉お料理 純」 や「築地魚力（埼玉県初出店）
」をはじめ、お友達同士とのランチから、夜の会食、休
日の家族利用まで、様々なシーンにご利用頂けるショッ
プが揃います。

＜3Ｆ 店内イメージ＞

＜4Ｆ＞

サービスフロアの4Fは、美と健康を意識した、美容
室、エステ、ネイルサロン、リラクゼーションのほ
か、銀行や保険の相談サロンなどを展開し、地域の
皆さまの生活設計をサポートします。また、フロア
中心部には共用の休憩スペースも配置し、ちょっと
した時間消費や待ち合わせ場所としてもご利用いた
だけます。

＜4Ｆ 店内イメージ＞

■ショップリスト
フロア

ショップ名

会社名

業種

備考

1Ｆ

浦和レッズ レッドボルテージ

浦和レッドダイヤモンズ㈱

浦和レッズオフィシャルグッズ

2Ｆ

ニューデイズ

㈱ＪＲ東日本リテールネット

コンビニエンスストア

ＤＯＵ

㈱ＢＡＫＥ

どら焼き

埼玉県初

サンクゼール

㈱サンクゼール

グロッサリー・ワイン

アトレ初

IDEA SEVENTH SENSE

㈱イデアインターナショナル

ライフスタイル雑貨

キハチ カフェ

㈱サザビーリーグ

カフェ

john masters organics select

㈱ジョンマスターオーガニックグループ

コスメ

メルヴィータ

メルヴィータジャポン㈱

オーガニックコスメ

アトレ初

ブーランジェリー ブルディガラ

㈱トリコロール

ベーカリーカフェ

埼玉県初・アトレ初

宝くじ

㈱クロノス

宝くじ

ベーカリーレストラン サンマル
ク

㈱サンマルク

ベーカリーレストラン

とんかつ 豚肉お料理 純

ＪＡ全農ミートフーズ㈱

とんかつ

新業態・アトレ初

築地魚力

㈱魚力

寿司・海鮮料理

埼玉県初

京鼎樓

㈱デリコ・インターナショナル

小籠包カフェ＆レストラン

アトレ初

エステティックサロン ソシエ

㈱ソシエ・ワールド

エステティックサロン

埼玉りそな銀行

㈱埼玉りそな銀行

銀行業

リラクゼ

㈱ジェイアール東日本スポーツ

リラクゼーション

ヘアーサロン ソシエ

㈱ソシエ・ワールド

ヘアーサロン

アイビューティサロン ソシエ

㈱ソシエ・ワールド

美眉＆美まつ毛専門サロン

保険相談サロンＦＬＰ

㈱Ｆ.Ｌ.Ｐ

保険代理店

NAIL STATION

ベレックス㈱

ネイルサロン

3Ｆ

4Ｆ

プレミアサロン

地元企業・アトレ初

埼玉県初・アトレ初

地元企業・アトレ初

※ショップ名等は変更になる場合がございます。

■エリア配置図

＜配置図＞

■施設概要
■「アトレ浦和 West Area」施設概要
施 設 名： アトレ浦和 West Area
所 在 地： 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目16番12号
営 業 時 間： 物販 10：00～21：00 飲食 11:00～23:00
※一部、営業時間の異なるショップがございます。
沿

革： 2015年11月25日「South Area・North Area」開業

構

造： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階

数： 地上4階（ＪＲ浦和駅西口ビルは地上7階建）

5階～7階「ジェクサー・フィットネス＆スパ浦和」
延 床 面 積： 約4,200㎡

＜外観イメージ＞

店 舗 面 積： 約1,900㎡
店

舗

数： 21ショップ （South Area：25ショップ、North Area：5ショップ)
※本リリース時点ではNorth Areaは4ショップにて営業中です

駐 車 台 数： ＜南駐車場＞37台 ＜浦和パーキングセンター＞27台
駐 輪 台 数： ＜南駐輪場＞73台※自動二輪20台含む ＜北駐輪場＞459台
※駐車場・駐輪場は、高架下（South Area、North Area）と共用
■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丁目1番18号 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： 一ノ瀬 俊郎

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、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他
【本リリース及び掲載画像に関するお問い合わせ】
株式会社フルハウス 担当：近藤、田尾、日江井
TEL：03-5413-0384 ／ FAX： 03-3401-8085
E-mail： s.kondo@fullhouse.jp / k.tao@fullhouse.jp / s.hiei@fullhouse.jp

【アトレに関するお問い合わせ】
株式会社アトレ アトレ浦和店 担当：増田、山田
TEL：048-755-9130 ／ FAX： 048-881-1139
E-mail：masuda@atre.co.jp / y-yamada@atre.co.jp

