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2017 年 11 月下旬オープン！ 
プ   ラ   イ   ム      ツ   リ   ー                赤   池 

PRIMETREE AKAIKE 
国内商業施設で初のロボットインフォメーションを導入 
スタッフの働きやすさを追求した施設・設備を完備 

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「赤池」駅至近に、ショッピングモールの

「☆☆☆☆☆（五つ星）」を目指し、洗練された外観デザインと優雅さのある内装、そして約１８０店舗の

専門店からなる『PRIMETREE AKAIKE（プライムツリー赤池）』を２０１７年１１月下旬にオープンします。 

プライムツリー赤池では、世の中のニーズに寄り添った技術や環境・サービスをご用意します。他の

商業施設に先駆けて新たな技術を取り入れた接客や、スタッフが快適に働ける環境作り、そして地域

のお客様の暮らしに新しさをプラスできる店舗ラインアップなど、訪れるお客様や働くスタッフが施設で

過ごす時間に満足してもらえるよう様々な準備を行っています。 

■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。ロボットは（株）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、（株）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

話ができるようになり、実用性の高いインフォメーションとリアルな案内

業務が可能となります。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。  

 

■「ＡＩ」による無人インフォメーションカウンターも導入 

お客様の質問に対して回答する最先端の人工知能（AI）接客システム

「KIZUNA（絆）」をデジタルサイネージにも導入し、精度の高いナビゲーション

でご案内する無人インフォメーションカウンターも実現します。２Ｄキャラクタ

ーによるスムーズなアニメーションと、デジタルサイネージの強みを活かし、

商業施設における新しい接客の形を披露します。 

 

人工知能（ＡＩ）接客システム 
「ＫＩＺＵＮＡ（絆）」 

人体型ロボット「アクトロイド」 
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有名店の新店舗や期間限定出店スペースを備えた 
おいしさの新体験を提供する「フードホール」 

■イトーヨーカドー赤池店が、豊富な食材で毎日を彩ります 

イトーヨーカドー赤池店は、食料品に特化したお店として、お客様の食生活を支えます。旬の魚介類

や肉・野菜・果物など新鮮な食材の取り扱いをはじめ、商品の価値・味をメニュー提案と共に体験いた

だける「クッキングサポート」コーナーや、精肉売場の対面コーナーでは、肉に特化した専門家が「ミート

コンシェルジュ」として商品知識を交えながらのメニュー提案を実施します。約１００席のイートインスペ

ースを設置、お買い上げされた商品をその場でお召し上がりいただけます。また、ご自宅や外出先でも

パソコンやスマートフォンで簡単に商品の注文ができ、プロの目で選んだ商品をご自宅で受け取ることが

できる「ネットスーパー」もご利用いただけます。 

 

 

 

 

■全国から人気のおいしさが「フードホール」に集まります  

全国各地の有名店や地元の人気店が多数出店。おいしい匂いに引き寄せられて、買ってその場で

味わえるスイーツや手軽に持ち帰れる惣菜などが、地域初・商業施設初として登場します。 

 

 

「気になる あのタマゴサンド」をキャッチフレーズに和風や洋風、変わり種

まで毎日約５０種類のバリエーション豊かなタマゴサンドが揃うタマゴサンド

専門店です。店内は木目調の温かみのある雰囲気で、イートインスペース

も併設しておりますので、カフェとしてもご利用いただけます。 

 

  

厳選した銘柄鶏を使用しワンランク上の味わいを追求した焼鳥と惣菜・う

なぎ蒲焼・お弁当のお店です。焼鳥からお惣菜、お弁当まですべて店内

のキッチンでひと手間かけて作り上げたこだわりの商品の数々が、お客様

の食卓を彩ります。 

 

 

名古屋駅の大名古屋ビルヂングに出店しているフレンチレストラン「メゾン

ルパンミュラ」。全国、そして海外からもファンが来店するフレンチの名店が、

新たに展開する焼菓子の専門店を初オープンさせます。コンセプトは「シェ

フが届けるフレンチおやつ」。その場で焼いた本物のフランス焼菓子を、 

気軽に、カジュアルに楽しんでいただけます。  

ウフ タマコサンド 

銀座 縁 

ミッシュ 

愛知県初 
初初 

イトーヨーカドー赤池店 イメージ 

新業態 
初初 

愛知県初 
初初 
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■ＦＯＯＤ ＣＡＭＰ（フードキャンプ） 
キャラバン（フードコンテナや、屋台などをイメージした移動

販売集団）がワクワクを運んでやってくる！ここでしか体験

できない「モノ」や「コト」に触れられる場所をご用意します。

テイクアウトフードをメインに、ワンハンドで持ち歩きながら、 

さらに新しいおいしさを見つけたり、気に入った場所に腰を

すえて楽しめる新感覚ゾーンが誕生します。 

 

<参加予定店舗> 

 

