2020年11月18日
株式会社アトレ

<PRESS RELEASE>
報道関係者各位

アトレ恵比寿から素敵なクリスマスをお届け！
誕生80周年「トムとジェリー」とのコラボキャンペーンや
SNSプレゼントキャンペーンを11月20日（金）から開催！
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)はアトレ恵比寿(所在地：東京都渋
谷区)にて、11月20日(金)～12月25日(金)の期間中、「Happy Christmas to you!」と題し、クリスマス
キャンペーンを開催します。
“クリスマスも、普段の毎日も。” あなたにとって今日がちょっぴり特別でかけがえのない1日になりま
すように。ひとりひとりのハッピーなモノ・コトが見つかるアトレ恵比寿から素敵なクリスマスのひとと
きを贈ります。メインビジュアルは、女性らしくファッショナブルなイラストに定評があるイラストレー
ターNozomi Yuasa氏のオリジナルイラストで、コンコースや館内に華やかなクリスマスを演出します。
また、今年で誕生80周年の人気アニメーション「トムとジェリー」とのコラボレーションやSNSキャン
ペーンも実施します。

メインビジュアル イラストレーター
Nozomi Yuasa
水彩絵の具や万年筆を使用した、女性らしくファッショナブル
なイラストに定評があり、さまざまなブランドとのコラボレーシ
ョンを展開。近年では植物や野菜などを組み合わせたミクス
ドメディアアートの制作にも精力的に取り組み、国内外から注
目を集めている。2019 年からはニュージーランドへ活動拠点
を移し、世界的に活躍の場を広げている。
Instagram @joetonozomi

■キャンペーン①

４週連続公開！クリスマス特設サイト How to 動画配信！
期間中、各種キャンペーン・イベント情報をご覧いただける特設サイトを開設します。更に４週連続で
『クリスマスがもっと楽しくなるHow to 動画』を公開します。素敵なおうちクリスマスを過ごすための
ヒントが詰まったHow to動画をお楽しみください。

※特設サイト：https://event.atre.co.jp/ebisu/?cd=000075 (11/20公開)

<PRESS RELEASE>
■キャンペーン②

誕生80周年！全世代から愛される「トムとジェリー」とコラボレーション！

【画像①】トムとジェリーのお部屋

【画像②】小さなジェリーのお部屋

▽幅広い世代から愛される「トムとジェリー」とコラボレーション！
本館４階フォンテーヌ広場に、「トムとジェリー」のクリスマス仕様のお部屋を再現します。
サンタクロースの格好をしたトムとジェリーと一緒に写真が撮れるフォトスポットや、細部にまでこだわっ
た“小さなジェリーのお部屋”も登場するので、いつものアニメーションの世界を自分の目線で体感できます。
アトレ恵比寿で「トムとジェリー」の世界をお楽しみください。

▽「トムとジェリー」クリスマス・キャンペーン ジェリーを探そう！＠アトレ恵比寿
日程：11月20日(金)～12月25日(金)
場所：本館4Fフォンテーヌ広場
フォンテーヌ広場では、トムとジェリーがいつもの「おいかけっこ」をしているクリスマスの日の部屋
を再現しています。トムがずっとジェリーを追いかけ回していたら、ジェリーがいなくなってしまいまし
た。部屋中を探すトムと一緒にジェリーを探し、トムよりも早くジェリーを見つけてみてください。
「ジェリーを探そう！」Twitterキャンペーン
会場で見つけたジェリーを写真に撮り、“#アトレ恵比寿にトムジェリ出現”と一緒にツイッターに投稿
すると豪華賞品が当たるキャンペーンを開催！詳しくは、「トムとジェリー」公式Twitterをご覧ください。
※「トムとジェリー」公式Twitter @TomAndJerry_JP
▽「トムとジェリー」グッズ販売
アトレ恵比寿のショップでも
「トムとジェリー」のグッズを販売します。
この機会にぜひお買い求めください！

