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2017年 11月 24日（金）グランドオープン! 
プ   ラ   イ   ム      ツ   リ   ー                赤    池 

PRIMETREE AKAIKE 
愛知県初・新業態を含む１８０の出店テナントが決定 

「★★★★★」を目指す大型商業施設がついに誕生 

株式会社セブン&アイ・ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井阪 隆一）

は、新たなブランドタウンとして急成長を続ける愛知県日進市の赤池駅至近に、開発が進む注目のエリ

ア「日進赤池ヒルズ」の中核となる存在として、ショッピングモールの「★★★★★（ファイブスター）」を

目指し、洗練された外観デザインと優雅さのある内装、そして１８０店舗のバラエティあふれるラインア

ップの専門店からなる『PRIMETREE AKAIKE（プライムツリー赤池）』を２０１７年１１月２４日（金）にグラ

ンドオープンいたします。 

プライムツリー赤池には、愛知県初出店や新業態を含む１８０店舗のテナントが入居します。セブン

＆アイグループのイトーヨーカドー赤池店を核テナントにセブン‐イレブン、Francfranc、アカチャンホンポ、

大型店舗として出店するユニクロ、ＧＵ、無印良品、コジマ×ビックカメラ、ムラサキスポーツをはじめと

して、レストラン＆カフェ、食物販、ファッション、インテリア＆生活雑貨、サービス等の幅広いカテゴリー

のテナントを集めました。また、地域の人たちに様々な目的で活用していただける「★★★★★（ファイ

ブスター）」スポットを設け、人と人が交流するコミュニティーの場を創出します。 

 

 

 

 

 

 

  

プライムツリー赤池 外観・グランドゲート イメージ 

フ ァイブスター 
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施設デザインコンセプトを具現化し、人と人が交流する場と
なる「★★★★★」スポット 
プライムツリー赤池が目指す施設デザインコンセプトは「★★★★★（ファイブスター）」モールです。

イベントを開催するホール、人と人がつながる場所、おしゃれを楽しむ場所、パーティー会場、子どもた

ちの遊び場、演奏を聴きながら食事を楽しむ場所と、地域の人たちがさまざまな目的で活用していただ

ける「★★★★★（ファイブスター）」スポットを設け、人と人が交流するコミュニティーの場となります。 

 

■大階段から大型ビジョンを楽しめる「プライムシート＆ホール」（１Ｆ） 

 シンボルとなる大階段「プライムシート」がある吹き抜

けの空間を「プライムホール」と名付け、演奏会などの

イベントを開催します。人と人をつなぐコミュニティーの

場ともなります。プライムシートの向かいには大型ビジョ

ンを設置し、店舗の情報のほか、オリジナルの時報な

どの様々な映像コンテンツを提供します。 

 

 

■国内商業施設で初導入、人体型ロボット「アクトロイド」 
国内のショッピングセンターで初めてとなる人体型ロボットイン

フォメーションを導入します。㈱ココロのリアル感のある人体型ロ

ボット「アクトロイド」に、㈱ティファナ・ドットコムの高度な人工知能

ＡＩ会話型システム「KIZUNA（絆）」を連携させることで、より精度

の高い会話が可能となります。外国人のお客様にもスムーズに

ご案内ができるように４か国語機能も導入予定です。またデジタ

ルサイネージにも同様のシステムを搭載し、新しい接客の形を

披露いたします。 

 

■懇親会やセレモニーまで様々な使い方ができる「パーティールーム」（３Ｆ） 

フォーマルな式典やカジュアルな誕生日会や結婚

式の二次会など親族や友人との懇親にご利用いただ

ける場として「パーティールーム」をテラスに隣接した

場所に設けました。 

１Ｆのスーパーや食品物販コーナーで購入した食材

やフードコートメニューを持ち込みができるほか、様々

なオプションサービスを取り揃え、あらゆる形での使用

が可能なレンタルパーティースペースです。 

プライムシート＆ホール イメージ 

パーティールーム イメージ 

人体型ロボット「アクトロイド」（左）と人工知
能（AI）接客システム「KIZUNA（絆）」（右） 

フ ァ イ ブ ス タ ー 
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■女性にうれしい清潔で広々とした「パウダールーム」（１Ｆ・２Ｆ・３Ｆ） 

４つのエントランスと調和したデザインで設計されたト

イレが１Ｆ～３Ｆまで１０か所あり、広々としたトイレスペ

ースには女性目線を取り入れたパウダールームを設

置しました。鏡の周囲にはバッグや化粧ポーチなどが

置ける棚を設けて、周りを気にせず心ゆくまでメイク直

しができます。 

 

 