チーズインザバウムは、バウムクーヘンにチーズ生地を流しこみ、じっくりと焼き

上げた逸品。サクサクに仕上げたバウムクーヘンと、爽やかなレモンの酸味が 

あるまろやかな味わいのベイクドチーズケーキは相性抜群な美味しさです。 

 

 

クレープやガレットはフランス産エシレ・バターやフルーツジャムなど

を使用した素材にも拘りの逸品です。旬のフルーツを贅沢に使ったプレ

ミアムスムージーを片手に店内をお散歩しながらお楽しみください。 

 

 

ファミリーキャンプ、子供が主役で大人も楽しい！ＢＢＱグリルした野菜やハンバ

ーグ、ソーセージをトッピングした大人のお子様カレー、フレッシュな野菜とグリ

ルチキンをドレッシングで食べるライスボールなどキャンプ飯が楽しめます。 

 

 

焼菓子からキッシュや生菓子など普段使いのスイーツから、ちょっとした自分へ

のご褒美やお土産などまで、色々な種類が楽しめるスイーツ専門店です。自慢

の美味しさをイートイン＆テイクアウトでご堪能ください。 

 

 

世界のクラフト酒を集めたリカーショップです。重厚感のある７本のタップが並ぶ 

専用サーバーから提供するビールや日本酒が絶品。カウンターで楽しんだり、

テイスティングしたものをボトルで購入することもできる新感覚ショップです。 

 

 

関西で人気のＥＬＫ（エルク）が、ＮＹをイメージしたゆっくりブランチを楽しめる大

人のＣＡＦＥをコンセプトに東海エリアへ初上陸！バンズから選べるカスタムバ

ーガーをメインに濃厚フレンチトーストや季節のパフェなどスイーツ系も充実！

ヱビス ゴーゴー カフェ 

ザ・バウム 

TENTO 

ＥＬＫ ＮＥＷＹＯＲＫ ＢＲＵＮＣＨ 

Lappetit(ラペティ) 

フードキャンプ イメージ 

１４ＲｅＴＡＩＬ（ジュウヨンリテール） 

愛知県初 
初初 

愛知県初 
初初 

愛知県初 
初初 

商業施設初 
初初 
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■お子様と過ごす、楽しい時間を演出する「キッズエリア」 

キッズエリアでは、人気キャラクターの世界観を体感できたり、学びを通してお子様と過ごす楽しい遊

びの時間を演出します。お気に入りを手に入れるだけでなく、ふれあいの場としてご利用ください。 

 

 

「Farm Cafe」は、ひつじのショーンの世界観を東京・中目黒にあるパティス

リーポタジエがプロデュースした日本初のカフェです。また、「ファミリーファ

ーム」は、劇中に登場する「おもいでの木」の下でショーンたちと様々な体

験ができるアミューズメントパークです。ロンドンバス型の乗り物のほか、ショ

ーンと一緒に写真撮影できる広場など、牧場の仲間たちとの楽しい空間

を提供いたします。 

 

 

しろたんをモチーフとした雑貨とお菓子売場が中心の物販ゾーンと、対象

年齢を６か月～８歳とした有料の遊び場ゾーンを併設しております。大きな

しろたんのオブジェや、滑り台付きボールプール、絵本やブロックで遊べる

ママとベビーのふれあいコーナーをお楽しみください。  

 

 

 

子どもの“こころ・頭・からだ”の発育をサポートする親子の室内あそび場「キ

ドキド」と、世界中から厳選したあそび道具を販売する「ボーネルンドショップ」

を併設した複合施設です。キドキドでは「プレイリーダー」が常駐し、親子のあ

そびをサポートします。併設のショップでは世界のあそび道具を子どもの発

達段階に即して取り揃え、インストラクターが玩具選びをお手伝いします。 

 
 

子どもから大人まで安心して楽しめるエンタテインメントゾーン。セガのアミュ

ーズメント施設に加えて、「お子さまも楽しめる日本初のＶＲ登場！」ワクワク

がいっぱいのお店！！セガで楽しく過ごしてください。 

 

■１０スクリーン、約１７００席の映画館「ＴＯＨＯシネマズ 赤池」 

非日常的な空間を意識した洗練された劇場を提案。東京で

大好評のアトラクション型４Ｄシアター「ＭＸ４Ｄ」、ＴＯＨＯシネマ

ズ独自規格の左右の壁いっぱいに拡大されたスクリーン「ＴＣＸ」

に加え、さらにゆったりと映画をご鑑賞いただける「プレミアボック

スシート」を愛知県の劇場として初導入し、最高品質の鑑賞環

境を提供いたします。 

 

  

ひつじのショーン Farm Cafe 
ファミリーファーム 
 

ボーネルンドあそびのせかい 

しろたん フレンズミュージアム 

セガ 

日本初 
初初 

愛知県初 
初初 
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「働きやすさ・従業員満足度」を追求した快適な設備環境 
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、始業前・休憩後・終業後に消臭・除菌・除塵ができるエアシャワーを完備して、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休むために、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

やミーティングなどにも活用できます。 

 
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。 

 

