<PRESS RELEASE>

2021年4月15日
株式会社アトレ

報道関係者各位

コロナ禍で地元の良さを再発見！松戸を楽しむ１ヵ月！
アトレ松戸「松戸応援フェア～エール！MATSUDO～」
第2弾を4月23日から開催
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)が運営する、アトレ松戸(所在地：千葉県松戸
市)では、4月23日(金)から5月23日(日)の期間、「松戸応援フェア～エール！MATSUDO～」の第2弾を開催します。
地元グラフィックデザイナーを起用したビジュアルデザインの展開や、松戸の街のお店が期間限定で出店します。他にも、bayfm
とコラボし期間中は館内アナウンスにて、松戸市出身のタレント雨宮朋絵さんが松戸応援フェアをリポートします。
昨年11月に開催した第1弾に続き、松戸応援フェア第2弾も、コロナ禍で遠くへのお出かけが難しい中、アトレ松戸で松戸の良
さを再発見していただきたいという想いを込めて企画しました。

企画①地域の専門店を集めたオンラインマルシェを開催
ネットスーパーや通販では手に入らない、ちょっと気になる地元専門店のパン・惣菜・お菓子などの商品を集めた、オンライン
マルシェを開催します。オンラインで発注の上、アトレ松戸に設置するロッカーから商品を受け取ることができます。

【購入方法】
①HPへアクセスします（https://matsudo.joolen.com/）
②お好きな商品をカートに入れて、クレジット決済をしてください
③営業時間内に、商品をアトレ松戸３F（駅直結フロア）のロッカーまで受取に来てください
マイページのボタンを押すとロッカーが開きます
期間：4月23日（金）～5月23日（日）
時間：PM1:00～PM10:00（受け取り可能になりましたらメールでご連絡します）
ロッカー設置場所：3F青山フラワーマーケット横
協賛 株式会社ジョーレン
【メッセージ】
今回アトレから松戸応援フェア第2弾でオンラインマルシェを開催しないかと話をもらった際に、
「コロナ禍で何か地域に貢献できないか」という想いが同じだった事や、アトレは駅の玄関口にある
為、少しでも多くの方にオンラインマルシェを知ってもらえるきっかけになるのではないかと考え、
タイアップ企画を実施することとなりました。地域のお店にも、お客様にも喜んでもらえたら嬉しい
です。
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【会社情報】
【会社名】 株式会社ジョーレン
【所在地】 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1 松戸ビル12F
【メールアドレス】 joolen_contact@joolen.com
「常連客でにぎわう交流と購買の場をつくる」をビジョンに掲げた、松戸市発のベンチャー企業です。
「常連客」の存在が地域経済や社会をもっと豊かにする、という信念が社名の由来。
多くのお店と皆様が繋がり、地域の常連客となる事を願っています。
詳細はアトレ松戸公式HPにて公開中！
https://www.atre.co.jp/store/matsudo/news/160620/

ジェイコムで配信された
会社紹介動画

企画②松戸のお店！新しい発見。期間限定ショップの展開

あんこのやまか
JR常磐線「北松戸駅」東口徒歩2分に本店を構える「だんごのやまか」が、あんこ商品をメインとした「あんこのやまか」としてア
トレ松戸に初出店します。やまかのあんこは北海道襟裳の指定農家で採れた厳選小豆を使用。
小豆の粒を大切に煮るために一度に煮る量の半分を特製の平釜で炊いています。
甘さを限界まで抑えているので、小豆本来の風味を感じていただける商品です。
あんこに拘り、美味しい和菓子、安心していただける和菓子作りを行っています。
【開催情報】
日程：4月23日（金）～5月８日（土）
時間：AM10:00～PM9:00
場所：3Fエレベーターホール横

【だんごのやまか 松戸本店】
住所：〒271-0063 千葉県松戸市北松戸2-6-11
電話番号：047-366-0002
営業時間：平日 AM7:00～PM8:00
日・祝 AM7:00～PM6:00
定休日：なし

オステリアタナロ
松戸駅徒歩7分にある本格イタリアン『オステリアタナロ』のスイーツ&イタリア食材を期間限定販売いたします。
今回は催事限定商品「生産者直送 新鮮濃厚たまごのプリン」やタナロの味わいをご自宅で簡単調理でいただける「タナロの食
卓～冷凍惣菜シリーズ」更にいま巷で入手困難なイタリア産大人気のフレッシュチーズ「ブッラータ」など、ご家庭の食卓をちょっと
彩るアイテムをご案内します。
【開催情報】
日程：5月10日（月）～5月23日（日）
時間：AM10:00～PM9:00
場所：3Fエレベーターホール横
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【オステリアタナロ】
住所：〒271-0077 千葉県松戸市根本135 TSビル１F
電話番号：047-712-1992
営業時間：テイクアウト&デリバリー AM11:30～PM9:00
レストラン PM5:00～PM9:00 ※情勢により変更になる場合がございます。
最新の営業時間は店舗までお問い合わせください
定休日：月曜日（月曜祝日の場合翌平日休み）