■キッズゾーンで感性や知性を育む「ボーネルンド」「スマイルテラス」（３Ｆ） 

お子様と一緒に楽しめるプレイグラウンド「ボーネル

ンドあそびのせかい<キドキド>」と、屋外の「スマイルテ

ラス」には、お子様たちと遊び楽しむことができる空間

をご用意しました。 

外光が降り注ぐスペースにはお子様たちが安全に

遊ぶことができるよう、人工芝カーペットが床面に敷き

詰められています。館内のテナントや地域の皆様方と

協力してのお子様向けイベントも随時開催します。 

■上質な空間でこだわりの素材・メニューを楽しむ「レストランヒルズ」（２Ｆ） 

レストランヒルズは、愛知県初出店の５店舗を含む

実力派の１３店舗が一斉にオープン。美味しさにこだ

わりを持つ個性派の和・洋・中レストランが軒を並べ、

赤池エリアにおいて有数の食のトレンドスポットとなりま

す。雰囲気のある上質な空間で、こだわりの素材やメ

ニューを、ランチでもカフェでもディナーでも楽しんでい

ただくことができます。 

■週末は生演奏を聞きながら食事を楽しめる「フードラウンジ」（３Ｆ） 

愛知県初となる６店舗を含め１０店舗が出店。日中

はファミリーの食事の空間に、夜には大人が楽しめる

空間にもなります。フードラウンジに併設するステージ

では、週末限定の音楽などのライブを開催予定。上質

な生演奏を聴きながら食事を楽しんでいただくことがで

き、大人の時間を演出します。 

 

パウダールーム イメージ 

ボーネルンド 

イメージ 

スマイルテラス 

イメージ 

レストランヒルズ イメージ 

フードラウンジ イメージ 
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ハンズフリーショッピング/クローク・ポーターサービスのご紹介 
プライムツリー赤池では、ショッピングをもっと身軽に楽しんでいただくために、お手荷物を預けられる

クロークルームをご用意しました。お会計済みの商品を店舗にそのまま預ければ、お帰りの際にクローク

でお受け取りができます。またお車までポーターが荷物を運ぶサービスもご用意しており、ショッピングセ

ンターにおける買い物疲れを「快適さ」に転換いたします。 

※本サービスは混雑時等ご利用いただけない場合がございます。 

 

 

 

働きやすさにも「★★★★★」、快適な設備環境を用意 
働く姿勢は環境からと考え、多くのスタッフの働く場として、プライムツリー赤池では働きやすさを追求

した設備環境にこだわります。快適な社員食堂兼休憩室、仕事の疲れを癒すマッサージ機を設置した

リフレッシュルームを完備して、スタッフのバックアップを行います。 

 

社員食堂兼休憩室  

休憩時間を居心地よく快適にするために、視覚的にも

やさしい木目を基調としたデザインとしています。一人

で休憩することもあるスタッフのために、仕切りのあるテ

ーブル席を充実させて周りを気にすることのない、より

パーソナルな空間を用意しました。食堂では、栄養バ

ランスに配慮したメニューの提供で、体調面も含めた

従業員満足度の向上を図ります。 

 

 

ワーキングスペース 

テナントスタッフが書類作成や事務作業などを行える場と

して、ワーキングスペースを用意しました。スタッフの面談

やミーティング等にも活用できます。 

 
 
リフレッシュルーム 

立ち仕事が多いスタッフのために、足のむくみをほぐして疲れを癒す

マッサージ機を設置したリフレッシュルームを用意しております。  

すっきりと気分転換して笑顔で売場に戻れるようバックアップ環境も

整えます。 

  

社員食堂兼休憩室 
イメージ 

ワーキングスペース 

イメージ 

リフレッシュルーム イメージ 

フ ァ イ ブ ス タ ー 
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セブン＆アイグループ各社の出店概要 
プライムツリー赤池にはセブン＆アイグループとして、イトーヨーカドー赤池店を核テナントに、 

セブン‐イレブン、Francfranc、アカチャンホンポ等のグループ各社が出店します。 

 

 

ブランドタウンとして急成長する日進市で、地域のお客様にますます便利にご利用いただけるように、

イトーヨーカドー“初”となる「デリカ」「マルシェ」「グローサリー」の 3つの区分による新しい食品売場を 

ご提案いたします。 

出来立てのお惣菜や鮮度の良い生鮮食品の品揃え、その場ですぐに食べられるイートインスペース

の併設、日々のお食事のメニュー提案等、お客様の食の「ひとくふう」をお手伝いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

【デリカゾーン】 

■従来の約１.５倍にお惣菜売場を大幅拡大！うなぎ蒲焼の実演販売コーナーや店内で焼いたインス

トアベーカリー等、“ライブ感”のある出来立ての商品を豊富に品揃え！ 

■イトーヨーカドー“初”サラダステーションを新設！カットサラダから主食としてご利用いただけるサラダ

まで、様々な量目・味付けのサラダを集約してご提案。 

■愛知県の食文化でお買い得感のある「モーニング」やイートイン向けのお弁当「café’プレート」、地域

の味を取り入れたお惣菜等、当店限定のご提案も盛り沢山！ 

■イトーヨーカドー最大！隣接するイートインスペースは 100 席！ゆったりとお食事を楽しめる空間を演出。 

 

 

 

 

 
  

イトーヨーカドー赤池店 

レイアウトイメージ 売場イメージ 

インストアベーカリーイメージ イートインイメージ 

“出来たて” “新鮮” 楽しめる「食」の空間を毎日お届け 
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【マルシェゾーン】 

