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2017年9月7日
ささしまライブ24特定目的会社

豊田通商株式会社
大和ハウス工業株式会社

日本土地建物株式会社
オリックス株式会社
名鉄不動産株式会社

関係各位

＜取材に関するお問い合わせ先＞
グローバルゲート PR事務局：長橋（ながはし）

TEL：090-1284-7872 FAX：052-414-6372 MAIL：m.nagahashi@orange-com.jp

ささしまライブ24「グローバルゲート ショップ&レストラン」が、

2017年10月5日（木）午前10時グランドオープン！
オープニングセレモニー・イベントを開催します

※なお、当リリースに記載の情報は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

グローバルゲートは、2017年10月5日(木)午前10時に、商業施設「グローバルゲート ショップ

＆レストラン」の開業をもってグランドオープンします。

オープンを記念して、セレモニーおよび、イベントを開催します。

スペシャルゲストに、道端アンジェリカさんを迎え、テープカットセレモニーを実施。その他にも、

グローバルゲートの特徴を感じていただけるイベントを多数予定しております。皆様のご来場をお待

ちしております。

加えて、49店舗の魅力的な店舗詳細もお伝えいたします。



１０月５日（木）
１０：３０〜 ・Women’s Health タイアップ

中原歩 ワークショップ&トークショー

１３：３０〜 ・Women’s Health タイアップ
スペシャルゲスト 道端アンジェリカ トークショー

１８：００〜 ・ダンロップクラブハウス名古屋店オープン記念
古閑美保プロ スペシャルトークショー

１０月７日（土）
１３：００〜 ・Women’s Health タイアップ

AYA ワークショップ&トークショー

１５：００〜 ・ZIP-FM「BEAUTIFUL LOUNGE」公開録音

１６：３０〜 ・Women’s Health タイアップ
菅井悦子 ワークショップ&トークショー

１８：００〜 ・FLOWERS by NAKED
株式会社ネイキッド代表
村松亮太郎トークショー

１０月８日（日）
１３：００〜 ・Women’s Health タイアップ

鈴木サチ ワークショップ&トークショー

１５：００〜 ・ZIP-FM「BEAUTIFUL LOUNGE」公開録音

１６：３０〜 ・パフォーミングアーツカンパニー「enra」
トークショー＆即席enra体験会
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◆イベント ※一般公開 ※1Fアトリウム特設ステージにて、ご自由にご覧いただけます

古閑美保プロ

日時：
内容：

日時：
内容：

日時：
内容：

enra

通算25万人超を動員した花の体感型アー
ト展「FLOWERS by NAKED」が2017
年10月7日（土）からグローバルゲート
名古屋コンベンションホールにて開催さ
れます。NAKED代表の村松亮太郎氏から
魅力をお伝えいただきます。

IOC（国際オリンピック委員会）の視察
団を招いた内閣総理大臣主催公式歓迎・
東京オリンピック開催50年記念夕食会で
ゲストパフォーマーとして出演したパフ
ォーミングアーツカンパニー「enra」よ
り、名古屋出身の石出氏と他パフォーマ
ー数名が登壇予定。

◆セレモニー ※関係者・招待者限定

オープニングセレモニーとして、スペシャルゲストを迎えテープカット、ならびに６月に屋上庭園の農園にて
苗植えをしたサツマイモと落花生の進呈式を行います。

日時：
場所：
内容：

※本セレモニー終了後、一斉にテナントがオープンします。

１０月５日（木） ９：１５〜１０：００
グローバルゲート１F アトリウム
・主催者挨拶
・来賓祝辞
・スペシャルゲスト登場
・テープカット
・６月実施食育イベントの成果物進呈式
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◆Women’s Health タイアップ
オープンを記念して、世界54カ国（デジタルメディアは23カ国）で展開されている健康、食事、フィットネス
などをカバーする、女性向けの健康を中心としたライフスタイルwebマガジン「Women‘s Health（ウィメン
ズヘルス）」とタイアップし、素敵なゲストによるトークショーやワークショップを実施します。

中原歩
モデル・ヨガインストラクター

ティーン誌の専属モデルでデビュ
ーし、以降雑誌や広告で活躍。ヨ
ガインストラクターの資格を持ち
、ヨガの奥深さをわかりやすく伝
え、普及に務めている。ヨギーニ
モデルとしても活躍。

AYA
クロスフィットトレーナー

Reebok ONE Grandアンバサ
ダー。体育大学卒業後、フィッ
トネスインストラクターとなり
タフで機能的な身体を理想とす
る「クロスフィット」を極めモ
デルやタレントにボディメイキ
ングを指導。

