<PRESS RELEASE>

2018年2月27日
株式会社アトレ

報道関係者各位

「アトレ浦和 West Area」
3月16日（金）AM11：00 GRAND OPEN！
オープニングイベントや注目ショップをご紹介！
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）AM11:00、
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。
また、地域情報の発信拠点を目指す「J:COM Saitama Studio」がNorth Areaに同時オープンします。
「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52ショップになります。
今回のグランドオープンでは、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や、
季節感が楽しめる食や雑貨のショップ、様々なシーンでご利用頂けるレストラン、美や健康を意識したショップが
オープン。地元企業や地産池消の商品展開を行うショップも導入し、地域の魅力を発信して、地域の皆様に新しい
価値を提供します。また、開業記念の限定商品の販売や、オープニングイベントも多数開催いたします。

＜アトレ浦和 West Area 開業ビジュアル＞

■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

■環境デザイン

■エリア配置図

■注目ショップ
地域の魅力を発信するショップが続々オープン
1Ｆ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」を盛り上げるとともに、地域情報も発信していきます。3Ｆのレストランフロアに
は、JA全農ミートフーズ㈱の直営レストラン「とんかつ 豚肉 お料理 純」が、彩の国で育った豚肉や野菜、
県産地酒をご提供します。また、North Areaに埼玉県初のJ:COMの公開スタジオ併設型ショップ「J:COM
Saitama Studio」が同時オープン。「埼玉密着・ご当地密着」をコンセプトに、番組収録や多彩なイベント
を開催します。West Areaオープンを記念し、West Areaの魅力をスタジオ生放送でお届け予定です。

浦和レッズ レッドボルテージ
（浦和レッズオフィシャルショップ）

とんかつ 豚肉 お料理 純（とんかつ）

J:COM Saitama Studio
（ケーブルテレビ窓口・イベントスペース・放送スタジオ）

埼玉県初・アトレ初のショップも多数出店。地域の皆様に新しい魅力を提供します
埼玉県初出店4店舗、新業態1店舗がオープン。料理人がプロデュースするカフェ「キハチ カフェ」、
生どら焼き専門店「ＤＯＵ」、イートインコーナーを併設したベーカリーカフェ「ブーランジェリー ブ
ルディガラ」等が埼玉県初登場。こだわりのショップが揃います。

DOU（スイーツ）

キハチ カフェ（カフェ）

ブーランジェリー ブルディガラ（ベーカリーカフェ）

■イベント情報
開業音楽Live『Live Life via LIVE MUSIC』
開業を記念し、素敵な音楽で開業を彩ります。
■日時：3月16日（金）
17：30・18：30・19：30（各回30分）
3月17日（土）・18日（日）・21日（水・祝）・24日（土）・25日（日）・31日（土）
14：00・15：00・16：00・17：00（各回20分）
■会場：JR浦和駅 東西連絡通路（アトレ浦和South Area メインエントランス前）
※お気軽にお立ち寄りいただけるスタンディングタイプのLIVEです。

オープニングセレモニー
オープン当日、3月16日（金）10：30より、アトレ浦和 West Areaメインエントランスにて、グランドオ
ープンを記念したオープニングセレモニー、テープカットを行います。4名のアーティストの生演奏でセレ
モニーを彩ります。オープニングの瞬間に多くの皆様にお立会いいただければ幸いです。
■出演アーティスト
鬼塚康輔（Sax）、田中幹人（Guitar）、豊田稔（Percussion）、中野悟朗（Pf、key）

■キャンペーン情報
JRE POINTカード新規入会キャンペーン
期間中、JRE POINTカード入会特設カウンターでJRE POINTカードに新規入会された先着3,000名様に
「アトレ浦和オリジナルルームスプレー」をプレゼントします。
■期間：3月16日（金）～3月25日（日）
■時間：10：00～20：30
※3月16日（金）11：00～22:00
※3月17日（土）～3月18日（日）10：00～22：00
■場所：アトレ浦和 West Area 3F 風の広場

LINE＠新規入会キャンペーン
期間中に新規お友達登録すると、先着6,000名様にアトレ浦和限定お買物券（500円）をプレゼントします。
■期間：3月16日（金）～3月25日（日）
■時間：10：00～20：30
※3月16日（金）のみ11：00～
■場所：①アトレ浦和 West Area 4F 光の広場
②アトレ浦和 South Area メインエントランス横

■サイト情報
アトレ浦和West Area 開業特設サイト
3月12日（月）10：00 開業特設サイトを開設します。
開業を記念したイベント情報や、各ショップの限定商品・サービスをご紹介します。
下記、URLをご参照ください。
http://www.ekipara.com/special/201803_atre/

■ショップ情報一覧
【1F】
地元企業・アトレ初
浦和レッズ レッドボルテージ＜浦和レッズオフィシャルグッズ＞
世界で一番レッズグッズが揃うお店です。お店の前に広がるサッカーストリート
と一緒にお楽しみ下さい。
【2F】
ニューデイズ＜コンビニエンスストア＞
ATMやコピー機のほか、挽き立てコーヒーやホットスナックが楽しめるイートイ
ンもございます。
埼玉県初