エアシャワー（消臭・除菌・除塵） 

売場に出る前のエチケットとして、髪や衣類に付いたタバコのニオイを瞬

間消臭。飲食店従業員の方にはノロウイルス・大腸菌・サルモネラ菌・黄

色ブドウ球菌・レジオネラ菌などの細菌を３０秒以内に除菌できるので衛

生対策にもなります。また衣類に付いた花粉やダニなどの除塵や、インフ

ルエンザウイルスにも有効とされ、エアシャワーを活用することで館内で

の感染抑制にも効果が期待できます。 

 

 

 

 

吹き出し口  
イメージ 

 

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 

藤田エンジニアリング株式会社 

「バイバイキング」 

リフレッシュルーム イメージ 

※ 噴霧する除菌水は医薬品ではありません。効果等に関しまして

は、付着した部分に関し、第３者検査機関による検証データを基に
表記しております。 
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開業前から「地域とつながる」取り組みが始まっています 

愛知県安城市出身のデザイナー廣村正彰氏が施設コンセプトでもある「ひとく

ふう」プロジェクトの総合ディレクターを務めます。地域の人たちが誇りに思える

施設として、赤池の成長に寄り添い、半歩先を見つめる施設の完成を目指しま

す。わかりやすく特徴的なサインや区画レイアウト、施設にあった照明など、あら

ゆる場所に「ひとくふう」を取り入れた施設作りを現在行っています。 

 

 

 

■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。名古屋学芸大学・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）氏の協力を徔て、メディア造形学部デザイン学科の３年生６名によるプロジェクトチームが発足し、

５月３１日にはメンバーがプライムツリー赤池の建設現場を下見に訪れ、どのような取り組みが実現可

能なのかを確認しました。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が施される予

定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクトメンバー 施設でのオリエンテーション 

下見風景１ 下見風景２ 

廣村正彰氏 
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。 
 

× 
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■くらしをよくする「ひとくふう」の考え方を醸成し拡散する 

AKAIKE PRIME CLUB（赤池プライムクラブ）発足 

プライムツリー赤池がご用意する「ひとくふう」のコンセプトを

拡散する役割として、地元の愛知県を中心に活躍する、くらし

に関するさまざまなテーマの専門家をメンバーとした「AKAIKE 

PRIME CLUB（赤池プライムクラブ）」を発足しました。１０名の   

メンバーがＷｅｂサイトやＳＮＳ、イベントや外部メディアを通じて、

くらしをよくする「ひとくふう」の知恵や知識をご提案します。   

２０１７年７月７日には名古屋市内にて、メンバーと施設スタッフ

が集まり、キックオフミーティングを開催しました。  

 

■AKAIKE PRIME CLUBのメンバー（50音順、敬称略） 

【料理・食事】 

磯辺 作喜子 

料理・パン教室主宰 

【おもてなし】 

伊藤 善子 

老舗料亭・若女将 

【食】 

長田 絢 

食コーディネーター 

【ワイン】 

梶原 幸恵 

ソムリエール 

【音楽・話し方・野菜】 

川本 えこ 

ラジオパーソナリティー 

     

【ファッション】 

鈴木 千晴 

ファッションエディター 

【お酒】 

中野 多恵 

サロン経営 

【美容】 

丹羽 直美 

メディカルエステサロン経営 

【住まい】 

福岡 由美 

住宅ライター 

【映画】 

松岡ひとみ 

映画ナビゲーター 

     

 

■Webティーザーサイトや SNSによる、プライムツリー赤池の開業に向けた 

「情報発信」が始まります 

プライムツリー赤池は、開業前から地域の皆様を中心に、さまざまな取り組みの活動をスタートさせ

ており、開業に先駆けて２０１７年７月１９日からＷｅｂティーザーサイトを開設して、その内容を順次ご

紹介していきます。またＳＮＳでの展開も順次開始していくことで、お客様とのコミュニケーション機会を

増やしていきます。 

<開設予定コンテンツ> 

 施設の概要や「ひとくふう」のコンセプトのご紹介 

 外装・内装や設備、インテリアなどオープンに向けた準備の状況 

 入居テナント情報 

 イベント情報 

 AKAIKE PRIME CLUB による、「ひとくふう」の提案（コラムなど） 

■Webサイト  http://www.prime-tree.jp/ 

■FaceBook  https://www.facebook.com/primetree.akaike/ 

ティザーサイト イメージ 

赤池プライムクラブ キックオフの様子 

ティーザーサイト イメージ 

http://www.prime-tree.jp/
https://www.facebook.com/primetree.akaike/
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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】 日進赤池箕ノ手土地区画整理事業地内１１街区  

 （地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線「赤池駅」から徒歩４分） 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ】 ２０１７年 11月下旬 

【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㎡ 

【店 舗 面 積】 約４３,６００㎡ 

【建 物 構 造】 店舗：１F～４F 駐車場：B１F、４F、RF、立体駐車場 

【店 舗 数】 約１８０店舗 

 

■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に位置し、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


