PRESS RELEASE

2008.6.25

今日いちにちのはじまりに。 いつもの帰り道に。

アトレヴィ田端
GRAND OPEN ！！
2008 年 7 月 30 日（水） AM10：00
快適な時間を過ごせるライブラリーラウンジ、
誰とでも気軽に楽しめる飲食店など、
毎日をステキに彩る 13 ショップがオープンします。

JR 東日本グループで駅ビル「アトレ」を運営する、東京圏駅ビル開発株式会社（本社：東京都渋
谷区、代表取締役社長：今木甚一郎）は、JR 田端駅北口に、アトレの小規模タイプブランドである『ア
トレヴィ田端』を 2008 年 7 月 30 日（水）にオープンします。
『アトレヴィ』は、小規模タイプの『アトレ』として、より地域に密着した、コンパクトながらも上質なライ
フスタイルを提案しています。現在、秋葉原、信濃町、五反田の 3 店で営業しており、今回の田端開
業で 4 店目となります。
アトレヴィ田端は、『Be A Comfort！〜快適になろう 楽しく過ごそう〜』をコンセプトに、上質な日
常生活を支援する全 13 店舗、地上 3 階建ての駅ビルとして、新しく生まれ変わる JR 田端駅にオー
プン、田端エリアの新しいランドマークを目指します。

JR 田端駅、アトレヴィ田端外観イメージ

■ SC コンセプト
『 Be A Comfort！ ～快適になろう 楽しく過ごそう～ 』
人が集い、行き交う駅は、いわば街の玄関口であり、中心でもあります。
そんな、特別な場所を、さらに快適に、もっと楽しんでいただくための
新しい駅前ランドマークが誕生します。
緑豊かな憩いの広場、旬のカルチャーに出会えるステーションライブラリー、
おいしい食事や、素材を生かしたテイクアウトフード、こだわりの雑貨など、
多彩な 13 ショップが、毎日の暮らしを楽しく快適に彩ります。
今日いちにちのはじまりに、いつもの帰り道に、
ちょっとステキな、「おはよう」「おかえり」「またあした」。
ようこそ、『アトレヴィ田端』のある暮らし。

■ デザインコンセプト
『 Comfortable My Scapes 』
改札を出ると、目の前に広がる緑のパサージュ。
窓ガラスから差し込む光のベール。
ゆるやかな石畳のスロープ。
緑あふれる、見晴らしの良いガーデンテラス。
いつもよりちょっと贅沢な時間、
新しい路《みち》、新しい風景が、
『アトレヴィ田端』から広がります。

アトレヴィ田端エントランスイメージ

■ タウンストーリー
『文化あふれる街、田端』
芸術家たちに愛され数々の名作を生んだ、「田端」。
大正から昭和にかけて、文豪の芥川龍之介や室生犀星、画家の竹久夢二など、
日本を代表する文人、芸術家が好んで居を構え、
当時は‘文士村’という名で呼ばれていました。
昔の面影を残す細い路地裏に入れば、文人たちが愛した静寂を今なお味わうことができます。
また、「ポプラ坂」や「不動坂」など、坂が多い街としても有名で、
起伏に富んだ地形は散策にもおすすめです。
そんな街の記憶を受け継ぎながら、新たな田端の魅力を発信する『アトレヴィ田端』。
石畳の小道や緑に包まれるガーデンテラス、文化の香りに満ちたステーションライブラリーなど、
心地良い空間に、街の記憶の断片を見つけるのも楽しみのひとつです。
■ 参考情報
『JR 田端駅約 70 年ぶりの大リニューアル』
JR 東日本が推進している 21 世紀のあたらしい駅づくり「ステーションルネッサンス」の一環として、
JR 田端駅は約 70 年ぶりの大改修を行っています。
JR 田端駅のバリアフリー機能を充実させるため、新しく２基のエレベーター、
4 基のエスカレーターを設置し、７月下旬までに順次使用開始となります。
改札内にはクイックサービス型の飲食・サービス店舗が開業します。
（2008 年 3 月一部開業済）

