
１２月５日にグランドオープン決定！

新生「東急プラザ渋谷」の魅力が凝縮した５階を大公開

アーバンコアイメージ （上）CÉ LA VI TOKYOイメージ

（下）Pepper PARLORイメージ

東急不動産株式会社は、「渋谷フクラス」（※）内

商業施設ゾーンにおいて開業する「東急プラザ渋谷」

の開業日を１２月５日（木）に決定しました。

※「渋谷フクラス」は当社が組合員および参加組合員として参画

する道玄坂一丁目駅前地区市街地再開発組合で推進中の『道玄坂

一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業』のビル名称です。

新生「東急プラザ渋谷」は、食、健康、美はもち

ろん、趣味やライフプラン、コミュニケーションの

サポートまで、都会派の感度が成熟した大人世代の

ニーズに応える全６９店舗で構成。「大人をたのし

める渋谷へ」をコンセプトに、“若者の街”のイメー

ジが強い渋谷において、あえて「大人」をターゲッ

トにしたライフスタイル提案を行います。

その新生「東急プラザ渋谷」のチャレンジを象徴

するのが、『シブヤライフラウンジ』をテーマに展

開する５階フロア。親・子・孫と世代を超えて楽し

めるカフェラウンジを中心に、大人世代のニーズに

マッチしたライフプランのお悩み解決を実現する

サービステナントを集積した、これまでにない新し

いスタイルのサービスフロアを大公開します！

コンセプトは「大人をたのしめる渋谷へ」

時間を重ねることの価値や豊かさを知り、本物や本質的なものの良さを

大切にしながら、遊び心も忘れないー。都市で生活するそういった大人

たちへ、時間を重ねて「成熟」する楽しみを、人生１００年時代の今、

東急プラザ渋谷から提案してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

「東急プラザ渋谷」PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ内）担当 : 李、髙橋、照井

TEL : 03-6894-3200 FAX : 03-5413-3050 E-mail : tokyuplaza_shibuya@ssu.co.jp

渋谷の街を一望できるルーフトップガーデン（ １７階、１８階）のイメージ



東急不動産株式会社

都市事業ユニット 都市事業本部

商業施設営業部 係長

大久保 崇

“若者の街”のイメージが強い渋谷において、あえて

「大人」をターゲットとするのは私どもとしても、非

常に大きなチャレンジです。人生１００年時代と言わ

れる今、大人のニーズにマッチしたライフプランのお

悩みを解決することで、ワンランク上のライフステー

ジを実現するお手伝いをしたい。そのような思いを込

めてつくったのが、これまでにない新しいスタイルの

お客様のライフプランに寄り添い、ワンランク上のライフステージを

担当者にインタビュー！プロジェクトに込めた思いとはー？

サービスフロア『シブヤライフラウンジ』です。これま

でどこに相談してよいか分からなかった小さなお悩み解

決から、プロフェッショナルによるワンランク上の提案

でお悩み解決をサポートします。「Pepper PARLOR」

をフロアの中心に配し、親子や三世代で訪れやすい雰囲

気を演出しました。ぜひご家族と一緒に自分のライフプ

ランを見つめ直すきっかけとしてください。

Feature story 5th f loor

５階のテーマは『シブヤライフラウンジ』。ソフトバンクロボ

ティクスが初めて手掛ける「人とロボットが共に暮らし、働く

社会」を体現したカフェラウンジを中心に、さまざまな「ライ

フプラン」を応援するサービスを提供する７つの店舗が集結。

大人のニーズにマッチした悩みに寄り添う新しいスタイルの

サービスフロアが誕生します。

これまでにない“ライフプランのお悩み解決“

フロアが５階に誕生新生「東急プラザ渋谷」の

新しい挑戦

『シブヤライフラウンジ』

将来の夢の実現に向けた

資産形成や不動産、

相続など、お悩み解決の

お手伝いをします。

親子２世代、３世代で

お立ち寄りください

３世代のお客様へ、
おいしい食事をお楽し
みいただきながら、

ロボットとの

ワクワクする未来を

ご体感ください！

思い出の着物や

お気に入りの洋服を

いまのライフ

スタイルに合わせて

リメイクいたします

実物資産額を独自のシ
ステムで適正に算出。

モノとのストーリー
を大切に、最適な
資産運用をご提案

「人生１００年時代」こそ、

保険や家計の見直しを。
保険に精通したプロが

お客様に寄り添った

プランを提案します

注目の5階フロアを初公開！

店舗担当者が楽しみ方を教えてくれました

希望の行先や

イメージを伝えるだけ。

旅慣れた大人世代が求める

旅行のあらゆるニーズに

専門スタッフがお応え！

「人生をカタチに
する」「お世話に
なった方を集めて
パーティを開催」

グランエイジの

皆様を応援します

カフェラウンジ

信託銀行

旅行

保険代理店

リラクゼーションサロン

買取・

資産相談

ライフサポート

毎日をアクティブに

過ごすためには

日々の体ケアが大切。

完全個室の整体で

メンテナンスを！

洋服・バッグのお直し、
オーダー・リメイク



『シブヤライフラウンジ』

ワンランク上のライフステージをサポートする

全８店舗をチェック！

LIFE STORIES SALON

ライフサポート

『人生の集大成を自分らしく』をサポート

大人世代の「人生の集大成」をよ

り豊かに、そして自分らしく。自分

のための時間、今だからこそできる

チャレンジ、これまでの人生の振り

返り、そして将来を考えるお手伝い

をします。人生１００年時代、これ

