2018 年 11 月 15 日

プ ラ イ ム ツ リ ー

赤

池

PRIMETREE AKAIKE 1 周年
話題の esports イベントやアーティスト Toshl によるライブ、
1 周年特別セールなど 1st Anniversary を盛り上げます。
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(代表取締役社長：井阪 隆一)は、2017 年 11 月
24 日(金)に開業した愛知県日進市赤池駅至近の「PRIMETREE AKAIKE（プライムツリー赤
池）」にて、開業 1 周年を記念し、11 月 23 日(金・祝)～12 月 2 日(日)まで、
「1st Anniversary」
と題して様々なイベントを開催いたします。
期間中はアーティストライブの他、今話題の esports 体験イベントを中部地区初の esports
専門学校「NCA 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校」とタイアップして実施します。
「PRIMETREE AKAIKE（プライムツリー赤池）
」の総来館者数は 10 月末時点で 1,000 万
人を突破し、開発の進む日進市の“新たな魅力の発信の場”として地域のお客様達と共に成長
し、地域の方が誇りに思える場所を目指します。

11 月 23 日（金・祝）
1 周年にふさわしいアーティスト Toshl(X JAPAN)
がプライムツリー赤池に 10 年ぶりとなるアルバム
を引っ提げ登場！プライムホールにてミニライブも
開催します。

Toshl

11 月 24 日（土）
・25 日（日）
esports イベント 2Days！
話題の esports を体験いただけるイベントを 2 日間
に渡って展開します。新たなスポーツとして注目の
esports。ぜひ体感して下さい。

NCA 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校タイアップ
イメージ
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１周年記念セールの概要は以下のラインナップ！
【１周年のイベント・セール】
①1st Anniversary 限定商品＆特価商品＆セール情報
＆サービス特典
②1st Anniversary ミニライブ～Toshl(X JAPAN)
③esports イベント 2Days『25 日 最上もが来店』
④イルミネーション 23 日点灯開始
⑤nanaco ポイント 10 倍
1 周年ロゴイメージ

■①1st Anniversary 限定商品＆特価商品＆セール情報＆サービス特典
◆11 月 22 日（木）
プライムツリー赤池のアプリご利用の方に、1 日早くセール情報を
お届けします。11 月 22 日(木)限定のセールもご用意。
◆11 月 23 日（金・祝）～12 月 2 日（日）
プライムツリー開業 1 周年を記念に「１」にちなんだ
ここだけ・イマだけの特別セールを開催。欲しかったあの商品を、
お得なこの期間にぜひお買い求めください。
学生やファミリーなど、さまざまなライフステージの
お客様に、プライムツリー赤池で豊かな時間を過ごして
いただけるよう、開業 1 周年を迎え、さらに強化・発展を
続けながら、より多くのお客様のご期待にお応えしてまいります。

セールイメージ

1 周年限定スペシャルメニューではイマしか食べられない特別なメニューが登場します。
人気商品や季節のメニューもこの期間はさらにスペシャルに！

1 周年限定メニューイメージ

おいしい、うれしいがギュッと詰まった
食福袋もご用意しております。お手軽に
人気商品をお楽しみいただけます。

食福袋イメージ
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■②1st Anniversary ミニライブ
～Toshl(X JAPAN)
◆11 月 23 日(金・祝） 12:30～
１周年にふさわしいアーティスト Toshl(X JAPAN)が
プライムツリー赤池、プライムホールにて
ミニライブを開催！
Toshl

■③esports 体験イベント 2Days
◆11 月 24 日（土）

中部地区初のプロゲーマーの専門学校として esports プロゲーマー専攻、esports イベント
スタッフ専攻を 2019 年に開講する NCA 名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校とタイア
ップ。お客様が体験できる esports ブースの他、プロゲーミングチーム「CYCLOPS athlete
gaming」を運営する e スポーツコネクト株式会社が協力し、体験企画をご用意。
ステージイベントではプロ選手をお招きし、
『DRAGONBALL FighterZ(ドラゴンボールファ
イターズ)』等を使用して、来場者との対戦やミニトーナメント・トークショーを開催します。
また、小さなお子様もお楽しみいただけるようプライムツリー赤池のテナントであるビッ
クトイズによる『ポケットモンスターLet’s

GO！ピカチュウ』『ポケットモンスターLet’s

GO！イーブイ』の体験イベントをご用意！さらに、大型ビジョンでは『ぷよぷよテトリス』、
『FIFA19』、
『ウイニングイレブン 2019』のゲーム体験も予定しております。

NCA 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校タイアップイメージ

◆11 月 25 日（日）
今話題の esports をいち早く体験。最上もがさんを
ゲストにプロゲームチーム「野良連合」が日本 HP 社製
ゲーミング PC（Pavilion Gaming）を使用して、ゲーム
タイトル『Fortnite』のデモ/実況プレイを特設ステージで
開催！お客様参加のゲーム対戦を、ゲーム実況 YouTuber
による生配信とともにお届けします。
最上もが
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■④イルミネーション点灯開始
◆11 月 23 日（金・祝）
グランドゲートにあるシンボルツリーに今年も
イルミネーションが点灯します。
幻想的なイルミネーションが 1 周年を盛り上げ、
皆様の心まであかりを灯す日進市の新たな
シンボルとして、プライムツリー赤池の存在が
皆様にとってかけがえのない場所になるよう
灯りを放ち続けます。
イルミネーション

イメージ

■⑤nanaco ポイント 10 倍
◆11/23（金・祝）～11/25（日）
11 月 23(金・祝)～25(日)の期間中、nanaco ご利用で
お買上げ 100 円ごとに通常の 10 倍に！
クレジットカード払いの場合はお買上げ 200 円ごとに
20 ポイント！更にお得にお買い物をお楽しみいただけます。
※イトーヨーカドー、一部専門店は対象外となります。
nanaco ポイント 10 倍 イメージ

※当日の天候・交通事情等によりイベントの時間・内容が変更となる場合がございます。
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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

所在地

愛知県日進市赤池町箕ノ手１番

（プライムツリー赤池）

（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

支配人：石渡 誠

核店舗

イトーヨーカドー赤池店

事業者

株式会社イトーヨーカ堂

店長：古川 裕崇

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

駐輪場

約 900 台

グランドオープン

2017 年 11 月 24 日（金）

営業時間

・1F～3F 物販・サービス

10:00～21:00

・2F レストラン

11:00～22:00

・3F フードラウンジ

10:00～21:00

※臨時駐車場含む

・1F イトーヨーカドー

9:00～21:00

※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

※本資料における情報は 2018 年 11 月 15 日現在のものです

以上
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