鈴木サチ
モデル・ピラティスインストラクター

17歳から名古屋でモデルとして
活動。多数ファッション誌で活
躍。現在は「VERY」「LEE」な
どに出演。2007年からピラテ
ィスに通い、2015年にSTOTT 
PILATES® 認定インストラク
ター資格を習得。

菅井悦子
モデル・ヨガインストラクター・食育指導士

「ノンノ」専属モデルを経て、
「VERY」など様々な雑誌で活
躍。2009年に全米ヨガアライ
アンスを習得、レストラティブ
ヨガ、マタニティヨガなどの講
師として日本全国で活動。

■「Women’s Health」フィットネススター

4人のフィットネススターのトーク（ライフスタイル・フィットネス）と参加型ワークショップを通じて毎日
が豊かになるきっかけをお届けします。

【ワークショップ&トークショー】
１０月５日（木） １０：３０〜 モデル・ヨガインストラクター 中原歩
１０月７日（土） １３：００〜 クロスフィットトレーナー AYA

１６：３０〜 モデル・ヨガインストラクター・食育指導士 菅井悦子
１０月８日（日） １３：００〜 モデル・ピラティスインストラクター 鈴木サチ

彼女たちのヨガやクロスフィットレッスンを体験できる機会です。ぜひ動きやすい服装でお越しください！

道端アンジェリカ

福井県出身のファッションモデル
姉のカレンとジェシカそして自身か
らなる「道端三姉妹」の三女。
美容と健康に良い彼女のライフスタ
イルも注目の的となっている。
2017年にはジュエリーデザイナー
として世界デビュー！

（Photo : Masato Moriyama）

■スペシャルゲスト

飾らないキャラクターでバラエティー番組にも多数出演している、道端アンジェリカさんをスペシャルゲストに
迎えます。
トークショーでは、彼女の美容と健康に良いライフスタイルの秘訣をお聞きします。

【トークショー】
１０月５日（木） １３：３０〜
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※「東海４県発」とは、東海４県（愛知・岐阜・三重・静岡）に本店を構える企業が発信するテナントを指しています

フロ

アー
店舗名称 業態 事業者 店舗紹介文

名古

屋初

新業

態

東海

４県

発

1F スターバックス コーヒー
スペシャルティ　

コーヒーストア

スターバックス

コーヒージャパン

㈱

アメリカシアトル生まれのスペシャルティコーヒーストア。高品質のア

ラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソがベースのバラエティ豊

かなドリンクやペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。ま

た、ご家庭でもお楽しみいただけるようコーヒー豆やコーヒー抽出器

具、マグカップなどのオリジナル商品も多数ご⽤意しております。

1F

THE CORNER Hamburger & Saloon   GLOBAL GATE

(ザ　コーナー　ハンバーガー アンド サルーン　グローバル

ゲート)

