2011 年 4 月 22 日

ＮＴＴ都市開発株式会社

2011.4.29 fri

新風館リニューアルオープン
～ 開業 10 周年を迎えた 2011 年、新風館は新しく生まれ変わります～

６ Speciality Shop が新たに登場！

緑・風・水・陽をゆったりと感じられる新空間

ＮＴＴ都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三ツ村 正規）が運営する商業施設
「新風館」（京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町 586-2）は、本年 1 月 26 日に開業 10 周年を迎えました。
新風館は、1926（大正 15）年に建築された歴史的建造物（旧・京都中央電話局）の旧館に融合するよう
新館を増築し、
「伝統と革新」の対比と融合をテーマに開放的でノスタルジックな商業施設として、2001 年に
誕生しました。
今般の開業 10 周年を機に、当初のコンセプトに「環境」というキーワードを加え、「緑・風・水・陽」が
ゆったりと感じられる施設環境を整備したほか、6 つのニューショップなど 6 ジャンル 28 のスペシャリティ
ショップと様々なエンターテインメントが
“上質な刺激”を提供する憩いの空間として、2011 年 4 月 29 日（金・
祝）にリニューアルオープンいたします。
2010 年 11 月に烏丸通にオープンした「ラクエ四条烏丸」と連携し、今後一層、三条通～烏丸通の活性化の
お役に立ちたいと考えております。

■新風館リニューアル概要／施設環境について：別紙 1
■新風館リニューアル概要／ニューショップ &リニューアルショップについて：別紙 2～5
※詳しくは、新風館ホームページ（www.shin-puh-kan.com）

【本件に関するお問い合わせ】

新風館 運営管理事務所
厚地・稲田
京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町 586-2
Tel.075-213-6688・Fax.075-213-6633

別紙 1

新風館リニューアル概要 Vol.1／施設環境
緑・風・水・陽をゆったりと感じられるスペースがライフスタイルを演出・・・
【リニューアル環境】
◆メインエントランススペース／
エントランスに壁面緑化を計画。
来訪者をひきつけ、烏丸通からも
四季を感じられる空間です。
◆アプローチスペース／烏丸のメ
インエントランスをはじめ、植栽に
囲まれた小道を歩いたり、京都ら
しい格子の生垣を通り抜けるな
ど、心地よい緑越しの風を受けな
がら様々な風景を創り出し、街中
を散策する人や訪れる人に寛ぎ
のアプローチを演出します。
◆オープンデッキテラススペース
／樹木の木漏れ日、風に揺れる

≪館内中庭環境イメージ／本資料は計画中の内容であり、変更になる場合がございます。≫

音等、自然を感じながら憩えるデ
ッキテラスがお客様の寛ぎ空間と

「新風館」大正１５年に京都中央電話局として建設され、現在は保存建物の指

してお待ちします。

定を受けている重厚で当時の水準の高さを示す旧館と、常に生まれ変わることを意
識して建てられた新館を融合させた開放的な空間をもつ商業施設として２００１

◆ミストスペース／柔らかい霧に

年１月２６日にオープンしました。

触れたり、虹色の景色を楽しむだ
けでなく、冷却効果と涼空間とし

それから１０年を迎える２０１１年、当初の施設コンセプトに「環境」というキー
ワードを加えて、時代のニーズに合った新しい空間としてリニューアルします。

て夏の日の心地よい空間を演出
いたします。

新しい「新風館」では、緑・風・水・陽をゆったりと感じられるスペースでライフ
スタイルを演出します。

◆フラットイベントスペース／
中庭のＥｖｅｎｔスペースは、緑の

烏丸通からのメインエントランススペースには壁面緑化を、その他のアプローチ空
間にも植栽を増やし、四季を感じられる空間とします。中庭には、木々の木漏れ日
や風に触れる音等の自然を感じられるデッキテラスを設け、ミストによる演出も加
え、寛ぎの空間とします。今まで行ってきたイベントはもちろん、新しいスタイル
のアクティビティが可能になります。
商業施設というだけでなく、訪れる人々が、自分の好きなスタイルで楽しめる憩い
のスペースを設けた心地よい環境でお迎えする場として誕生します。

演出も充実し、自動車の展示や
マルシェの開催など広いエリアを
使用するイベントも可能です。

別紙 2

新風館リニューアル概要 Vol.2／NEW SHOP & RENEWAL SHOP 情報①

【ＯＰＥＮ日：4.18 現在の予定】

続々とニューショップ、リニューアルオープンショップが誕生！！

■NEW SHOP Vol.1

3/25 fri OPEN! 【新風館 1F】
グッドデザインな腕時計をセレクト！！

TiC TAC
≪腕時計≫

≫≫≫

（チックタック）

TEL. 075-241-1880

機能だけじゃなく、使うシーンやファッションに合わせて活躍する腕時計をセレクト。人気ブラン

ドとのコラボウォッチや、オリジナルブランドなど他では手に入らない個性的なデザインの腕時計もたくさ
ん。腕時計選びを楽しんで欲しい！と、ショップデザインやディスプレーにもこだわっています。