■精肉・青果・鮮魚売場を集約。市場のような売場提案でワクワクドキドキ感が満載。 

■イトーヨーカドー“初”青果では一日に最大4回新鮮な地場野菜・果物を納品。 いつでも採れたての

商品を品揃え。 

■イトーヨーカドー“初”食料品売場のメイン入口にて「鮮魚」「お寿司」コーナーを展開。お魚屋さんの

海鮮丼や握り寿司等、ネタの鮮度にこだわった商品をラインアップ。 

 

 

 

 

 

【グローサリーゾーン】 

■全国各地のご当地商品から、地域のお客様に馴染みのある地

場商品まで幅広く取り揃え。 

■お客様の毎日の健康をサポート。低糖質等テーマ別に健康に

関連する商品を多数品揃え。健康に対する意識の高まりに幅広

くお応えできる売場のご提案。 

 

【テーマに沿ったメニューのご提案】 

イトーヨーカドー“初”店内 4 ヵ所でテーマに沿ったメニューのご提

案。青果・鮮魚売場では「旬の食材を使用したメニュー」、精肉売

場では「各種料理に最適なお肉のアドバイス」、冷凍食品の「上手

な利用方法のご提案」、さらに「食育・地域商品のメニュー」等、お

客様の食に関する様々な情報をご提供いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

  

何気ない毎日を「楽しい生活」

に。様々な空間を豊かでポジテ

ィブに彩る家具や雑貨で心地よ

いライフスタイルを提案します。 

フランフラン 

マタニティ・ベビー・キッズの専

門店。お客さまの子育てに寄り

添い、子育てをよりスマイルに

するための提案をします。 

アカチャンホンポ 

フランフラン イメージ アカチャンホンポ イメージ 

ショッピングセンターのコンビニ

エンスストアとして、“近くて便

利”なお店を実現しました。地

域に密着した商品・サービス

をご提供いたします。 

セブン‐イレブン 

セブン‐イレブン イメージ 

毎日のメニューのお悩みを解消！ 

お魚屋さんのお寿司イメージ 青果売場イメージ 

クッキングサポートイメージ 

グローサリーゾーンイメージ 
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プライムツリー赤池に出店する、注目のテナントのご紹介 
愛知初出店を含めた個性派店舗や、施設規模を活かした地域最大級の店舗が豊富な品揃えで出

店し、バラエティに溢れたラインアップとなりました。 

 

  

 

未体験のふわふわパンケーキと本物以上のテイストのロコフード

が味わえるハワイアンレストラン。 

ひとくち食べた瞬間に微笑みが溢れ出すパンケーキやロコモコ・

ガーリックシュリンプなどのロコフード、ハワイ定番のドリンクなどを

ハワイアンな空間でお楽しみいただけます。 

 

 

「本格ステーキをカジュアル＆リーズナブルに」をコンセプトとした

ステーキハウス。素材の旨みを閉じ込め、ふっくらと仕上がる「遠

赤外線効果」の高い溶岩石で焼き上げた上質な熟成肉のステ

ーキと、ジューシーなハンバーグを用意しております。 

 

 

 

ヘルシーフードの餃子や中華をいただけるオシャレな食空間。     

国産食材にこだわり、美味しくてヘルシーな「日本」をお洒落で

落ち着いた空間で楽しんで頂ける中部地方、初出店の店舗で

す。 

 

 

 

 

伊藤園がこだわった茶にまつわるドリンク、スイーツの販売。 

いろいろなお茶の飲み方提案を通して、お茶のおいしさの提

案をいたします。 

 

 

GYOZA OHSHO 

デンバープレミアム 

テンバープレミアム イメージ 

ハワイアン  
カフェ＆レストラン メレンゲ 

茶寮 伊藤園  

茶寮 伊藤園 イメージ 

ＧＹＯＺＡ ＯＨＳＨＯ イメージ 

 

 

 

ハワイアン カフェ＆レストラン メレンゲ イメージ 

愛知県初 
初初 

愛知県初 
初初 

愛知県初 
初初 

愛知県初 
初初 
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ユニクロは、LifeWear をコンセプトに、日常をより快適にするため

に考え尽くされた服を取り揃えています。シンプルで上質な服を、

誰もが気軽に手に取れる価格でお届けします。 

 

 

 

ジーユーは、最旬のファッショントレンドアイテムから定番のベー

シックアイテムまで、幅広いファッションアイテムをお手ごろプライ

スで取り揃えております。 

 

 

 

 
エリア最大級、約４００坪の売場面積で出店します。着心地のよ

いウエアや素材にこだわった食品、そして使い勝手を考えたシン

プルで機能的なステーショナリーや家具まで、暮らしまわりのす

べてが揃う店となります。 

 

 

 

 

ライフスタイル＆トレンドの２つの視点でセレクトしたシューズを多

数ご用意しております。豊富な品揃えが魅力の、足元からライフ

スタイルを提案するシューズショップです。人気ブランドの新作・

定番スニーカーからレディス商品も充実。幅広い品揃えでお待

ちしております。 

  