ハンバーガー＆バー
㈱THE　

COMPANY

繋ぎなし100%ビーフパティと厳選したお野菜を、ナツメグ、オールス

パイス等で味付けした特性オニオンバターソースと一緒に少し甘みのあ

るセミハードの特注バンズでサンドしたオリジナルハンバーガー!「週

一回の贅沢」をバックアップします。

○

1F
油そば専門店　歌志軒

(アブラソバセンモンテン　カジケン)
ラーメン

ABSホールディン

グス㈱

油そば専門店歌志軒の「究極の油そば」をどうぞ。丼の底に敷いた門外

不出の秘伝のタレと油が絡み合い、絶妙な味のハーモニーを醸し出しま

す。スープに頼らず、麺の旨さを追求した⼩⻨香る自家製麺をお楽しみ

ください。また、歌志軒といえば、バリエーション豊かなトッピング。

期間限定のトッピング、店舗限定のトッピングなど盛りだくさんです。

○

1F
宮きしめん

(ミヤキシメン)
和食、麺類 宮商事㈱

熱田神宮から「宮」の名前をいただいた宮きしめん。上質な⼩⻨粉と軟

水で作った麺はもちもちで滑らかな舌触り。季節の具材やトッピングを

添えて本醸造醤油のこくのある赤つゆや、白醤油あっさり味の白つゆで

提供します。

赤豆みそベースをかけたみそカツやどて煮、各セットメニューも満足の

内容でまたリピートしたくなります。

○

1F
名古屋コーチン　弌鳥

(ナゴヤコーチン　イッチョウ)
名古屋コーチン炭火焼

㈱アイアールハー

ツ

知名度はあるがなかなか身近にない名古屋コーチンを⼿軽に楽しめ、ま

たワインを中心に美味しい料理とお酒、落ちついた雰囲気の中で幸せな

時間をすごせる店、名古屋コーチンとワインの店という今までになかっ

た新しいコンセプトの店です。

◯ ○

1F
gram

(グラム)
パンケーキ ㈱gram-routine

「いつも笑顔とパンケーキ、gram」すべての人をHAPPYに…をコンセ

プトに、心を込めて作るパンケーキ。1番の人気商品は、ふるしゅわな

⼝溶けの三段に重ね上げたプレミアムパンケーキ！11：00〜、15：00

〜、18：00〜と１日３回各時間20食限定で販売。季節限定のパンケー

キやフレンチトーストなども取り揃えております。

1F
西条園抹茶カフェ

(サイジョウエンマッチャカフェ)
抹茶カフェ ㈱あいや

明治21年創業、愛知県西尾市に暖簾を掲げる抹茶の⽼舗「あいや」が運

営する抹茶スイーツの専門店です。あいやの上質な抹茶を贅沢に使⽤

し、世界を舞台に活躍するシェ・シバタと創り上げたオリジナル抹茶ス

イーツやドリンクをご⽤意しています。お⼿土産⽤の抹茶スイーツも豊

富に取り揃えております。

◯ ○

1F
Yummy Hawaiian BBQ

(ヤミー)

ハワイアンBBQ、

ファストカジュアル
タッキーフーズ㈱

ヤミーはハワイで30年以上続く、⽼舗のバーベキューワンプレートのお

店です。焼きたてのお肉やガーリックシュリンプと、毎日⼿作りの選べ

る惣菜をワンプレートに、お気軽にお召し上がりいただけます。全品テ

イクアウト可能で、オフィスでのランチや、行楽、ご家庭の夕飯の足し

に、ぜひお使いください。

○

1F
YUZU Café

(ユズカフェ)
カフェ＆ダイニング 杉本食肉産業㈱

お肉の専門店スギモトとケーキとスイーツで有名なシェ・シバタとのコ

ラボレーションをした「新感覚カフェ」。世界的にブームになった抹茶

に続いて、第二弾は柚子に注目。ドリンクはもちろんのことケーキと料

理にも柚子を使⽤してお肉を食べるなかにもきっちりとヘルシーさを追

求したメニューが満載のカフェレストランです。

◯ ◯ ○

1F ダンロップクラブハウス ゴルフショップ

㈱ダンロップス

ポーツマーケティ

ング

東海地方唯一のダンロップスポーツ直営ゴルフショップです。ゴルフク

ラブではお客様に合う商品のフィッティングイベントをはじめ、オリジ

ナルマーク入れ等のご相談もお受けいたします。明るく広い店内ではゴ

ルフシューズ、バッグ、ゴルフウェア等、数多くの商品を取り揃えてお

ります。また、一般の企業様への記念品、販促品のご相談もお受けいた

しております。
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フロ

アー
店舗名称 業態 事業者 店舗紹介文

名古

屋初

新業

態

東海

４県

発

1F
KAMIHAGI CYCLE

(カミハギサイクル)
スポーツサイクル

㈲カミハギサイク

ル

世界各国より厳選されたスポーツバイクを取り揃えお客様の⽤途にあっ

たバイクをご提案します。修理やカスタムなどにお応えできるメンテナ

ンスブース完備。サイクルパーツやサイクリングウエアの販売、またサ

イクリングやワークショップなどのイベントも開催します。

○

1F
DRIVE TO GO BY TOYOTA

(ドライブ トゥ ゴー バイ トヨタ)
カフェ トヨタ自動車㈱

「遊び」のサービスを提供するカフェです。店内は、アウトドアに出か

けた気分になれる開放的な空間になっていて、気軽にアウトドアを楽し

める車のレンタルや道具のレンタルがあります。テイクアウト可能な

フード＆ドリンクメニューの提供もしています。ここから出かけたり、

のんびり過ごしたり、気ままに仕事をしたり、様々な使い方をして頂け

る場所です。

◯ ◯ ◯

1F
食のつむぎ　梅の花

(ショクノツムギ　ウメノハナ)