■NEW SHOP Vol.2

4/29 fri OPEN! 【新風館 2F】
ハイブランドのフィルターを通したリアルクローズ

A|X ARMANI EXCHANGE
（A|X アルマーニ エクスチェンジ）
≪M&L カジュアル≫

≫≫≫

GIORGIO ARMANI により 1991 年 NEWYORK で立ち上げられ
たブランド。都会的で個性的な次世代ファストファッション分野の消費者
をターゲットにスタートし、リーズナブルでありながら、アルマーニの洗
練されたスタイルは変わらず引き継がれています。
※２０周年 YEAR を迎えた今年、いよいよ京都に OPEN！（日本で８店舗目）
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新風館リニューアル概要 Vol.2／NEW SHOP & RENEWAL SHOP 情報②

【ＯＰＥＮ日：4.18 現在の予定】

■NEW SHOP Vol.3

4/29 fri OPEN! 【新風館 3F】
新しい自分に出会える・・・

ASUKA STUDIO
（アスカ ストゥーディオ）
≪ブライダルスタジオ/フォトスタジオ≫ TEL 075-255-2772
≪ビューティースタジオ≫ TEL 075-255-2662

≫≫≫ STUDIO の名のとおり、その時々の美しい瞬間をカタチにす
る空間。ドレス･ヘアメイク・フォトスタジオが創り出すスタイルのあ
るポートレイトやスタジオウエディングを提案します。厳選された素
材を用いた創造性あふれるドレス、タキシードをシックでリーズナブ
ルな価格からラグジュアリーなハイクラスまでセレクト。また、ヘア
メイクサービスのビューティースタジオ、スタジオウエディングを含
めアニバーサリーサービスを提供するフォトスタジオが併設され、そ
れらのスペースとの連携によるトータルスタイリングをご提案。

■NEW SHOP Vol.4

4/29 fri OPEN! （予定） 【新風館 1F】
あなたらしさを個性豊かな真珠で表現してみませんか？

La Pellegrina
≪パールジュエリー≫

（ラ・ペレグリナ）
TEL. 075-212-6507
≫≫≫ 京都発のジュエラー「ラ・ペレグリナ」は、As your

Private Jeweller をコンセプトに、原点に返り、真珠の魅
力を伝える体感型ショップとして生まれ変わります。大手
セレクトショップ、百貨店を中心に展開中のメンズブラン
ド「Oviri」、レディースブランド「MADAMA」の初の直
営店舗でもあり、ファッションとして楽しめる真珠の提案
をして参ります。
「手にする一つ一つの真珠こそが、
“ラ・ペレグリナ”であ
ってほしい」
・・・世界で最も美しい真珠と称された【ラ・
ペレグリナ】の名に恥じない品質とサービスで、冠婚葬祭
に留まらない新たな真珠のスタイルを発信いたします。
← MaruruⅦ 26040 円、Fita 13650 円（オヴィリ）
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新風館リニューアル概要 Vol.2／NEW SHOP & RENEWAL SHOP 情報③

【ＯＰＥＮ日：4.18 現在の予定】

■NEW SHOP Vol.5

4/29 fri OPEN! 【新風館 2F】
イタリアンカジュアルトータルストア 京都初登場！

REPLAY STORE

（リプレイストア）

≪M&L カジュアル≫

≫≫≫

イタリア発信ブランドならではのハイクオリティと独自デザインによるクリエイティブスタイ

ルを提案し続けるＲＥＰＬＡＹ。デニムを中心としたトータルライフスタイルファッションがラインナ
ップする、京都初の REPLAY STORE として新風館に OPEN！

■NEW SHOP Vol.6

4/29 fri OPEN! 【新風館 3F】
本場のシェフが繰り出す“本場インド”の味わい！

Nmaste taj Mahal

（ﾅﾏｽﾃ

ﾀｰｼﾞ ﾏﾊﾙ）

≪インド＆ネパール料理≫

≫≫≫ 本場のシェフによる数十種類のスパイスを使った

“薬膳カレー”は辛さが選べて大甘～激辛まで OK！
相性抜群のもちもちのナンと共にお召し上がり下さい。
その他、タンドール料理や単品料理、ドリンクメニューも
充実！

お一人様からご家族連れまで、気軽に本場インド

の味をお楽しみ下さい。
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■RENEWAL SHOP

3/10 thu OPEN! 【新風館 1F】
DESIGNWORKSE deuxcotes
≪M&L カジュアル≫

TEL. 075-257-8020

4/9 sat OPEN! 【新風館 3F】※移転改装
ABC Cooking Studio
≪料理教室≫

TEL. 075-253-6480

4/22 fri OPEN!（予定） 【新風館 3F】※移転改装
VILLAGE VANGUARD
≪書籍その他≫

TEL. 075-257-8037

5/27 fri OPEN!（予定） 【新風館 2F】※移転改装
ADOLFO DOMINGUEZ
≪M&L ファッション≫

TEL. 075-211-2181