本館5階有隣堂：「トムとジェリー」本 / DVD
本館5階プラザ：「トムとジェリー」ぬいぐるみ / ポーチ

※特設サイトイベントページ：https://event.atre.co.jp/ebisu/event/detail/?cd=000364

(11/20公開)
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■キャンペーン③

豪華プレゼントが当たる！
アトレ恵比寿公式LINEクリスマスプレゼントキャンペーン！
期間中、アトレ恵比寿の各ショップ１回のお買い上げ5,000円（税込）以上で、クリスマスプレゼントが
当たる応募チケットを１枚お渡しします。応募期間中にアトレ恵比寿のLINE公式アカウントと友達になり、
応募チケットに記載されている8桁の番号を入力すると、豪華クリスマスプレゼントが当たるスクラッチに
チャレンジできます。
▽ 2020 LINEクリスマスプレゼントキャンペーン
応募チケット配布期間：11月20日(金)～12月25日(金)
応募期間：12月1日(火)00:00 ～12月25日(金)23:59
【景 品】
A賞：Lumiosf ブックランプ
3名様
B賞： BRUNO マルチグリルポット
8名様
C賞：イッタラ アルヴァ・アアルトコレクションベース 95mm
10名様
アトレ賞 ：[薬用]BARTH 中性重炭酸入浴剤 (90粒）
20名様
2021年春公開 「トムとジェリー」のムビチケ前売券（カード） 30組60名様

※アトレ恵比寿公式LINEアカウント：@atre-ebisu
※LINEキャンペーン特設サイト：https://event.atre.co.jp/ebisu/event/detail/?cd=000356(11/20公開)

■キャンペーン④

人気ショップのクリスマスギフトBOXが当たる！
アトレ恵比寿クリスマスフォトキャンペーン！
11月20日（金）～12月13日（日）の期間、アトレ恵比寿公式インスタグラム（@atre_ebisu）をフォ
ローしていただき、アトレ恵比寿館内のクリスマス装飾の写真を「#アトレ恵比寿からのクリスマスプレ
ゼント」 のハッシュタグを付けてインスタグラムに投稿すると、抽選で5名様にアトレ恵比寿人気ショッ
プのクリスマスギフトBOXが当たります。

【画像①】各ショップのギフトBOXを1名様ずつにプレゼント 【画像②】本館３階インフォメーション前フォトスポット

＜アトレ恵比寿公式インスタグラムも随時更新＞
クリスマスシーズンにぴったりの商品や館内のクリスマス演出を投稿致します。
※アトレ恵比寿公式Instagram：@atre_ebisu

2020年10月5日
株式会社アトレ

<PRESS RELEASE>
新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みについて

アトレでは、お客様、従業員及び関係者の皆様の安全性を考慮し、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の為の対策を講じます。また、来店されるお客様へのご協
力のお願いがございます。
◆館内での対策
・店内の換気 ・店内の除菌/消毒 ・手洗いの励行
・従業員のうがい ・従業員の健康管理(検温など) ・従業員のマスク着用など
店舗に於きましてもソーシャルディスタンスを保つための取り組みの他、
会計・商品上受け渡し箇所へのガード設置などを実施致します。
◆来店されるお客様へのお願い
・ご来店時はマスクの着用及び、咳エチケットにご協力ください。
・手指のアルコール消毒にご協力ください。
・店内の混雑緩和と密接防止の為、できるだけ少人数でご入店ください。
・店内(特にレジやエスカレーター)では、間隔を十分にあけていただくようご協力く
ださい。

新型コロナウイルス感染拡大防止へのご理解ご協力をお願いします。

施設概要
■アトレ恵比寿 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丁目5番5号
営業時間：ショッピング／10:00～21:00
6Fレストラン／11:00～22:30
※一部、営業時間の異なるショップ有
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：23,580平方メートル
店舗面積：12,193平方メートル
店舗数 ：129ショップ(2020年11月18日現在)

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丁目6番1号
営業時間：ショッピング／10:00～21:00
レストラン／11:00～22:30
※一部、営業時間の異なるショップ有
構造
：鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)
階数
：地上8階／地下1階
延床面積：9,514平方メートル
店舗面積：4,948平方メートル
店舗数 ：28ショップ
※ATM含む(2020年11月18日現在)

■SC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：駅ビルの管理及び運営等
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
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社アトレ／アトレ恵比寿 担当：髙林／山田／緒方
TEL：03-5475-8500 （受付時間AM10:00～PM6:00）
E-mail： ebisu01@atre.co.jp
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＜参考＞４週連続公開！クリスマス特設サイト How to 動画配信！
期間中、キャンペーン特設サイトが開設します。各種キャンペーン・イベント情報をご覧いただけます。
更に４週連続で『クリスマスがもっと楽しくなるHow to 動画』を公開致します。素敵なおうちクリスマ
スを過ごすためのヒントが詰まったHow to動画をお楽しみください。

