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池袋東口エリアの再開発の起点、『つながるワッカ』

WACCA池袋、9/19オープン！
「食と生活」をテーマにオールターゲットが集えるコミュニティスペース

お客さまと池袋と全国47都道府県とのつながりを創出

27の魅力的なテナントが生活に彩りを添えます
＝レビューウィーク（オープニングイベント）・テナント情報＝

WACCAオープニング広報事務局

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、いま注目の街 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。
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「WACCAレビューウィーク」9/19（金）～9/28（日）と10月・11月も多彩なイベントを予定！

WACCAでは、年間を通して日本全国の自治体や企業と連携した多様なイベントを実施します。オープニ
ング期間は「WACCAレビューウィーク」として、福島県いわき市や香川県の物産販売やトークイベント、

音楽コンサート、手芸ワークショップ、野菜をテーマにした食育イベント、梅酒・日本酒・ワインの試
飲イベント、池袋をテーマにした学生による写真展など、盛り沢山の内容です（2P～5Pをご参照くださ
い）。10月は「みんなのきょうの料理食堂」や「中村成一写真展」を予定（6Pご参照ください）。
また、次回の地域連携イベントは10/6～10/12に佐賀県「武雄市ウイーク」を開催。オープニングイベン
トは酒サムライのあおい有紀さんをお迎えし、日本酒イベントを行います（ 7Pご参照ください）。

生活に彩り、新しい興味や関心に出会える27の魅力的なテナントが登場！

池袋を生活拠点とするお客様層に向けて、日々の生活に彩りを添える多様なテナントが
揃いました。毎日ご利用いただける日常使いの27の店舗とともに、お客様に愛される持続
可能な商業施設を創って参ります。

WACCAは、今後とも「わざわざ足を運びたくなる価値のある体験」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様をお迎えします。

お客様と池袋の街を、全国の市町村をつなぎ、新たな『ヒト・モノ・コト』と出会いの場
となる『つながるワッカ』を創出します。



WACCAレビューウィークとして、オープンから10日間にわたり『つながるワッカ』をご体感いただける
多様なイベントを実施いたします。

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、地方自治体と連携し
たイベントの第1弾も実施致します。

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。いわきの魅力
を伝える物マルシェやフラガールショーも予定しております。

「いわきマルシェ」 《1F /  11:00~18:00》
作り手の心が詰まった産品が集まるマルシェで、いわきの風土まで伝えます。

「食べCIAO！Iwakitchen」《5F キッチンスタジオLupe  / 11:00～14:00》
いわき食材を、賑やかなDELIランチのスタイルに「デザイン」しました。
2日間限りのキッチンがOPENします。参加費：1000円

「大地の味がする。スムージーワークショップ」《5F キッチンスタジオLupe / 14:30～16:30》
話題のグリーンスムージー作りを通じて、土地の野菜を学びます。参加費：無料

「いわき/FOOD/トラベル 2014」《5F キッチンスタジオLupe / 19:00～21:00》
生産者のトークを聞き、フルコースを楽しむ。テーブル上でいわき旅行をご体験頂く
ディナーレストランです。※事前予約制・当日入場券も販売。参加費：5000円

●フラガール

9/19（金）・9/20（土）

■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）

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します。
9月19日（金）と20日（土）は、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。ファミ
リー向けとして21日（日）は「げんき！うきうきコンサート」（着ぐるみあり）や23日（火・祝）は英語イベントコン
サートを実施するほか、平日夕方にはジャズセッション、土曜祝日には人気楽器のデモ演奏会を開催します。

■ヤマハ ミュージックウィーク in WACCA 9/19（金）～9/28（日）

ユザワヤ芸術学院の講師による「ハワイアンキルト」、「UVレジン」
「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。

■ユザワヤ芸術院講師によるワークショップ 9/19（金）～9/30（火）

●クロスステッチ
作品例

●パッチワーク
作品例

■いわきの旬を召し上がれ！ 見せます・いわき

《4F / 開催内容により実施時間が異なります。詳しくは公式WEBサイト wacca.tokyoをご覧ください》
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●マルシェ ●Iwakitchin ●スムージー

