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巨大ターミナル池袋東口に、人と人が自由につながる交流施設誕生！

「食と生活」をテーマに、日々の生活を楽しむヒントが見つかる！

期待される池袋副都心再生の拠点

WACCA 池袋 9月19日（金）オープン！
＝開業のご案内＝

WACCAオープニング広報事務局

■オープニング期間は、「WACCAレビューウィーク」として多様なイベントを実施、
「食と生活」をテーマに、人と人がつながり、その輪が広がる場を創出。

栄真株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：簱 栄一郎）は、「住みたい街」
アンケートで上位に選ばれるなど、いま注目の池袋と共に発展し「食と生活」を
テーマに子どもから若者、高齢者までが安心して集えるコミュニティスペース
『WACCA IKEBUKURO（ワッカ イケブクロ）』を9月19日（金）に開業致します。

WACCAは年間を通して「わざわざ足を運びたくなる価値のある経験」や「日々の生活を楽し
むヒントが得られる体験」など様々なプログラムを用意してお客さまをお迎えします。
WACCAならではの魅力的な企画を年間を通して実施することにより、その価値を共有する
お客様や企業の皆さんと共につくるコミュニティ型の商業施設です。

●WACCA外観 イメージ ■食をテーマにイベントを展開するスペース「Lupe」

５階には“食”をテーマにイベントを展開する料
理実験施設「Lupe（ルーペ）」を常設。キッチン
スタジオを活用しながら年間を通してイベントを
開催します。フレキシブルなマルチスペースで、
飲食イベントや料理教室、マルシェ、上映会など
に対応可能。自治体や企業、メディアと連携しな
がら他施設ではできない効果的で継続した情報発
信を行っていきます。

●Lupeでのイベント
実施イメージ

●Lupe（ルーペ）
イメージ



■生活に彩りを添え、新しい興味や関心に出会える27の魅力的なテナントと
世界一ハッピーな駐車場（100台収容）

WACCA館内のテナントは、池袋を生活拠点としながら楽しむことに真面目に取り組むお
客様層に向けて、日々の生活に彩りを添える多様なテナントを揃えています。毎日ご利用
いただける日常使いの27の魅力的なテナントが集まりました。

■世界一ハッピーな駐車場・・・
地下1階から地下4階には、昭和31年から半世紀以上にわたり駐車場を運営した経験から
安心・安全はもちろん、お客様の利便性を追求した100台収容の自走式駐車場を整備しま
す。地下であることを感じさせない照明の明るさに加え、各フロアのテーマカラーに合
わせた「太陽と自然」をテーマにした写真と自然環境音で空間を演出。
ご利用いただくお客様がハッピーを感じていただくWACCAならではの駐車場空間です。

フロア 店舗名 業種

1F

sisters tapioca in drink シスターズ タピオカインドリンク タピオカドリンク(仮)

KirinCity+ Ikebukuro WACCA キリンシティプラス イケブクロワッカテン ビアレストラン

I-PRIMO アイプリモ ブライダルジュエリー

LIPS WACCA IKEBUKUROTEN リップス ワッカ イケブクロテン 小売販売事業

Sports Lab by atmos スポーツ ラボ バイ アトモス メンズ＆レディスシューズ

寝かせ玄米おむすび いろは（仮） 寝かせ玄米おむすび いろは（仮） 寝かせ玄米おむすび

2F

Giovanni ジョヴァンニ 輸入文具・雑貨

KIMPO-DO premio キンポウドウ プレミオ アイウエア(仮)