ユニクロ 

ユニクロ イメージ 

ジーユー 

無印良品 

無印良品 イメージ 

ＡＢＣ‐ＭＡＲＴ 

ＡＢＣマート イメージ 

ジーユー イメージ 
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食物販・レストラン【５２店舗】 

No 店舗名 フリガナ 業種 愛知県初 新業態 

■赤池フード 

1 
サンクゼール＆ 

サンクゼールカフェ 

サンクゼールアンドサンクゼ

ールカフェ 

ワイングロッサリー

＆カフェ 
愛知県初 新業態 

2 三國屋善五郎 ミクニヤゼンゴロウ お茶   

3 
HEART BREAD ANTIQUE ・

LOVE SWEETS ANTIQUE 

ハート ブレッド アンティーク・

ラブ スイーツ アンティーク 

ベーカリー＆ス

イーツ 
  

4 Amelie Cafe アメリカフェ カフェ   

5 ケンタッキーフライドチキン ケンタッキーフライドチキン ファストフード 愛知県初 新業態 

6 やなか珈琲店 ヤナカコーヒーテン 珈琲 愛知県初  

7 銀座 縁 ギンザ エニシ 惣菜焼鳥 愛知県初  

8 とんかつ かつ匠 トンカツ カツショウ 和惣菜 愛知県初  

9 美濃味匠 ミノミショウ 和惣菜   

10 果汁工房 果琳 カジュウコウボウ カリン ジュース   

11 とうふや豆蔵 トウフヤマメゾウ 和惣菜   

12 魚屋の台所 下の一色 
サカナヤノダイドコロ シモノ

イシキ 
海鮮・寿司   

13 oeuf TAMACO サンド ウフタマコサンド サンドイッチ 愛知県初  

14 築地 銀だこ ツキジ ギンダコ たこ焼き   

15 CAMPO SOLARE カンポ ソラーレ ジェラート・クレープ 愛知県初  

16 MISH ミッシュ 洋菓子 愛知県初 新業態 

17 茶寮 伊藤園 サリョウ イトウエン 甘味処 愛知県初  

18 口福堂 コウフクドウ 和菓子   

19 みるくモーモ ミルクモーモ 駄菓子   

20 おかしのまちおか オカシノマチオカ 菓子   

■フードキャンプ 

21 -THE- BAUM ザバウム バームクーヘン   

22 14 ReTAIL ジュウヨン リテール クラフトビール 愛知県初 新業態 

23 TENTO nissin テント ニッシン キャンプ飯 愛知県初 新業態 

24 ELK NEW YORK BRUNCH エルク ニューヨーク ブランチ カフェ 愛知県初 新業態 

25 
yebisu gogo cafe  CREPE 

WAGON 

エビスゴーゴーカフェ クレ

ープワゴン 
ワッフル 愛知県初 新業態 

26 L'appétit ラペティ ケーキ 愛知県初 新業態 

■レストランヒルズ 

27 石臼挽きそば 石月 イシウスビキソバ イシヅキ そば   

28 とんかつ マ・メゾン トンカツ マ・メゾン とんかつ   

29 GYOZA OHSHO ギョウザ オウショウ 中華・点心 愛知県初  

30 
丸焼きチキンとナポリピッツァ 

『meriken』 

マルヤキチキント 

ナポリピッツァ 「メリケン」 

チキン・オイスタ

ーバー 
愛知県初 新業態 

31 
Green Bakery 

SALAD＆TOAST 

グリーン ベーカリー 

サラダアンドトースト 

ベーカリーカフェ

＆レストラン 
愛知県初 新業態 

32 串家物語 クシヤモノガタリ 串揚げ   

33 和ごはんとろろや ワゴハントロロヤ 和食   
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34 上海湯包小館 シャンハイタンパオショウカン 中華料理   