《3F / 開催内容により実施時間が異なります。詳しくは公式WEBサイト wacca.tokyoをご覧ください》

※イベント内容は変更することがあります。※写真はイメージです。



■キッズ野菜ソムリエカフェ

日本野菜ソムリエ協会は、野菜・果物にふれ野菜・果物の魅力を
友達に伝えていくことができる子ども達を「キッズ野菜ソムリエ」として
任命する活動を行っています。そんなキッズ野菜ソムリエがお届けするのが
1日限定カフェ“キッズ野菜ソムリエカフェ”。
活動の中で学んだ野菜の「料理に活かしたいと思う特徴」をみんなで考え、
この日のためにシェフと協力しメニューを開発しました。
キッズ野菜ソムリエの登場は14時～と16時～のカフェタイム時間帯。
初めてのカフェ体験にキッズ達も緊張気味ですが、小さな野菜ソムリエが
精一杯皆様をおもてなしします。

日本野菜ソムリエ協会が「ビューティー」「アスリート」などを

テーマに年間を通じて実施する料理セミナーのオープニングイベント。野菜ソムリエや、アスリー
トフードマイスターによるトークセッションや調理＆試食プログラムを開催。今回は秋に美味しい
「カボチャ」をテーマ野菜に、ビューティー、アスリートなどの
切り口からの毎日への取り入れ方やおすすめレシピをご紹介します。
〔実施予定〕
・14時～子どもと楽しむ×野菜 講師：シニア野菜ソムリエ 立原瑞穂
・16時～アスリート×野菜

講師：ジュニア・アスリートフードマイスター相澤 加奈
・18時～ビューティー×野菜 講師：シニア野菜ソムリエ 中村慧子

〔参加費〕無料
〔事前申込み〕なし

■野菜で始める美味しい生活

〔日時〕9月23日 14:00〜16:00
〔対象〕小学生（4・5・6年生）親子20組 〔参加費〕2000円
〔概要〕食べものは何からどのように作られ、私たちのからだに

取り込まれるのでしょう？
なぜ、どのように美味しさを感じているのでしょう？
Food Science Labは、子どもたちが特別研究員として、
農学や栄養学のハカセと一緒に調理や実験に挑戦し、
食や栄養について科学的に学ぶスクールです。
今回は特別プレ講座として、発酵のヒミツにせまるパン作り教室を行います。

■Food Science Lab 〜親子で「食べる」を科学する〜特別プレ講座
「ハカセと一緒にパン作りに挑戦！」

■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）
9/21（日）

ランチ/12：00～14：00
カフェ/14：00～18：00

9/22（月）

9/23（火・祝）
14:00～16:00

場所：5FキッチンスタジオLupe

場所：5FキッチンスタジオLupe

場所：5FキッチンスタジオLupe
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〔日時〕9月23日 11:30〜13:30 〔参加費〕無料
〔対象〕ダイエット、美容、健康に興味のある方40名
〔概要〕 近注目が高まっている「スムージー」。野菜不足解消の

ために飲むなど、様々な活用法が話題に挙がっています。
野菜サラダでなくても栄養は摂れるの？どんな材料から作れば良い？
手間をかけずに作るには？エイジングケア専門医のお話を聞きながら、
効果的なスムージーのとり方を考えてみましょう。