混雑緩和のため、改札内外のコンコースを拡充し、
床や駅構内の天井を改良したことにより、より快適で明るい駅となり、
「アトレヴィ田端」とともに、新しい田端の街の魅力アップを目指します。

田端駅内部イメージ

■ フロアコンセプト

1F ： Life Passage （ライフパサージュ）

改札を出ると、
目の前に広がる緑のパサージュ。
光のベールが誘う、
ゆるやかな石畳の小道をのぼれば
色とりどりの食材が、
あなたを待っています。

2F ： Favorite Place （フェヴァリットプレイス）

豊かな緑に彩られた、
大人の隠れ家スペース。
お気に入りの場所で、
お気に入りのモノを見つける
ちょっと贅沢な時間をお楽しみ下さい。

3F ： Dining Street （ダイニングストリート）

丘の上にご用意した
見晴らしの良い特等席。
大切な人や気のおけない仲間と、
たまにはひとりでゆったりと。
おいしい食の寄り道としてお使い下さい。

■ ショップリスト

《1F：Life Passage ライフパサージュ》
1. アズ リーフ（ベーカリー） ジェイアール東日本フードビジネス㈱
営業時間：平日 AM7：00～PM10：00、土日祝 AM8：00～PM9：00
☆ 新業態
おいしいパンのある幸せな生活をご提案
パンを愉しむための‘something good（何かいいもの）’をテーマにした新業態ベーカリー。ブ
レッドジャーナリスト清水美穂子氏プロデュースのレシピを使用した、素材のおいしさにこだわった
石釜パンやバケット、サンドイッチやクロックムッシュのほか、パンと愉しめる自家製デリやサラダな
どもご用意。‘Life with Bread（パンのある生活）’をトータルにご提案します。

2. パティスリー ア・ラ・カンパーニュ（洋菓子） ㈱ハット・トリック
営業時間：AM10：00～PM10：00
フルーツたっぷりの神戸発パティシエスィーツ
1991 年に神戸で生まれたパティスリー。季節のフルーツと厳選素材を使い、パティシエのこだわ
りをぎっしり詰め込んだスィーツで人気のお店です。南仏プロヴァンスの片田舎をイメージさせる、
どこか素朴で可愛らしいスィーツたちを、ぜひご賞味下さい。
3. スープ ストック トーキョー（スープ・カフェ） ㈱スマイルズ
営業時間：平日 AM8：00～PM10：00、土日祝 9：00～PM9：00
席数：14 席 ※終日全席禁煙
素材にこだわった「無添加、食べるスープ」
化学調味料や保存料などの添加物を使用せず、食材本来が持つ旨みと風味を引き出したスー
プの専門店。具沢山、食べる感覚のスープは、カラダとココロにやさしいパーフェクトメニューです。
4. 成城石井（スーパーマーケット） ㈱成城石井
営業時間：平日 AM7：00～PM10：00、土日祝 AM8：00～PM9：00
グルメ派も認める世界の味のリトルワールド
「世界の食品を世界の街角の価格で」をコンセプトに、世界の味を豊富に取り揃えたクオリティス
ーパーマーケット。添加物を極力使用せず、製法にこだわった自家製惣菜やパン、ソーセージ、
デザートなどもご用意しています。

5. ニューデイズ（コンビニエンスストア） ㈱JR 東日本リテールネット
営業時間：平日 AM6：30～PM11：00、土日祝 6：30～PM10：00
忙しいあなたを応援する駅前コンビニ
会社に行く前、学校へ行く前、ショッピングに行く前に、「ニューデイズ」は便利なアイテムであなた
をサポート。「駅から始まる新しい毎日」をご提案します。
《2F：Favorite Place フェヴァリットスペース》