35 
Hawaiian Cafe&Restaurant 

Merengue 

ハワイアン カフェアンドレ

ストラン メレンゲ 
パンケーキカフェ 愛知県初  

36 しゃぶ菜 シャブサイ 和食   

37 東京純豆腐 トウキョウスンドゥブ 韓国料理   

38 ニクバルダカラ ニクバルダカラ 熟成肉   

39 いしがまやハンバーグ イシガマヤハンバーグ ハンバーグ 愛知県初  

■フードラウンジ 

40 IPPUDO RAMEN EXPRESS 
イップウドウ ラーメン エク

スプレス 
ラーメン   

41 米政食堂 コメマサショクドウ 和食 愛知県初 新業態 

42 
江戸前天丼いしのや/上親

子丼一重 

エドマエテンドンイシノヤ/ジ

ョウオヤコドンカズシゲ 
丼 愛知県初 新業態 

43 
鶏白湯らーめん 自由が丘 

蔭山 

トリパイタンラーメン ジユウ

ガオカ カゲヤマ 
ラーメン 愛知県初  

44 東京 肉芝 トウキョウ ニクシバ うどん 愛知県初 新業態 

45 肉処 京都勝牛 ニクドコロ キョウトカツギュウ 牛かつ   

46 デンバープレミアム デンバープレミアム ステーキ 愛知県初  

47 想吃担担面 シャンツーダンダンミェン ラーメン   

48 ミアクッチーナ ミアクッチーナ パスタ 愛知県初  

49 ヴィレッジヴァンガードダイナー ヴィレッジヴァンガードダイナー ハンバーガー   

■その他 

50 スターバックス コーヒー スターバックス コーヒー カフェ   

51 サーティワンアイスクリーム サーティワンアイスクリーム アイスクリーム   

52 タリーズコーヒー タリーズコーヒー カフェ   

ファッション・ファッショングッズ・ライフスタイルグッズ【７５店舗】 

No 店舗名 フリガナ 業種 愛知県初 新業態 

■ファッション 

53 ユニクロ ユニクロ ファミリー    

54 Ｔé chichi TERRASSE テチチ テラス レディス    

55 SM2 keittio 
サマンサモスモス ケイッ

ティオ  
レディス   

56 
earth music&ecology select 

store 

アース ミュージックアンド

エコロジー セレクトストア 
レディス 愛知県初 新業態 

57 SHOO‐LA‐RUE シューラルー レディス   

58 M２ by sensounico エムニ バイ センソユニコ レディス   

59 clutch クラッチ レディス   

60 Naughty Dog ノーティードッグ ファミリー   

61 ジーユー ジーユー ファミリー   

62 M‐０３ エムオースリー メンズ・レディス   

63 WA ORiental TRaffic 
ダブルエー オリエンタル 

トラフィック 
靴   

64 Buena． ブエナ レディス 愛知県初  

65 FRENCH Bleu フレンチ ブリュ メンズ・レディス   
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66 Bean's ビーンズ メンズ   

67 ｃloverleaf クローバーリーフ 靴   

68 SMIR NASLI サミール ナスリ バッグ    

69 アーノルドパーマータイムレス アーノルドパーマータイムレス ファミリー   

70 Orivia オリビア レディス   新業態 

71 コムサスタイル レディース コムサスタイル レディース レディス   

72 Right-on ライトオン  カジュアル   

73 X-SELL エクセル 服飾雑貨   

74 AMERICAN HOLIC アメリカンホリック レディス   

75 BANKAN バンカン 呉服    

76 ハートマーケット ハートマーケット レディス    

77 Ludic Park ルディク パーク レディス 愛知県初  

78 ハニーズ ハニーズ レディス   

79 ORIHICA オリヒカ スーツ   

80 ｔutuanna チュチュアンナ 靴下・インナー   

81 EAST RIVER CREW イースト リバー クルー メンズ・レディス    

82 Pleasure by Pleasure Gene 
プレジャー バイ プレジャー 

ジーン 
インナー 愛知県初 新業態 

■ファッショングッズ 

83 眼鏡市場 メガネイチバ メガネ   

84 SYZ シーズ メガネ 愛知県初  

85 ABC‐MART エービーシー・マート 靴   

86 ZERO ゼロ 雑貨   

87 mio mio ミオミオ コスメ・雑貨 愛知県初  

88 SAC'S BAR Jean サックス バー ジーン バッグ   

89 Chronostaff DAHDAH クロノスタッフ ダダ 時計   

90 Milluflora ミルフローラ ジュエリー    

91 Bardot バルドー 雑貨 愛知県初  

92 polcadot ポルカドット 帽子   

93 Mon Parfait モンパルフェ アクセサリー   

94 THE CLOCK HOUSE ザ クロック ハウス 時計   

95 PARTS CLUB パーツ クラブ アクセサリー    

96 JINS ジンズ メガネ   

97 GRAN SAC'S edition1 グラン サックス エディション ワン バッグ 愛知県初  

98 マンハッタナーズ マンハッタナーズ キャラクター雑貨   

■ライフスタイルグッズ 

99 roompastel ルームパステル 雑貨 愛知県初  

100 Francfranc フランフラン インテリア   

101 キッチン アバディーン キッチン アバディーン 雑貨  愛知県初 新業態 

102 Mano Lapule マノ ラプレ 雑貨   

103 無印良品 ムジルシリョウヒン 衣・食・住   

104 ソストレーネ グレーネ ソストレーネ グレーネ 雑貨 愛知県初  

105 SHINA シナ 雑貨  愛知県初  

106 3COINS＋plus スリーコインズプラス 雑貨 愛知県初  



  