■スムージー サイエンスカフェ
果物と野菜でつくる健康のヒミツ

場所：5FキッチンスタジオLupe

9/23（火・祝）
11:30～13:30

※イベント内容は変更することがあります。※写真はイメージです。

（メニューは特製カレー700円、特製パンケーキ500円など）



※イベント内容は変更することがあります。

〔参加費〕 4000円（ペア:6000円）
WACCAではこれから毎月、「ワインノムリエの会」と題し、
ワインを気軽にお楽しみ頂けるイベントを月に一度開催致します。
第1回目は 「イタリアワインを飲み尽くす」
「神の雫」に登場する本間チョースケ氏こと本間敦氏をゲストとしてお招きし、
イタリアワインの魅力を語り、一緒にお楽しみ頂く愛飲家の皆様に魅惑の
ひと時を創出。本間敦氏厳選のイタリアワインを多数ご準備、イタリアンな
フィンガーフードとともに試飲会形式のイベント。
ワインを飲むだけではなく、知り・語らいもっとワインをお楽しみ頂ける時間に。
お気に入りの一本を是非見つけて頂き、ワインの世界を広げて頂ければ。

■ワインノムリエの会 vol.1 
「イタリアワインを飲み尽くす」 with 本間チョースケ

■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）

■日本酒LOVERSの会 vol.1  永井酒造

WACCAキッチンスタジオ「LUPE」で、これから毎月展開される
日本酒LOVERSの会、第一弾として、群馬県川場村の永井酒造が来訪し、
一夜限りのBarを開店いたします。
日本酒で初めて「シャンパーニュ」と同じ製法、瓶内二次発酵での泡酒を実現、
世界各地でも評価の高く、愛飲家を増やしている名酒蔵です。
日本酒の可能性と真髄を存分にお楽しみ頂ける夜になります。

〔参加費〕ご飲食メニューにより価格は異なります。

※日本酒LOVERSの会は、毎月、日本各地の特長ある酒蔵による一夜限りのBarを展開致
します。
日本の酒を楽しみ、語らって頂くいつもの時間に。
風土から酒造りへのこだわりを知り、飲み語らう中で、日本酒をもっと身近に大切にしていく。
酒蔵と愛飲家の皆様の豊かな関係づくりを進めて参ります。

東京の楽しみ方をリードする、グルメライフスタイル情報誌『東京カレンダー』が、
一夜限りのBarを開店。テーマは世界遺産の小笠原諸島、そして伊豆諸島、
11の島々からなる「TOKYO ISLANDS」。
東京、海の上に連なる大自然の恵みがあります。
東京カレンダーBar ＠ WACCAでは、東京の各島の銘酒とアテを取り揃え、
島々の風土を堪能頂き、東京の新たな楽しみ方を発見できる夜に。
幻の国産ラム【小笠原RUM】、
焼酎好きにはたまらない希少な焼酎【青酎】から伊豆諸島の貴重な焼酎、
各々の酒に合う「島」流のアテをご用意。島に訪れたくなる、そんな夜をご準備しています。
〔参加費〕ご飲食代メニューにより、価格は異なります。

■東京カレンダー Bar Meets the TOKYO ISLANDS 

9/24（水）
18:00~22:30

9/25（木）
19:30～22:00

9/26（金）
18:00~22:30

場所：5FキッチンスタジオLupe

場所：5FキッチンスタジオLupe

場所：5FキッチンスタジオLupe

■特別出張Bar！梅酒ダイニング明星

〔日時〕9月23日 18:00〜22:00
〔対象〕一般 〔参加費〕2000円
〔概要〕日本全国100種の梅酒を集める飯田橋の

「梅酒ダイニング明星」が、WACCAに一夜限りの特別出張Barを
開きます。1000円で100分間、梅酒が飲み放題！
そんな梅酒の宴をさらに盛り上げるのが、植物工場で育てられた
高品質な野菜と、沖縄のアセロラやシークヮーサーの飼料で
育てられた「福幸豚」。
健康を気にする方や、女性にも存分にお楽しみいただけます！

場所：5FキッチンスタジオLupe

9/23（火・祝）
18:00~22:00

4※写真はイメージです。



■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）

9/19（金）～9/28（日）■池袋のWA！写真展

■おいしい映画祭 from 香川 - 瀬戸内海賊物語

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、映画にちなんだトークライヴなど。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 優華さんのトークライヴなど盛り
だくさん。

9/27（土）・9/28（日）

・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 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。