6＆7． TSUTAYA（2F：書籍、3F：レンタル DVD・CD） ㈱アンフォルマ
営業時間：AM9：00～AM0：00
最新のアート＆カルチャーを発信する‘ステーションライブラリー’
田端の風景を見晴らす開放的な 2F 書籍販売フロアには、話題の新刊はもちろん、トラベル、アー
トなど、専門性の高い書籍や雑誌を取り揃えています。店内のソファスペースや「ガーデンテラ
ス」では、お隣りの「スターバックス コーヒー」のドリンク持ち込みも OK！コーヒーを片手にくつろぎ
ながら、購入前の書籍の立ち読みならぬ‘座り読み’も OK です。
3F レンタル DVD・CD フロアでは、新作から旧作まで幅広い作品をラインアップ。気になる作品や
旬のカルチャーに気軽に出会えるステーションライブラリーへようこそ！
8. スターバックス コーヒー（カフェ） スターバックス コーヒー ジャパン㈱
営業時間：平日 AM7：00～PM10：00、土日祝 AM8：00～PM9：00
席数：36 席 ※終日全席禁煙
シアトル生まれのスペシャルティコーヒーストア
高品質のアラビアカ種のコーヒー豆から抽出したエスプレッソをベースにしたアメリカ シアトル生
まれのスペシャルティコーヒーストア。バラエティ豊かなドリンクやペストリー、サンドイッチなど楽し
めます。また、ご家庭でもお楽しみいただけるよう、コーヒー豆やコーヒー抽出器具、マグカップな
どのオリジナル商品もご用意しています。
9. ジョージズ（インテリア・雑貨） ㈱ジョージズファニチャー
営業時間：平日 AM10：00～PM10：00、土日祝 AM10：00～PM9：00
高感度なインテリア雑貨やギフトがいっぱい
見ているだけで思わず笑顔になる輸入雑貨や文具がずらり。‘bringing a smile’をテーマに、
暮らしを彩るおしゃれなインテリア雑貨、プレゼントにぴったりのキュートなパッケージアイテムをお
届けします。

10. シャン・ド・エルブ（化粧雑貨） 東京圏駅ビル開発㈱
営業時間：平日 AM10：00～PM10：00、土日祝 AM10：00～PM9：00
あなたの毎日に‘キレイ’と‘楽しい’をお届け！
女性のライフスタイルに欠かせないコスメや話題性のあるアイテムを、いち早くご案内。寄り道気
分で気軽に立ち寄れる女性の強い味方です。あなたにぴったりの‘キレイ’と‘楽しい’がきっと見
つかります。
◆ ガーデンテラス （＝ライブラリーラウンジ）
営業時間：平日 AM9：00～PM10：00、土日祝 AM9：00～PM9：00
※終日全席禁煙
緑に癒されながらリラックスしたひとときを
まるで自宅にいるように寛げる、パブリックスペース「ガーデンテラス」を 2F にご用意しました。‘ラ
イブラリーラウンジ’として、スィーツやデリなどを持ち込んで、TSUTAYA の購入前の小説や雑誌
をお楽しみいただけます。待ち合わせ場所としてはもちろん、仲間との憩いの場として、おひとりの
くつろぎのスペースとして、自分に合わせた使い方のできる、新しいコミュニティスペースが誕生し
ます。

ガーデンテラスイメージ

《3F：Dining Street ダイニングストリート》

11. パスタ カフェ カプリチョーザ（イタリア料理） ㈱WDI

☆新業態

営業時間：AM11：00～PM11：00（L.O PM10：30）
席数：50 席 ※終日全席禁煙
本場南イタリアの味をカジュアルに楽しむ
ボリュームたっぷりの本格パスタやピッツアで人気の「カプリチョーザ」から新コンセプトのショップが
登場！リーズナブルなドリンク、本格エスプレッソ、女性に嬉しい「健康ローカロリーメニュー」など
が豊富にラインアップ。ランチはもちろん、ティータイムやディナータイムを、おひとりさまでも気軽
にお楽しみいただけます。
す ん ど ぅ ぶ