SCANTEAK 池袋店 スキャンティーク インテリア

BIANCA ビアンカ アイラッシュ＆ネイルサロン

Re.Ra.Ku WACCA池袋店 リラクワッカイケブクロテン ストレッチ＆ボディケア

ligne roset ikebukuro リーン・ロゼ イケブクロ インテリア

necosekai ネコセカイ ネコのセレクトショップ

3F ユザワヤ ― 手芸専門店

4F
ヤマハミュージックアベニュー イケブクロ ― 音楽教室

Bean&Pop ビーンアンドポップ カフェ

5F

ビアージョ ― イタリアンバル

DINNIG 快 ダイニング カイ さかなとおやさい

Trattoria Pizzeria LOGIC Ikebukuro トラットリア ピッツェリア ロジック イケブクロ イタリアンレストラン

焼肉本舗 ぴゅあ ヤキニクホンポ ピュア 焼肉

TUCANO'S 池袋店 トゥッカーノ イケブクロテン レストラン

キッチンスタジオLupe キッチンスタジオルーペ ―

6F Res arcana TOKYO WEST Cafe&Bar レス アルカーナ TOKYO WEST カフェ アンド バー カフェ／バー

6・7F ALMALIEN TOKYO アルマリアン東京 ウエディング

7F Res arcana TOKYO WEST Bis レス アルカーナ TOKYO WEST ビス ビュッフェ

8F
Res arcana TOKYO WEST Dining レス アルカーナ TOKYO WEST ダイニング フレンチ

Avenircras TOKYO アヴェニールクラス東京 ウエディング



■WACCA IKEBUKURO 概要

外観はリーフ（葉）をモチーフに「ともに成長する」イメージを有機的にデザインしまし
た。まち歩きをするように歩き回ることができる有機導線とユニバーサルデザインはどん
な方でも快適にご利用いただける空間となります。また、全館でガスヒートポンプを利用
する環境配慮型施設です。

MAP

●池袋駅まで徒歩3分（約200m）

〈概要〉
《公式WEBサイト wacca.tokyo 》
所在地：東京都豊島区東池袋１丁目８－１
敷地面積：約1,700㎡ 建築面積：約1,500㎡ 店舗面積：約7,400㎡
階数：地上８階・地下４階・搭屋1階 最高高さ：約40ｍ 駐車台数：100台（自走式）

●1階入り口から望む館内イメージ●中池袋公園から見たWACCA

●各階概要



■WACCAレビューウィーク イベント概要 9月19日（金）～9月28日（日）

WACCAオープンから10日間にわたり『つながるワッカ』を体感いただける多様なイベント
を実施いたします。イベント内容は、様々な世代のお客様に楽しんでいただけるオリジナル
の企画を予定しております。地方自治体と連携したイベントの第1弾も実施します。

〈いわきの旬を召し上がれ！ 「見せます・いわき」
～五感で楽しむ「いわき産」初秋の味覚 〉

WACCAでは、年間で全国各地の地方自治体と連携したイベントを展開していきます。
その第1弾として、福島県いわき市、一般社団法人いわき観光まちづくりビューローの
主催により、キッチンスタジオ「Lupe」で２日間限定の「いわき食材レストラン」をオー
プン。いわきの生産者や名所の魅力を伝える物販マルシェや案内ブースも展開します。

「食べCIAO！Iwakitchen」・・・
日替わりメニューのいわき産品レストランを限定営業。昼は名物料理人のランチ、
夜はいわき産品の料理を旅行に模して提供。
フラガールのパフォーマンスや生産者トークショーなどもご覧いただけます。

「いわきマルシェ」・・・
旬のいわき産品を対面マルシェスタイルで販売。生産者がお客様と直接交流します。

「ゆるキャラステージ」とアクアマリン福島の「アクアマリン出張水族館」・・・
“サンシャインガイドいわき”や“フラおじさん”によるステージ、
アクアマリン福島からのクラゲアクアリウムを展示。

●フラガール ●サンシャインガイドいわきと
フラおじさん

●くらげアクアリウム（イメージ）

9/19（金）・9/20（土）

※イベント内容は調整中につき変更することがあります。

〈ヤマハ ミュージックウィーク in WACCA〉
ヤマハ音楽教室の講師によるミニコンサートを日替わりの音楽ジャンルで開催。

9月19日と20日は、上記いわきのフラガール来館にちなんで、ハワイアンミュージックの演奏を予定。

9/19（金）～9/28（日）

〈スターチャンネル 映画音楽プレミアム演奏会〉
BS10スターチャンネルが、10月に独占放送する『SOUND OF MUSIC LIVE』や

11月の名作映画大特集に合わせ、厳選した映画音楽をオリジナルで編曲し、この期間限りの限定
演奏会を実施。心に残る映画の1シーンとともに映画音楽をお届けするプレミアムイベント。