ＤＯＵ＜スイーツ＞
洋菓子のエッセンスを取り入れた、ふんわり生地に生クリーム、粒あん、もちも
ちの求肥を絶妙なバランスでサンドしたスイーツ。
アトレ初

サンクゼール＜グロッサリー・ワイン＞
食卓を彩るグロッサリーやギフト、おとうふドーナツ、立ち飲みバルではサンク
ゼールのワインが楽しめます。
IDEA SEVENTH SENSE＜ライフスタイル雑貨＞
毎日を愉しむ大人のギフトブティック。驚きと発見を集めた空間の中で、歓びあ
ふれるライフスタイルを提供します。
埼玉県初・アトレ初
キハチ カフェ＜カフェ＞
料理人がプロデュースするカフェ。スイーツやドリンクはもちろん、シェフズデ
ィッシュが楽しめます。

john masters organics Select＜コスメ＞
「地球に敬意を払うラグジュアリーなビューティーラインを」NYサロン発のオー
ガニックコスメランド。
アトレ初

メルヴィータ＜オーガニックコスメ＞
フランス発のオーガニック認証ブランド。1000種にのぼる天然素材から厳選し
た原材料を使用しています。
埼玉県初・アトレ初

ブーランジェリー ブルディガラ＜ベーカリーカフェ＞
厳選した小麦粉で作りあげる本格欧州パンや発酵バターの香り高いクロワッサン
などをお楽しみいただけます。
宝くじ＜宝くじ＞
地元スポット「つきのみやさま」のウサギさんパワーにあやかって「幸福」をあ
なたの手に！

■ショップ情報一覧
【3F】
ベーカリーレストラン サンマルク＜ベーカリーレストラン＞
店内で焼き上げたこだわりの焼きたてパンが食べ放題。相性抜群の料理とお楽しみ
下さい。
新業態

とんかつ 豚肉お料理 純＜とんかつ＞
彩の国黒豚をメインにJAの産地より上質な豚肉お料理を提供します。野菜や地酒も
埼玉県産にこだわります。
埼玉県初・アトレ初

築地魚力＜寿司・海鮮料理＞
毎日目利きにこだわり築地市場、他各産地より直送された旬の魚介。握り鮨をメイ
ンに様々な調理方法でご提供いたします。
アトレ初

京鼎樓＜小籠包カフェ＆レストラン＞
台湾で行列のできる小籠包の名店『京鼎樓』の味を日本で完全に再現。超薄皮の小
籠包と中華料理をどうぞ。
【4F】
エステティックサロン ソシエ＜エステティックサロン＞
ソシエのエステは完全個室制。フェイシャル～ボディまで全身を美しくするメニュ
ーをご用意しております。
地元企業・アトレ初

埼玉りそな銀行 プレミアサロンうらわ＜銀行業＞
プレミアムな空間で、専門の担当者がご相続や事業承継、資産活用などのご相談を
事前予約制にて承ります。
リラクゼ＜リラクゼーション＞
もみほぐしや整体、アロマなど豊富なメニューをご用意しています。個室空間で
ゆっくりとお寛ぎください。
ヘアーサロン ソシエ＜ヘアーサロン＞
人気のヘアスタイリングはもちろん、癒しのヘッドスパや頭皮・美髪ケア製品まで
各種ご用意しております。
アイビューティサロン ソシエ＜美眉＆美まつ毛 専門サロン＞
美眉スタイリングと美まつ毛エクステで、理想のアイビューティを叶える目元専用
サロンです。
保険相談サロンＦＬＰ＜保険代理店＞
生損保20社以上を取り扱っておりご相談は何度でも無料！お子様連れも大歓迎です
のでお気軽にご利用下さい。
NAIL STATION＜ネイルサロン＞
爪先からキレイを提案するネイルサロン。爪の表面を削らないパラジェル、シェラ
ックを導入しています。
地元企業・アトレ初

【3月16日 North Areaに同時オープン】
J:COM Saitama Studio＜ケーブルテレビ窓口・イベントスペース・放送スタジオ＞
TV番組の生放送・公開収録やイベント・物産展などを開催！J:COMサービスの体験
、申込みもできます。

■ショップリスト
フロア

ショップ名

会社名

業種

備考
地元企業・アトレ初

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

スイーツ

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

築地魚力

㈱魚力

寿司・海鮮料理

埼玉県初・アトレ初

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

プレミアサロンうらわ

埼玉県初・アトレ初

地元企業・アトレ初

■North Area 同時オープン
フロア
2F

ショップ名
J:COM Saitama Studio

会社名
㈱ジェイコムさいたま

業種
ケーブルテレビ窓口・イベント
スペース・放送スタジオ

備考
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。

■フロアＭＡＰ

■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㎡（アトレ浦和全体：約11,200㎡）

＜外観イメージ＞

店 舗 面 積： 約1,900㎡（アトレ浦和全体：約5,400㎡）
店

舗

数： 21ショップ

（South Area：25ショップ、North Area：6ショップ)
※本リリース時点ではNorth Areaは5ショップにて営業中です。
※グランドオープン時にはアトレ浦和の総ショップ数は52ショップです。

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