企画③ bayfm×アトレ松戸！ラジオや館内放送
松戸市出身のタレント、雨宮朋絵さんがアトレ松戸広報担当にインタビューする「Special Report」が
4月23日にbayfmで放送されます。
また、今回松戸応援フェアに合わせて、雨宮さんがフェアのご紹介をしたり、松戸でのエピソードをアトレ松戸館内で放送します。
是非、館内放送もチェックしてみてください！
【 bayfmラジオ放送】

番組名：Special Report
放送日：4月23日（金）
時間：PM0:51頃を予定
【雨宮朋絵プロフィール】
生年月日：1976年5月28日
出身地：千葉県松戸市
血液型：B型
趣味：読書・映画鑑賞
TBS「王様のブランチ」リポーターをきっかけに本格的に活動開始。
その後もTV、ラジオなど中心に活動中。
結婚、出産を機に「安全な食品を家族に食べさせたい」と野菜ソムリエの資格を取得。
現在はbayfm「CHIBA PREFECTURE UPDATES」
毎週（月・水・金）AM8:57～にて活躍中

企画④地元アーティストによるビジュアルデザイン！
松戸応援フェア第1弾で制作を担当した、佐藤氏が今回もデザインを手がけました。
「応援するメガホンと感謝の花を合わせると、応援の花束になる」というアイデアで
デザインを展開。「ありがとうは応援になる」というメッセージが込められています。

【佐藤大輔氏 プロフィール】
大学は理工学部で、就職はデザインの世界とは無縁のＩＴ会社へ。
2000年に退職後、広告に必要な技術（デザイン、写真、コピー
ライト等）を勉強し、現在は松戸フリーペーパーの他、多数のデザイン
を手がけています。
デザインには「好奇心」と「想像力」と「ユーモア」が大切だと思っています。
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企画⑤生活を豊かにする新店が４月２３日 NEW OPEN！！

５F【カメラのキタムラ】〈写真プリント〉
写真のことなら何でもご相談ください。証明写真も予約不要で最短10分仕上げ、
カメラの買取も実施しています。
〈オープニング特典〉
4月23日（金）～4月25日（日）の期間、
スマホ・デジカメからの写真プリントが1枚19円（税込）
※ましかく89サイズ（89×89mm） Lサイズ（89×127mm）

〈オープニングイベント〉
4月24日（土）、25日（日）の2日間、３Fいろどりステージにて「写真で缶バッジを作ろう！」を
開催します。お手持ちの写真データを使って、缶バッジの作成ができます。

７F【日本橋 粋】〈寿司〉

お鮨をはじめ、新鮮なお刺身、
豊富なおつまみやアルコールもお値打ち価格でお召し上がりいただける
日本橋粋。
お一人様からご家族様まで、お気軽にお立ち寄り頂けます。

〈オープニング特典〉
お一人様1杯ソフトドリンクをサービス
※JRE POINT/JRE CARD提示必須、
その他条件サービス併用不可
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企画⑥各ショップでもお得がいっぱい！！

松戸応援フェアの期間中、ショップのスタンプカード2倍、ノベルティのプレゼント、お楽しみ袋、ドリンクサービスなど、各ショップでは
お客様に日頃の感謝を込めてお得な企画をご用意しています。
この機会に是非、お買物をお楽しみください。
【一部内容ご紹介】
★タリーズコーヒー
対象商品購入でシーズナルドリンク1サイズアップ無料
★ア・ラ・カンパーニュ
プリン 通常454円⇒限定300円
★たごさく
おこわ6人前購入で1人前サービス
★エースコンタクト
新規ご購入でコンタクトレンズ30％OFF
★パディ
10,000円以上購入でカットソー1枚プレゼント など

詳細はアトレ松戸公式HPにて公開中！
https://www.atre.co.jp/store/matsudo/news/160615/

企画⑦アトレ松戸ハッピーWポイントを開催！

アトレ松戸では、下記の期間アトレ松戸ハッピーWポイントを開催します。
開催期間：4月23日（金）、24日（土）
5月7日（金）、8日（土）
期間中、JREポイントは100円（税抜）ごとに2ポイント。
JREカードでクレジット払いなら100円（税抜）ごとに4ポイント貯まります。
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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いたします。
◆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いたします。

施設概要
■「アトレ松戸」施設概要
施 設 名： アトレ松戸
所 在 地： 千葉県松戸市松戸1181
営 業 時 間： AM10：00～PM9：00
※一部、営業時間の異なるショップがございます。
構

造： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階

数： 地上8階

延 床 面 積： 約16,821㎡
店 舗 面 積： 約6,330㎡（2021年4月15日現在）
店

舗

数： 100ショップ（2021年4月15日現在）

■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
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社アトレ アトレ松戸店 担当：吉澤・東口 （対応時間 AM10：00～PM６：00）
TEL：047-368-3131 ／ E-mail：matsudo01@atre.co.jp
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