9/25（木）～9/26（金）

〈ユザワヤ芸術学院講師によるワークショップ〉
ユザワヤ芸術学院の講師による「ハワイアンキルト」、

「パッチワーク」、「ビーズアクセサリー」、「手編み」、「ペーパークイリング」、
「クレイスイーツ」「クロスステッチ」などの様々なワークショップを予定。

9/19（金）～9/30（火）



■WACCAレビューウィーク イベント概要 9月19日（金）～9月28日（日）

〈キッズ野菜ソムリエカフェ〉9月21日（日）
野菜ソムリエ協会による新しい取り組みから誕生した「キッズ野菜ソムリエ」
プロデュースのカフェを開設。“小さな野菜ソムリエ”によるおもてなし。

〈野菜ソムリエと始める美味しい生活〉9月22日（月）
野菜ソムリエ協会が「ビューティ」、「アスリート」などをテーマに年間を通じて
実施する料理教室やセミナーのティザーイベント。野菜ソムリエによるトーク
セッションや調理＆試食のプログラムを開催。

〈親子で食べるを科学する〉9月23日（火）

リバネスがLupeで定期開催を予定しているセミナーを体験版特別バージョンで実
施。親子で食の生産から栄養、機能性に関する科学的な理解を総合的に促すプログ
ラムを開催。

〈天神天満梅酒大会～梅酒の宵〉9月23日（火）

大阪で2万人以上が投票する「天神天満梅酒大会」で選ばれた名品の中から
受賞梅酒を幅広く揃え、一夜限りの特別なBarを開店します。梅酒をお楽しみ頂きながら
その奥深さに触れていただきます。

〈ワインノムリエの会〉9月24日（水）

10月より定期開催を予定しているワインノムリエの会のティザーイベントを開催。
「神の雫」に登場する本間チョースケ氏をゲストに迎え、イタリアワインの魅力を
語りながらの試飲会イベントを実施します。

〈日本酒LOVERSの会〉9月25日（木）
今注目の「日本酒」について、月刊「食生活」などの専門家が厳選した日本酒の会
を10月より定期開催予定。事前紹介イベントとして、注目の酒蔵による日本酒と
アテのおもてなし。

〈東京カレンダーbar@WACCA〉9月26日（金）
雑誌「東京カレンダー」とタイアップした一夜限りのBarイベント。
東京カレンダー編集部による、「お薦めのお酒とアテ」をお楽しみいただきます。

〈おいしい映画祭 from 香川 - 瀬戸内海賊物語- 〉9月27日（土）28日（日）

映画×グルメ×地域のコラボイベント「おいしい映画祭(R)」を開催。
今回の主役は香川県。映画に関わった人々が集う交流パーティや
トークショー、映画にちなんだ音楽のライブなど。
香川県のご当地グルメ＆映画にちなんだ映級グルメ(R)

（「海賊うどん」など）も登場！香川県の地域物産も紹介・販売。
28日は映画「瀬戸内海賊物語」Day。テーマソングを歌う
上野優華さんのミニライブなど盛りだくさん。

〈“池袋の魅力”を捉えた立教大学の学生による写真展〉
立教大学の学生による池袋の魅力を引き出す写真展プロジェクト。

「コミュニティ」をキーワードに池袋の人々のつながりの輪を紹介していく写真展。

9/19（金）～9/28（日）

※イベント内容は調整中につき変更することがあります。

●海賊うどん

●上野優華
・上野優華（うえの ゆうか）プロフィール：

2012年、「KING RECORDS Presents Dream Vocal Audition」において、1万人を超える応募者の中を勝ち抜き、
ファイナリスト最年少で見事グランプリ『Dream Vocalist loved by ヤングマガジン賞』を獲得し、キングレコードから
メジャーデビューの切符を掴んだ。
翌2013年7月24日、俳優デビュー作となる主演映画「トイレの花子さん新劇場版」主題歌の「君といた空」で
遂に歌手デビュー。同年12月11日には2nd Single「Winter Kiss」をリリースした。9月から始まるCX系列新昼ドラ
「ほっとけない魔女たち」にレギュラー出演＆EDテーマを担当。同楽曲を収録した4thシングルが10月１日に発売となる。