12 

107 ムラサキスポーツ ムラサキスポーツ スポーツ   

108 ＫＤＭ ケーディーエム 文房具   

109 PARIS JULIET パリス ジュリエット 雑貨   

110 サイクルベースあさひ サイクルベースアサヒ サイクル    

111 サンドラッグ サンドラッグ ドラッグストア    

112 じぶんまくら ジブンマクラ 寝具   

113 クラフトハート トーカイ クラフトハート トーカイ 生地・手芸   

114 ハートフラワー  ハートフラワー フラワーショップ    

115 はん・印刷 大谷 ハン インサツ オオタニ 印章   

116 ハートアップ ハートアップ コンタクト   

117 SIXPAD STORE/Kiraｌa シックスパッド ストア/キララ 健康器具  新業態 

118 コジマ×ビックカメラ コジマ×ビックカメラ 家電   

119 Style スタイル 健康器具 愛知県初 新業態 

120 セルレ セルレ 化粧品   

121 Seria セリア 100 円均一   

122 SWANKY MARKET スワンキーマーケット バラエティ雑貨   

123 はせがわ ハセガワ 仏具   

124 ABstore エービーストアー 玩具・ホビー   

125 紀伊國屋書店 キノクニヤショテン 書籍    

126 OLYMPIA Apartment Label オリンピア アパートメントレーベル バラエティ雑貨 愛知県初  

127 GOOD GIFT GO グッド ギフト ゴー ギフト 愛知県初  

ファミリー・エンタテイメント【２０店舗】 

No 店舗名 フリガナ 業種 愛知県初 新業態 

■ファミリーエリア 

128 ｓi・shu・non シ・シュ・ノン 子供服 愛知県初 新業態 

129 in MY PLACE by RAG MART インマイプレイス バイラグマート 子供服 愛知県初  

130 ABC KIDS MART エービーシー キッズ マート 靴   

131 KIDS FORET キッズ フォーレ 子供服 愛知県初  

132 
ボーネルンドあそびのせかい 

[ボーネルンドショップ] 

ボーネルンドアソビノセカイ 

ボーネルンドショップ 
遊び道具   

133 アカチャンホンポ アカチャンホンポ ベビー総合   

134 ビックトイズ ビックトイズ おもちゃ 愛知県初 新業態 

135 
ベネッセの英語教室 

BE ｓtudio 

ベネッセノエイゴキョウシツ 

ビー スタジオ 
英会話教室 愛知県初 新業態 

136 ファミリーファーム ファミリーファーム アミューズメント 愛知県初  

137 
ボーネルンドあそびのせかい

[KID-O-KID] 

ボーネルンドアソビノセカイ

キドキド 
遊び場   

138 petit main プティ マイン 子供服   

139 講談社こども教室 コウダンシャコドモキョウシツ 幼児教室   

140 しろたんフレンズミュージアム シロタンフレンズミュージアム 
キャラクター雑貨 

・遊具 
愛知県初  

141 そろばん教室 88 くん ソロバンキョウシツパチパチクン そろばん教室   

142 パソコン市民講座  パソコンシミンコウザ  パソコン教室   

143 こども写真城スタジオアリス コドモシャシンジョウスタジオアリス こども写真館   
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144 ひつじのショーン Farm Cafe ヒツジノショーンファームカフェ カフェ 国内初  

145 YOUTH THEATRE JAPAN ユースシアタージャパン ダンススタジオ   

■エンタテイメント 

146 TOHO シネマズ赤池 トーホーシネマズアカイケ シネマ   

147 セガ セガ アミューズメント   

サービス【３３店舗】 

No 店舗名 フリガナ 業種 愛知県初 新業態 

サービス 

148 ABC Cooking Studio エービーシー クッキングスタジオ 料理教室    

149 セブン‐イレブン セブンイレブン コンビニエンスストア   

150 Y!mobile ワイモバイル 携帯   

151 Soft Bank ソフトバンク 携帯   

152 ひごペットフレンドリー ヒゴペットフレンドリー ペットショップ 愛知県初  

153 
メディパーク日進赤池(クリニック)※ 

メディパークニッシンアカイケ クリニックモール   
メディパーク日進赤池(調剤薬局) 