からの豊かな人生をサポートする総

合窓口です。

なんぼや+miney

買取・資産相談

スマートなライフスタイルを提案するブランド買取専門店

お客様の品物をコンシェルジュ（鑑

定士）が丁寧に査定し買取ります。

「買って使う」から「売って繋ぐ」に。

実物資産管理アプリ「miney」を通し

て、お客様にとって最適な売却時期や

運用方法など、モノを資産として捉え

る、賢く洗練されたライフスタイルを

提案します。

保険見直し本舗

保険代理店

お客様ひとりひとりに合わせた「ぴったりの保険選び」を

賢い保険の選び方を無料でアドバ

イスします。「保険の見直し」はも

ちろん「新規で加入」を検討されて

いる方も「ご提案」「ご加入手続

き」「アフターフォロー」など各種

サービスは全て無料です。安心して

利用いただけます。

EXCELLENT RELAXATION

SALON JYOICHI

リラクゼーションサロン

日本古来の健康と美容に注目したリラクゼーションサロン

日本古来の健康と美容に注目した物

販併設のリラクゼーションサロンです。

日本古来から使われているあずきやぬ

かなどの天然由来の商品や、メイドイ

ンジャパンの珍しい和精油を用意して

います。全身の整体・お顔の骨格調整

等、完全個室のリラックス空間で安心

して受けていただけます。

あなただけのプレミアムな旅を

High Premium

H.I.S. Hills Shibuya

旅行

今までH.I.S.を利用したこ

とのないお客様にも、気軽に

相談いただける場として、お

客様のプレミアムな旅行を一

緒に作成します。また、旅行

の手配だけでなく、コミュニ

ティの場として活用いただけ

るよう、様々なイベントも開

催予定です。

アトリエ・クチュリエ―ル

洋服・バッグのお直し、オーダー・リメイク

「お直し」でよりおしゃれで快適なライフスタイルを

ゆったりとした心地良い空間で、

専門知識を持つスタッフがお客様ひ

とりひとりの要望を丁寧に伺い、よ

り美しく快適な着心地を提案します。

サイズ直しから修理、リメイク、

オーダーまで、世界にひとつしかな

いあなただけのファッションをかな

えるお手伝いをします。

三井住友信託銀行
信託銀行

世代を超えてお客様が集うコンサルティングフロア

人生１００年時代に必要な専門知

識を持つ担当者が、資産形成、住宅

ローン、保険、不動産、遺言などの

分野でお客様の想いを「形」にする

サポートをします。お客様の人生を

より豊かにするセミナーやイベント

の開催、旅、芸術、食などの情報も

提供します。

「人とロボットが共に暮らし、

働く社会」を体現したカフェ

Pepper PARLOR

おしゃれで居心地の良い空

間で、世界の国をイメージし

たワッフルやドリンクなどの

創造的なメニューを楽しめる、

カフェとしての魅力も兼ね備

えたプレミアムパーラーです。

そこでは、自然に人と働き、

人をもてなす様々なロボット

も活躍し、ワクワクする未来

を感じられます。

カフェラウンジ

※CGパースはイメージです。
実際とは異なる場合がございます。



News Letter Backnumber

Vol.2Vol.1

渋谷を訪れる人たちへ

ふらりと訪れたくなる場所を

渋谷駅前に浮かぶ、天空のルーフトップガーデン

『SHIBU NIWA（シブニワ）』が１７階に誕生

次の１００年に向けて変革が進む渋谷の街に、新名所が誕生しま

す。その名も、ルーフトップガーデン『SHIBU NIWA（シブニ

ワ）』。東急プラザ渋谷の１７階屋上に設けられ、渋谷の都市性を

象徴する高層建築物やスクランブル交差点などを一望することがで

きます。

さまざまな樹木が配された空間には、訪れる人に自分だけの特等席

を見つけていただけるよう、ゆったりとくつろげるさまざまなチェア

や大きめのベンチなどを配しました。東急プラザの「プラザ」には、

Pick up Topics

渋谷の街を一望できる１７階『SHIBU NIWA』と１８階のルーフトップガーデン。

さまざまな樹木とゆったりとくつろげるチェアやベンチが配され、大人の憩いの場に。

「広場」という意味があります。

『SHIBU NIWA』 が、 新生

「東急プラザ渋谷」という新し

い“広場”のシンボルとなるよう

に。そして、渋谷を訪れる方々

がふらりと足を運びたくなるよ

うな、かけがえのない場所とな

ることをめざしてまいります。

「楽しい時間がずっと続くように…」という思いを込めて、東急プラ

ザ渋谷が提案する新ライフスタイルをいかに体現するのか。渋谷再開発

において重要なエッセンスとされるアーバンコアや商環境デザイン、テ

ナント構成など多角的にトークが繰り広げられました。

生まれ変わる、東急プラザ渋谷

開発にかける想いを担当者たちが語り合う！

「東急プラザ渋谷」は

どのような想いで新生され、

渋谷の街に刺激を与える施

設となるのか－。開発にか

ける想いを東急不動産の運

営、開発、営業の担当者た

ちが熱く語り合う対談特集。

商環境デザインを担当した森田恭通氏と

マスターコンセプトを手掛けた柴田陽子氏が登場！

２人のキーパーソンに聞く新生プロジェクト

通氏。渋谷の街がもつクリエイティブなイメージをどう落とし込んだの

か、時を重ねても古さを感じさせないデザインについて語ります。また、

ブランディングプロデューサーの柴田陽子氏は、大人世代をターゲット

にした「新時代の商業施設」にかける想いを語ります。

これまでにない渋谷の魅力を

発信する拠点として進められて

いる、「東急プラザ渋谷」の新

生プロジェクト。そのキーマン

２人をインタビューしました。

１人目はデザイナーの森田恭

新生「東急プラザ渋谷」という新しい

“広場”のシンボル『SHIBU NIWA』