【11/27 配信】
内容：クリスマスに向けて準備を。クリスマススワッグ作り。
出演：日比谷花壇フラワーデザイナー 星麻美氏
誰でも簡単に作れるクリスマススワッグをご紹介します。フォトフレームやキャンドルと一緒に飾
るだけでお部屋が華やぐ、クリスマススワッグを使った空間コーディネートもご提案します。動画
で使用している花材は、本館3階Hibiya-Kadan Styleで販売します。※入荷状況により在庫状況
は異なります。
【星麻美氏プロフィール】
東京出身。母親がフラワーレッスンを受けていた影響を受け、学生
時代から花を学び始めた彼女の花歴は27年。類稀なるその技術
は日本フラワーデザイン大賞を入賞するなど、花の世界でも一目
置かれている、彼女の作る花のスタイルは常にトレンドと共に変化
し続け、コスメブランドや企業からのタイアップオファーも多い。

【12/1 配信】
内容：気分をあげる。クリスマスメイクアップ。
出演：西館2F コスメキッチン
目に見える美しさだけではなく、素肌や心の美しさを引き出すナチュラル＆オーガニックメイクア
ップブランド、『to/one[トーン]フラワーダストアイシャドウ』を使ったクリスマスにぴったりのアイメ
イクをご紹介します。

【12/8 配信】
内容：大切な人へメッセージを贈る。クリスマスカード作り。
出演：ハンドレタリング作家 bechori氏
ハンドレタリング作家bechoriさんによるクリスマスメッセージカード作りをご紹介します。
身近にあるペンを使って書いたメッセージに、ちょっとした工夫を加えるだけで一味違うクリスマ
スカードが完成します。また動画内で使用している画材は本館5階有隣堂で販売します。
【bechori氏プロフィール】
神奈川県出身。2016年から独学でレタリング・カリグラフィーを学
ぶ。2019年よりフリーランスとして本格的に活動を開始。企業・メー
カーの筆記具のデモンストレーションや題字や作例作り、全国の
文具店やイベントを回りレタリング・カリグラフィーのワークショップ
を行っている。著書「bechoriのカラフルハンドレタリング」（メイツ出
版）

【12/15 配信】
内容：おうちクリスマスを彩る。テーブルコーディネート。
出演：本館3F ディーンアンドデルーカ
ディーン＆デルーカで販売している商品を使用して、おうちですぐに実践できるお料理の盛り付け
方をご紹介します。また、クリスマスパーティーをより華やかにするテーブルコーディネートをご提
案します。

※特設サイト：https://event.atre.co.jp/ebisu/?cd=000075 (11/20公開)

<PRESS RELEASE>
＜参考＞12月1日より毎日配信！アトレ恵比寿のアドベントカレンダー
キャンペーン特設サイトにて、アトレ恵比寿のアドベントカレンダーをお楽しみ頂けます。
12月1日～クリスマスまでの25日間、クリスマスまでのカウントダウンが楽しめるコンテンツを毎日
ひとつずつ配信致します。

＜参考＞早期予約特典あり！JRE POINTもたまる！
クリスマスケーキ・オードブル WEB予約受付中！
「JRE MALLネットでエキナカ」にて、アトレ恵比寿店ショップの
クリスマスケーキ・オードブルのオンライン予約を開始します。
ネットで事前予約・決済を完了し、指定日時に店頭受取が可能となります。
さらに早期予約のお客様にはJRE POINTをプレゼントします。
予約受付期間：11月20日(金)～12月13日(日)
店頭受取期間：12月23日(水)～12月25日(金)※ショップにより異なります。
早期予約特典：12月8日までに4,000円（税込）以上ご予約・ご購入で
JRE POINT500ポイントをもれなくプレゼント。

対象ショップ：＜ケーキ＞
【本館】成城石井/ 千疋屋 / ユーゴ アンド ヴィクトール /パティスリーキハチ / ゴディバ
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー /神戸屋キッチン デリ＆カフェ
【西館】 ル・グ ルニエ・ア・パン
＜オードブル＞
【本館】成城石井 / アントニオズデリ / ビックオーブン / つばめグリルデリ /
レシピ＆マーケット / 中華旬彩料理 東方紅(3F) /とんかつ 新宿さぼてん
【西館】バル マルシェ コダマ
※JREMALLサイト： https://www.net-ekinaka.com/shop/e/e758/(11/20公開)