154 LEXT ｓalon レクスト サロン 各種相談   

155 宝くじ チャンスセンター タカラクジ チャンスセンター 宝くじ   

156 ポニークリーニング ポニークリーニング クリーニング   

157 プライムツリー赤池眼科 プライムツリーアカイケガンカ 眼科   

158 au ショップ エーユーショップ 携帯   

159 TEN AVEDA テン アヴェダ 美容室 愛知県初 新業態 

160 ママのリフォーム ママノリフォーム リフォーム   

161 ミスターミニット ミスターミニット 靴・鍵修理   

162 理容室 イン ザ バーバー リヨウシツ イン ザ バーバー 理容室 愛知県初  

163 パリス・デ・スキン／パリス・デ・アイ パリス デ スキン/パリス デ アイ 脱毛・まつ毛エクステ   

164 ファストネイル ファストネイル ネイルサロン   

165 ラフィネ ラフィネ リラクゼーション   

166 日進赤池たんぽぽ歯科 ニッシンアカイケタンポポシカ 歯科   

167 Ｗｉｔｈ．11cut ウィズ イレブンカット  美容室   

168 スーモカウンター スーモカウンター 不動産   

169 保険見直し本舗 ホケンミナオシホンポ 保険   

170 カ・ラ・ダ ファクトリー カ・ラ・ダ ファクトリー リラクゼーション   

171 TABiALL タビオール トラベル 愛知県初 新業態 

172 JJ コレクション ジェイジェイコレクション 買取 愛知県初  

173 あずま♪ららら保育園※ アズマ ラララホイクエン 託児所   

174 イーオン プライムツリー赤池校 イーオン プライムツリーアカイケコウ 英会話   

175 セブン銀行 セブンギンコウ ＡＴＭ   

176 ゆうちょ銀行 ユウチョギンコウ ＡＴＭ   

177 三菱東京 UFJ銀行 ミツビシトウキョウユーエフジェイギンコウ ＡＴＭ   

178 名古屋銀行 ナゴヤギンコウ ＡＴＭ   

179 愛知銀行 アイチギンコウ ＡＴＭ   

180 豊田信用金庫 トヨタシンヨウキンコ ＡＴＭ   

※２０１８年春オープン予定        ◎全テナント数 １８０店舗 愛知初５４店舗 新業態２４店舗 

※上記リストは２０１７年１０月３０日時点の情報です 
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プライムツリー赤池の開業プロモーションについて 
開業に向けてプライムツリー赤池では、地域の皆様とともに成長する施設として、日進赤池にお住い

のお子様や地域の大学と連携した地域プロモーションを展開いたします。 

■地域のお子様と作る、フォトスポット「Prime Flowers」 
結婚式やパーティーなどで注目を集めているジャイア

ントペーパーフラワーで装飾された巨大なフォトスポット

がお目見え。地域のお子様たちにも協力してもらい完

成します。またフォトスポット上にある大型ビジョンを使

いインタラクティブな花のお絵かきイベントも開催予定。

さらに、施設周辺の歩道には、日進市によって四季

折々の花が楽しめるイングリッシュガーデンが計画され

ており、施設内外の花の演出でオープニングを彩りま

す。 

■地域活性に向けた、名古屋学芸大学との「産学連携の取り組み」 

  

プライムツリー赤池と、地元日進市にキャンパスがある

名古屋学芸大学で、産学連携デザインのプロジェクトを

開始しました。 

メディア造形学部デザイン学科の准教授・尹成濟（ゆ

んそんぜ）氏と学生 6名を中心としたプロジェクトチーム

により地域の活性化に向けて学生ならではの発想力を

活かした装飾やイベントが実施される予定です。 

■『夢のプライムパーティープレゼント』キャンペーン 

プライムツリー赤池では、誕生会や女子会、キッズパーテ

ィー、地域交流会など、どなたでもお気軽にご利用いただ

けるパーティールームをご用意しています。本キャンペー

ンでは、「大好きなスイーツを集めてパーティーがしたい」

「シェフを呼んでグルメな女子会をしてみたい」等、皆様

が実現してみたい「夢のパーティー」アイデアを大募集し

ています。ご応募いただいた方の中から１組様の夢のパ

ーティーをプライムツリー赤池内のレンタルパーティール

ームにて開催いたします。 

応募期間/2017年 10月 1日（日）～31日（火）17：00まで 

応募方法/プライムツリー赤池Ｗｅｂサイトのキャンペーンページ応募フォームからご応募いただけます。 

 

実施イメージ 



  

15 

プライムツリー赤池の施設コンセプト「ひとくふう」を手掛けた
プロジェクトチームの紹介 

プライムツリー赤池の施設コンセプトは、廣村正彰氏を総合ディレクターとするプロジェクトチームが手

掛けました。プライムツリー赤池のコンセプトは「極上のひとくふう」です。既存の商業施設への不満を解

決し、地域の人たちが誇りに思える施設、赤池の成長に寄り添い、半歩先を見つめる施設となることを

目指しました。区画レイアウトやテナント構成、商品の見せ方にも「ひとくふう」をとりいれ、デザインは洗

練されたホテルが運営する商業施設とはどうあるべきか、という仮定を前提に、デザイン、設備、サービ

ス、快適性に至るまで、洗練された商業施設を目指しました。 

 

＜プロジェクトチーム＞ 

総合ディレクター 廣村 正彰 

１９５４年愛知県生まれ。東京工芸大学教授、一般社団法人ジャパンクリエ

イティブ代表理事。グラフィックデザインの他、商業施設や美術館などのサイ

ンデザイン、CI、VI計画を多く手がける。 

 

インテリアデザイナー 近藤 康夫 

１９５０年東京生まれ。１９７３年東京造形大学造形学部デザイン学科室内

建築専攻卒業後、三輪正弘環境造形研究所入社。１９７７年～１９８１年ク

ラマタデザイン事務所。１９８１年近藤康夫デザイン事務所設立。 

 

照明デザイナー 武石 正宣 

１９５９年神奈川県生まれ。１９８２年多摩美術大学建築科卒業。１９９０年

～１９９５年海藤オフィス チーフデザイナー。１９９６年 ICE 都市環境照明研

究所設立。 

 