●上野 優華

場所：2F・3F

BS10 スターチャンネルが、
10月に独占放送する『サウンド・オブ・ミュージック LIVE！』や
12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、2日間限りの限定演奏会を実施します。
4名の奏者によるアンサンブルを心に残る映画の1シーンとともに
お届けするプレミアムイベントです。

・9/25(木）15時～
・9/26(金）13時～ / 15時～

■スターチャンネル 映画音楽プレミアム演奏会 9/25（木）・9/26（金）
場所：5FキッチンスタジオLupe
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「瀬戸内マルシェ from 香川」 《1F / 27日・28日 11:00~20:30》
香川からオシャレでおいしい採れたて野菜とフルーツを販売。
映画「瀬戸内海賊物語」特製の今治タオルや光る石も特別販売します。

「瀬戸内食堂」と「うどん市」
《5F キッチンスタジオLupe  / 27日・28日 11:00～22:00 ※28日は19:00まで》

映画とコラボした「海賊うどん」、香川名物「さぬき骨付鳥」、野菜天ぷら、おむすびなど
香川のおいしいごはんやおいしいうどんを提供します。
また、店内スクリーンでは映画「瀬戸内海賊物語」や「百年の時計」を上映。

「阿藤快トークライヴ」《5F キッチンスタジオLupe  / 27日（土）11:15～12:00》
タイトル：「本業役者、時々旅人」

「村上誠一郎トークショー」《5F キッチンスタジオLupe  / 27日（土）15:00～15:45》
タイトル：「現代によみがえる村上水軍の魂」

※村上誠一郎氏は愛媛県出身の衆議院議員。祖先が能島の村上水軍にあたります。

「上野優華トークライヴ」《1F / 28日（日）14:00～と16:00～の2回、各20分程度》

立教大学学生有志による、池袋の「コミュニ
ティ」に焦点を当てた写真展です。

池袋の東西南北で活躍する様々なコミュニ
ティを取り上げることで、池袋の多彩な魅力
を表現します。

※写真はイメージです。 ※イベント内容は変更することがあります。

●撮影の様子●学生制作チーム

●海賊うどん

●阿藤快



■WACCA レビューウィーク プラス イベント概要 《10⽉・11⽉開催予定》

きょうの料理レシピが、池袋にやってくる！

番組で観たあのメニュー。
三日間だけの「みんなのきょうの料理食堂」を
開店します。
秋鮭（北海道斜里町）、ごんあじ（長崎県新三重漁港）、
さつまいも（鹿児島県南九州市）、
番組レシピで、にっぽんのおいしい旬の素材を
お楽しみください。

主催：一般社団法人おいしいにっぽん（oishiinippon.jp）
共催：NHKエデュケーショナル

10/3（金）～10/5（日）
■みんなのきょうの料理食堂

場所：5FキッチンスタジオLupe
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■中村成一写真展 『月読-TUKUYOMI』

中村成一プロフィール
株式会社資生堂宣伝制作部において広告制作「花椿」誌などの撮影に携わる。
2006年株式会社中村写真事務所設立。KODAKフォトサロン、ARTBOXギャラリー、FireKing Cafeにて個展開催。電通賞部
門賞、朝日広告賞、ADC賞、年鑑日本の広告写真優秀賞、他受賞。武蔵野美術大学非常勤講師。

10月・11月も「WACCA レビューウィーク プラス」として、『つながるワッカ』をご体感いただける多様
なイベントを実施いたします。

10/10（金）～10/31（金）

場所：2F・3F
月を「見立」る、という表現方法で撮影した感動的な写真をご覧ください。

茶器の底に月を模した絵柄を描く等日本人の精神には「見立」という美意識が

存在しています。また八百万の神々、自然のもの全てに神が宿るという意識の
中、月は古来より様々な形で日本人の生活様式に入り込んでいました。
その月を写真という表現方法で「見立」る事は出来ないか。そんな思いから始
まった連作です。