1F

■1A
sisters tapioca in drink
(シスターズ タピオカインドリンク)/タピオカドリンク(仮)
新規初出店のタピオカドリンクが池袋にオープン！生タピオ
カを使用しており、もちもちした食感が味わえます。豊富な
種類のドリンクをご用意しております。

■1B
KirinCity+ Ikebukuro WACCA
(キリンシティプラス イケブクロワッカテン)/ビアレストラン
キリンシティの樽生ビールはドイツ伝来の3回注ぎでご提供
します。シャトーメルシャンをはじめ、各国のワインやウィス
キー、数多くのカクテルも取り揃えております。

■1C
I-PRIMO
(アイプリモ)/ブライダルジュエリー
一生に一度の運命のリング、幸福のリングがきっと見つかる、
ダイヤモンドとブライダルリングの専門ブランド。

■1D
LIPS WACCA IKEBUKUROTEN
(リップス ワッカ イケブクロテン)/小売販売事業
ブランド時計の高級モデルを中心に常時200本以上の
幅広い品揃えが魅力です。ブランドジュエリーも充実の
品揃えで男女共にご満足いただけます。

■1E
Sports Lab by atmos
(スポーツ ラボ バイ アトモス)/メンズ＆レディスシューズ
スポーツとカジュアルファッションを組み合わせる“スポーツカ
ジュアル”を基本コンセプトに、ナイキスポーツウェアのフット
ウェア、アパレルを中心とした強力なラインナップが勢揃い。

■1F
寝かせ玄米おむすび いろは（仮）
/寝かせ玄米おむすび
炊いてから3～4日熟成させた“寝かせ玄米”は、もちもち
で美味しい栄養満点の玄米ごはん。食材はすべて無添
加です。物販コーナーもございます。

CAFE&LIFE

2F

■2A
Giovanni
(ジョヴァンニ)/輸入文具・雑貨
イタリアの伝統的なステーショナリーと雑貨のお店。羽ペン
やガラスペン、豆本など日本では珍しいものを豊富に取り
揃えております。

■2B
KIMPO-DO premio
(キンポウドウ プレミオ)/アイウエア(仮)
創業127年「金鳳堂」の新アイウエアショップ。“ファッション×
メガネ”をコンセプトに、仕事や休日にもおしゃれアレンジを
楽しめます。

■2C、D
SCANTEAK 池袋店
（スキャンティーク)/インテリア
「日々の暮らしを心地よく」をテーマにシンプルで温かみのあ
る家具が揃うチーク家具専門店。

■2E
BIANCA
(ビアンカ)/アイラッシュ＆ネイルサロン
アイラッシュ・ネイル共にデザイン力、施術する技術力に自
信があります。

■2F
Re.Ra.Ku WACCA池袋店
(リラクワッカイケブクロテン)/ストレッチ＆ボディケア
肩甲骨ストレッチを取り入れた“リラク系ボディケア”などの
サービスを通して、健康な身体づくりのお手伝いをいたしま
す。

■2G
ligne roset ikebukuro
(リーン・ロゼ イケブクロ)/インテリア
コンテンポラリーなライフスタイルをトータルに提案することを
コンセプトにしている、フランスの家具ブランド。

■2I
Necosekai
(ネコセカイ)/ネコのセレクトショップ
他ではなかなか見つからない珍しい品種の子猫、猫用アイ
テム、猫のモチーフ雑貨を豊富に扱っている猫専門店。

LIFE&STYLE

■WACCA IKEBUKURO テナント概要



■5B
DINNIG 快
(ダイニング カイ)/さかなとおやさい
築地直送の厳選された魚と産地直送の野菜をメインに、
ジャンルにこだわりなく美味しいものを提供いたします。

3F

■3A
ユザワヤ/手芸専門店
全国に61店舗を展開する手芸用品の大型専門店です。生地、服飾雑貨、ミシン、毛糸、手芸材料、工芸材料、フラワー
材料など、様々な手作りホビーのための材料や道具が幅広く揃います。また、紳士服イージーオーダーやオーダーカーテン、アク
セサリーやインテリア雑貨も扱うなど、年齢や男女を問わず楽しめます。