12. 東京純豆腐（韓国鍋料理） ブラスアンドカンパニー㈱
営業時間：AM11：00～PM11：00（L.O PM10：30）
席数：35 席 ※終日全席禁煙
話題の韓国辛鍋‘スンドゥブ’が田端に登場
韓国生まれの旨辛豆腐鍋‘スンドゥブ’の専門店が、いよいよ田端に OPEN！オリジナルの旨味
調味料‘タテギ’とともに、あさり、海老、貝柱、油揚げ、出来立てのふわふわ自家製豆腐が入っ
たグツグツのお鍋は、一度食べたらやみつきになること間違いなし。選べる食材は 20 種類。行列
ができる話題の味を、ぜひご賞味下さい。
ひゃっかん

13. あぶりゃんせ百干 （和食・酒肴） ㈱ニユートーキヨー
営業時間：AM11：00～PM11：00（L.O PM10：30）
席数：54 席 ※ランチタイム全席禁煙
天然地魚の干物とこだわりのおばんざいで一杯どうぞ
昼は満足感と健康を考えた和定食を毎日ご用意。夜は厳選したお酒にぴったりの、天然地魚の
干物、手づくりにこだわったやさしい味のおばんざいをお楽しみいただけます。お仕事帰りや、仲間
との集いの場にふさわしい、心地よい活気と和みに満ちた雰囲気も魅力です。

ＪＲ田端駅は、毎日約 8 万 3,000 人の方々にご利用いただいています。
「アトレヴィ田端」は、田端近隣にお住まいの方はもちろん、田端駅をご利用される多くの方へ、
ゆったりとした快適な空間・時間を提供し、上質なライフスタイルを提案します。

■ アトレヴィ田端施設概要
施

設

名：

アトレヴィ田端

所

在

地：

東京都北区東田端 1 丁目 17 番 2 号

営 業 時 間：

1F/7 ： 00 〜 22 ： 00

2F/10 ： 00 〜 22 ： 00

3F/11 ： 00 〜 23 ： 00

※上記はコアタイム。店舗により時間が異なります。
構

造：

鉄骨造

規

模：

地上 3 階 延床面積 約 2,560 ㎡ 店舗面積 約 1,580 ㎡

店 舗 構 成：

全 13 店舗 （物販 8 店舗、飲食 4 店舗、サービス 1 店舗）

開

2008 年 7 月 30 日（水）

業

日：

売 上 想 定：

約 14 億 6 千万円

運

東京圏駅ビル開発株式会社 店舗マネジメント部

営：

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 4-1-18 恵比寿ネオナート 6F
TEL.03-5475-8300（代表）

■ 内覧会・オープニングセレモニーについて
＜内覧会＞ 7 月 28 日（月）PM2：00～PM8：00
日ごろからお世話になっている、報道関係各社のみなさまに『アトレヴィ田端』を一足早くご覧
いただきたく、7 月 30 日（水）のグランドオープンに先がけて、7 月 28 日（月）PM2:00 より、内覧
会を開催します。
ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、ぜひこの機会にご来場賜りますよう、心よりお待ち申し
上げております。 （なお、内覧会のご案内状は後日お送りさせていただく予定です。）

＜オープニングセレモニー＞ 7 月 30 日（水）AM9：40～ （AM10：00 グランドオープン）
グランドオープン当日、7 月 30 日（水）AM9：40 より、『アトレヴィ田端』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。
オープニングの瞬間に、多くのみなさまにお立会いいただければ幸いです。

【本件に関するお問合せ先】 ※パース、ロゴデータは jpg 画像でご用意がございます。

東京圏駅ビル開発株式会社

共同 PR 株式会社

営業部 プレス担当 担当：藤本、高木

第四業務局 担当：吉信、高瀬

fujimoto@tokyoken.com

a-yoshinobu@kyodo-pr.co.jp

TEL：03-5475-8520

TEL：03-3571-5238

ヨシノブ

FAX：03-5475-8517

FAX：03-3571-5360

〒150-0013 渋谷区恵比寿 4-1-18 恵比寿ネオナート 6F

〒104-8158 中央区銀座 7-2-22 同和ビル