協賛 ライカカメラジャパン株式会社・株式会社トクヤマ
協力 エプソン販売株式会社

●きょうの料理トークショー
残したいあの味「ニッポン地方の味わい」

特別ゲスト：枝元なほみ（きょうの料理出演 料理研究家）

●きょうの料理トークショー
「旬をいただくということ」

特別ゲスト：鈴木登紀子（きょうの料理出演 料理研究家）
河村明子（きょうの料理プロデューサー）

●きょうの料理 番組収録
出 演：料理研究家 河野雅子

料理研究家 土井善晴

《10月3日（金）15:00～》

《10月4日（土）15:00～》

《10月5日（日）》

※写真はイメージです。 ※イベント内容は変更することがあります。

●枝元なほみ

●鈴木登紀子

●河野雅子

●土井善晴



極上の岩手「食材」を「見て、知って、味わえる！」
明治40年創刊の食の専門誌、月刊「食生活」が信頼する一流のシェフ
が岩手食材をふるまうセミナーを開催。
岩手食材の直販会とカフェもあり、丸一日岩手「食材」を堪能しよう。
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11/25（火）

場所：5FキッチンスタジオLupe

■“じっくり、岩手食” by食生活

■東京カレンダーBAR  x  TOKYO泡fes 10/24（金）

東京カレンダーBAR@WACCAの第二弾は、昨年260店以上が参加
し大盛況だったスパークリングワインx街フェスとコラボ、一夜限
りのBARとしてWACCAに。
世界中から厳選された19の泡（スパークリングワイン&シャンパ
ン)が集結。 あれもこれもお好きなだけ飲み比べをリーズナブルに
お楽しみ頂けます。
12月のパーティーシーンに向け、お気に入りの泡を見つけてみて
は！？

場所：5FキッチンスタジオLupe

場所：5FキッチンスタジオLupe

■『武雄市ウィーク』

■調味料選手権2014 （調味料の日イベント）

日本野菜ソムリエ協会では11月3日、「文化の日」をイイ味

覚の日＝調味料の日、と制定し調味料の魅力を社会に広め、
業界の活性化を目的としたイベントを行っています。2014
年は4つの部門にエントリーされた計127点の中から各部門
の“今年の顔”が当日の投票で決まります。 ●昨年の様子

11/3（月・祝）

場所：5FキッチンスタジオLupe

■WACCA レビューウィーク プラス イベント概要 《10⽉・11⽉開催予定》

※写真はイメージです。 ※イベント内容は変更することがあります。

10/6（月）～10/12（日）

10月6日（月）からの1週間は、佐賀県の「武雄市ウィーク」を開催。
WACCAの地域連携イベントは、
日本各地の″がんばってる”自治体のその土地らしい「いいもの」を
紹介していきますが、その第1弾が、佐賀県の『武雄市ウィーク』です。

佐賀県武雄市は、樋渡市長によるカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）に武雄市図書
館の管理運営委託,facebookを活用した町おこし、21の自治体が参加している通信販売事業の
展開等、先駆けた取り組みが全国から注目を浴びています。

「武雄市ウィーク」では、武雄ならではの、レモングラス、猪肉加工品などを紹介させていた
だく予定です。
オープニングには、一級フードアナリスト（食のなでしこコンテスト準グランプリ）、
酒サムライなどに就任したあおい有紀さんをゲストにお迎えした企画も準備しております。



■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 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●WACCA外観