4F

■4A
ヤマハミュージックアベニュー イケブクロ/音楽教室
ヤマハ音楽教室や、大人のための音楽レッスンなど、お子
様から80歳代の方まで幅広い世代が楽しめる総合音楽
教室です。

■4B
Bean&Pop
(ビーンアンドポップ)/カフェ
一杯ずつ丁寧にドリップした薫り高いスペシャリティーコー
ヒーと、独自の製法により一粒一粒コーティングしたプレミア
ムポップコーンをお楽しみいただけます。

HOBBY

CULTURE SCHOOL

5F

■5A
ビアージョ/イタリアンバル
“笑顔で元気に気持ちよく”をテーマにした、大人の気軽な
イタリアンバルです。

■5C
Trattoria Pizzeria LOGIC Ikebukuro
（トラットリア ピッツェリア ロジック イケブクロ)
/イタリアンレストラン
石窯で焼き上げるナポリピッツァは生地から全て手作りの
本格派。豪快なお肉料理からパスタ、イタリア各地のワイ
ンまで揃えたイタリアンレストランです。

■5D
焼肉本舗 ぴゅあ
(ヤキニクホンポ ピュア)/焼肉
JAの産地から、安心・安全・こだわりの国産牛をお届けい
たします。

■5E
TUCANO'S 池袋店
(トゥッカーノ イケブクロテン)/レストラン
本場ブラジルのシュラスコ料理が味わえます。ブラジルカー
ボーイを起源とした、ガウーショスタイルのシュラスコをお楽し
み下さい。

CLUB DINNING

■5F
キッチンスタジオLupe
(キッチンスタジオルーペ)
好奇心にルーペをかけるキッチンスタジオ。“食”をテーマに
様々なイベントを開催。「食べること」から様々な文化や技
術の興味が広がっていく。Lupeを通して「よく見える」ことで、
知識と感動が深まり、暮らしを豊かにします。



■8F
Res arcana TOKYO WEST Dining
(レス アルカーナ TOKYO WEST ダイニング)/フレンチ
“ヌーベル・キュイジーヌ・ジャポネ”という伝統的なスタイルを
ベースに日本ならではの豊かな風土が育てた食材を活か
した、身体に優しいフランス料理です。

■7F
Res arcana TOKYO WEST Bis
(レス アルカーナ TOKYO WEST ビス)
/フレンチ・ビュッフェ
広尾、青山でワインを気軽に楽しめるレストラン「Res 
arcana」からもうひとつのスタイルが登場しました。ランチタ
イム限定ビュッフェで、“ヌーベル・キュイジーヌ・ジャポネ”を
心ゆくまでお楽しみ下さい。

■6F
Res arcana TOKYO WEST Cafe&Bar
(レス アルカーナ TOKYO WEST カフェ アンド バー)
/カフェ・バー
カフェタイムはウェディングケーキやブライダルのデザートを担
当するパティシエによる、華やかなスイーツが味わえます。
夜はラグジュアリーな空間で、世界各国のワインや旬の食
材を使用した“ヌーベル・キュイジーヌ・ジャポネ”をお楽しみ
いただけます。

■8F
Avenircras TOKYO
(アヴェニールクラス東京)/ウエディング
約150名をおもてなしできる最上階のワンフロアで、貸切
ウェディングが叶います。木とバージンロードの純白のコント
ラストが美しいチャペルの奥には、「永遠」を意味する滝が
流れ、花嫁をより一層美しく輝かせます。

■6,7F
ALMALIEN TOKYO
(アルマリアン東京)/ウエディング
優しい光に包まれる高さ7mのドーム型の天井と、12mの
バージンロードを備えた開放感のあるチャペル。収容人数
は最大144名と、エリア最大級の広さです。

BRIDAL6,7,8F



－ 問合せ先 －

本リリースに関するお問い合わせは、下記までお願いします。

WACCAオープニング広報事務局
㈱エクシード内

広報担当：高畑・中村・三田・小塩

〒104-0042 東京都中央区入船1-3-9 長崎ﾋﾞﾙ4F
TEL 03-3297-3151  FAX 03-3297-1717

E-mail：waccapr@exd.co.jp