コピーライター 松木 圭三 

１９６０年生まれ。同志社大学文学部新聞学科卒。スタンダード通信社より 

クリエイティブエージェンシーMercury+ＭｃAｌｌｉｓｔｅｒ Ｊａｐａｎを経て２０１０年 

松木圭三広告設立。 
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プライムツリー赤池の環境への取り組み 
 セブン＆アイ・ホールディングスでは安全で良質な商品・サービスをお客様にお届けし、ご満足いただ

くことが第一の使命であると考えています。事業活動の中で環境保護、ロス削減、資源の有効活用・再

資源化、省エネルギー、廃棄物の削減、環境汚染の予防につとめ、地域とともに環境について考え、

環境分野の社会貢献活動を継続的に行い、企業市民としての役割を果たします。「プライムツリー赤

池」においても、環境配慮への取り組みを積極的に行い、地域に愛される施設を目指します。 

① 太陽光発電パネル 

再生可能エネルギーである太陽光エネルギーを有効活用。 

本体棟の屋根上に設置。太陽光発電パネル容量：計１２４ｋＷ 

② 太陽光付ＬＥＤ外灯 

太陽光エネルギーを有効活用。駐車場棟に３基設置。 

③ ＥＶ（電気自動車）用充電設備 

電気自動車用充電設備を駐車場棟に６基設置。（うち、急速充電器

３基） 使用する電気量を発電所で発生するＣＯ２量に換算するとガ

ソリン車に比べ約４分の１。１５～３０分で８０％の充電可能（車種によ

って変動あり）。 

④ ＬＥＤ照明設備 

従来の照明と比較して消費電力が約半分となるＬＥＤ照明を積極導入。売場（一部除く）、通路、

吹き抜け、外溝の照明は１００％ＬＥＤ照明器具を採用。 

⑤ 調光設備・人感センサー 

売場ごとに照度を変える調光器具や高効率器具を採用し、省エネルギーを実施。またトイレ等は

人感センサースイッチを使い、効率よく電力を使用。 

⑥ 壁面緑化・屋上緑化 

ヒートアイランド防止や二酸化炭素削減を目指し、建物外壁等の緑化を推進。 

⑦ 雨水利用 

貯水した雨水を、ろ過処理後にトイレ洗浄や外構植栽の自動灌水に利用。 

⑧ 井戸水利用 

井戸水をろ過してトイレ洗浄水や外構植栽の自動灌水に利用。さらに高度ろ過して飲料水としても

利用します。震災時は給水可能な災害井戸として周辺地域とも連携予定。 

⑨ 電動アシスト付き自転車用バッテリー充電器 

お買い物をしている際に、自転車に充電できるよう、鍵付の充電器を店舗出入口付近に４基設置。 

⑩ 「セブンの森」で育てた国産材活用 

外部ベンチの一部に使用。 
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■プライムツリー赤池の「施設概要」 

施設名称 正式名称 ： PRIMETREE AKAIKE （プライムツリー赤池） 

所在地 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番 

（地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線「赤池駅」から徒歩 4分） 

代表者 プライムツリー赤池  所長：石渡 誠 

核店舗 イトーヨーカドー赤池店  店長：古川 裕崇 

事業者 株式会社イトーヨーカ堂 

株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク 

（セブン＆アイ・ホールディングス傘下のデベロッパー会社） 

敷地面積 約 44,700㎡ 

売場面積 約 43,600㎡ 

建物構造 店舗：１F～４F 駐車場：B１F、４F、RF、立体駐車場 

テナント店舗数 180店舗 

駐車場 約 2,900台  ※臨時駐車場含む 

駐輪場 約 900台 

グランドオープン 2017年 11月 24日（金）午前 9時 

営業時間 ・1F～3F 物販・サービス 10:00～21:00 

・2F レストラン・テラス   11:00～22:00 

・3F フードラウンジ     10:00～21:00 

・1F イトーヨーカドー     9:00～21:00 

※グランドオープン時等、および一部テナントにより営業時間は異なります。 

店休日 年中無休 

公式 HP http://www.prime-tree.jp 

Facebook https://www.facebook.com/primetree.akaike 

 

プライムツリー赤池は、芙蓉総合リースの建物リースの仕組みを活用して建設を進めており、施設の完成後

には芙蓉総合リースから建物を賃借のうえオープンします。 

芙蓉総合リースの建物リースを活用することで、事務・管理業務の効率化に繋がるなどの様々なメリットを得

ることができており、施設の建設にも「ひとくふう」を取り入れております。 

 

＜芙蓉総合リース株式会社＞ 

1969 年設立。みずほフィナンシャルグループ系の総合リース会社。商業施設などを対象とした建物リース

を全国で多数展開。同社にとってプライムツリー赤池は過去最大級のリース物件となる。 
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■プライムツリー赤池への「アクセス」 

 日進市に誕生する「プライムツリー赤池」は、名古屋市と豊田市の中間、国道１５３号線豊田西バイ

パスそばに立地し、広域からのアクセスに優れております。駅も近く、地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線の

「赤池」駅から３５０m 徒歩４分となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本資料におけるテナント名やスペースの名称、各フロアの画像イメージ等は２０１７年１０月１８日現在のものです 

 