●各階概要

8



フロア 店舗名 業種

1F

sisters シスターズ タピオカドリンク

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

I-PRIMO アイプリモ ブライダルジュエリー

BRAND SHOP LIPS ブランド ショップ リップス ブランド時計・ジュエリー

KirinCity⁺ キリンシティ プラス ビアレストラン

寝かせ⽞⽶おむすび いろは ネカセゲンマイオムスビ イロハ 寝かせ⽞⽶おむすびと
⾷品販売

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

SCANTEAK スキャンティーク 家具

BIANCA ビアンカ ネイル＆まつ⽑
エクステサロン

Re.Ra.Ku リラク ストレッチ＆ボディケア

ligne roset リーン・ロゼ フランス家具

necosekai ネコセカイ ネコ・ネコ雑貨

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池袋 ― ⾳楽教室・英語教室

Bean&Pop ビーンアンドポップ スペシャルティコーヒー＆
プレミアムポップコーン

5F

ワインとイタリア料理のお店。Viagio ワイントイタリアリョウリノオミセ。ビアージョ イタリアンバル

DINING 快 ダイニング カイ さかなとやさい

Trattoria Pizzeria LOGIC トラットリア ピッツェリア ロジック 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 トゥッカーノ シュラスコ

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 ＆ バー カフェ＆バー

6・7F ALMALIEN TOKYO アルマリアン トウキョウ 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 トウキョウ ウエディング

■WACCA IKEBUKURO テナント⼀覧

★

★

★

★

★

★6F～8Fの5店舗については10/1(水）オープンとなります。
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1
F

■sisters (シスターズ) / タピオカドリンク
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。

■KirinCity⁺ (キリンシティプラス) / 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。

■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。

■BRAND SHOP LIPS (ブランド ショップ リップス) / ブランド時計・ジュエリー
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。

■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。

■寝かせ⽞⽶おむすび いろは / ねかせ⽞⽶おむすびと⾷品販売
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

2
F

■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。

■KIMPO-DO premio (キンポウドウ プレミオ) / アイウエア
⼈気のクラシカルモデルから、かわいらしさ溢れるデザインまで

⽇々のおしゃれ⼼を満たすリアルクローズアイウエアが勢ぞろい。

■SCANTEAK（スキャンティーク) / 家具
「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。

■BIANCA (ビアンカ) / ネイル＆まつ⽑エクステサロン
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。

■Re.Ra.Ku (リラク) / 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。

■ligne roset (リーン・ロゼ) / フランス家具
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。

■necosekai (ネコセカイ) / ネコ・ネコ雑貨
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。

LIFESTYLE

■WACCA IKEBUKURO テナント概要
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■DINING 快 (ダイニング カイ)/さかなとやさい
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。

3
F

■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。

4
F

■ヤマハミュージックアベニュー池袋 / ⾳楽教室・英語教室
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。

HOBBY

CULTURE SCHOOL

5
F

■ワインとイタリア料理のお店。Viagio（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。

■Trattoria Pizzeria LOGIC （トラットリア ピッツェリア ロジック) / 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。

DINNING

■WACCA IKEBUKURO テナント概要

■Bean&Pop (ビーンアンドポップ) / スペシャルティコーヒー＆プレミアムポップコーン
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。

■TUCANOʻS (トゥッカーノ) / 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。

■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。

■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。
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■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) / ビュッフェ

広尾、⻘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 トウキョウ) / 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 トウキョウ) / 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。

WEDDING＆RESTAURANT6,7,8F

■WACCA IKEBUKURO テナント概要

PARKING 「太陽と⾃然」をテーマにした世界⼀ハッピーな駐⾞場（100台収容）

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地下1階から地下4階には、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。展示されている写真は、カメラマンの
澤野新一朗氏の作品です。
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。

※6F～8Fの店舗については10/1（水）オープンとなります。
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澤野 新一朗（さわのしんいちろう）
プロフィール

写真家。東京都杉並区生。日大芸術学部写真学科に
在学中、 ｢南極物語」のロケスタッフとしてカナダ
北極圏に滞在。1986年マラウィ政府観光局に写真

部門を設立したことをきっかけにアフリカの撮影を
初め、地球上 大の野生植物の宝庫『神々の花園』
をライフワークとして毎年南アフリカに長期滞在。
今までに70余ヶ国を訪れる。2014年4月 南アフリカ
観光親善大使に就任。 米国ハーバード大学図書館、

サンフランシスコ州立大学図書館、東京都写真美術
館所蔵。http://shinsawano.com



－ 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。
プレスリリース第1号、第2号を送付ご希望の場合は下記へお願い致します。

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
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