湯葉や豆腐を中心とし

たカジュアルダイニン

グ

㈱梅の花

「湯葉と豆腐の店　梅の花」が⼿掛ける、新規業態の店舗が東海地区初

出店！

食のつむぎのコンセプトは、「美味しい料理を通して大切な人との絆を

紡いでいく空間」。

梅の花がこだわり続けた湯葉や豆腐を、現代のライフスタイルに合わせ

て提案します。

◯

1F
Ｂ＆Ｄドラッグストア

(ビーアンドディードラッグストア)
ドラッグストア

㈱ビー・アンド・

ディーホールディ

ングス

薬、化粧品、トイレタリー、日⽤雑貨を中心とした、専門性と利便性を

追求したドラッグストアです。地域の皆様１人１人に喜んでいただける

よう、温かい接客と品揃えに注力し、皆様のお役に立てるよう努力して

いきます。

○

1F ファミマ!! コンビニエンスストア
㈱ファミリーマー

ト

ファミマ!!はコンビニエンスストアとして求められる利便性の向上に加

え、出店施設毎で異なるお客様のライフスタイルに的確に対応するた

め、ファミマ!!オリジナル商品の開発を日々進めています。日々の生活

の楽しさを感じていただくことをテーマとした商品を取り揃えていま

す。

◯

1F
A&Fカントリー

(エイアンドエフカントリー)

アウトドアライフ

スタイルグッズ
㈱エイアンドエフ

衣・食・住・を背負ってウィルダネスに分け入り自然の営みを学ぶバッ

クパッキングの旅は今年で40年目を迎えました。サバイバルをトレーニ

ングするアウトドアの体験は、根源的に必要なアクティビティです。よ

り多くの人がグレートアウトドアに親しみ自然尊重の叡智を養うこと

に、A&Fはこれからも一層お役に立ちたいと願っています。

◯

1F
AOI BREWING TAP & GRILL

(アオイ　ブルーイング　タップ　アンド　グリル)
ビア　ダイニング ㈱ＢＥＣＫ

静岡市初でもあり、静岡市から発信するクラフトビール醸造所、AOI 

BREWING運営のクラフトビールレストラン、1863年創業の歴史ある

醤油蔵をリノベーションし立ち上げた⼩さなクラフトビール醸造所。

エールビールを中心に伝統的な８種類を定番商品とし、季節ごとに限定

醸造もしています。

◯ ○

1F ナゴヤキッチュ　エ　ビオ　グローバルゲート グロッサリー＆カフェ ㈱フード生田

おもちゃ箱みたいな楽しい店内では、ほんの少し非日常を味わうことが

できます。上質でシンプルな美味しい食品を販売することを目指してい

ます。「Amelie Café」と「TRUNK COFFEE STAND」も併設されてお

り、様々なコンセプトショップを一つの空間で楽しむことができます。

◯ ○

1F
Amelie Café

(アメリカフェ)
カフェ&デリ

㈱アンドロディッ

ク

「全てに驚きと感動をプラス」をテーマとした、デリがメインのカフェ

ダイニングです。栄養価の高さに特化したバランスの良いデリや料理

を、店内やテイクアウトでお楽しみいただけます。選び抜いた食材を通

して、皆様の毎日を豊かにします。

◯ ○

1F
TRUNK COFFEE STAND

(トランクコーヒースタンド)
コーヒーショップ ㈱トランク

世界で約5%しかない最上級のコーヒー豆「スペシャルティコーヒー」

を、ドイツ製焙煎機PROBATで自社焙煎。世界バリスタチャンピオン最

多輩出国デンマークで「日本人初」のバリスタとして活躍した技術のも

と、創り上げた至福の1杯を提供します。2014年8月より名古屋から世

界のコーヒーファンに発信し続け、遂に3号店をグローバルゲートに

OPENします。

◯ ○

1F ザ・ベーカーハウス「テーブル」
食パンを中心とした

ベーカリーダイニング
㈱サンクレール

「日本一おいしい究極のバタートースト」など、ここにしかないパンメ

ニューが店内やテイクアウトにて楽しめます。当店は食パンやクロワッ

サンなどの食事⽤のパンを中心に製造販売するだけでなく、食事パンを

活⽤したこだわりのメニューが簡単に作れるレシピ提案と具材の販売も

しています。「テーブルの美味しいパンを通して食卓を笑顔にしま

す！」

◯ ○
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フロ

アー
店舗名称 業態 事業者 店舗紹介文

名古

屋初

新業

態

東海

４県

発

２F
１０mois

(ディモワ)

ベビー⽤品、ベビー

アパレル
㈲フィセル

10mois（ディモワ）とはフランス語で10ヶ月という意味。ママとパパ

と赤ちゃんが互いに出会いを心待ちにする大切な時間を、そして、そこ

から重なっていく365日を、幸せな気分で過ごしてほしい。そのための

お⼿伝いが出来たらと10moisは願っています。ベビーのためのお布団

からお洋服、ベビーカー、食器など、充実した品揃えでお待ちしており

ます。

◯ ○

２F
益久染織研究所

(マスヒサソメオリケンキュウショ)

ヘルス＆ビューティ、

ライフスタイル、

インテリア、

ファブリック、

ワークショップ

㈱益久染織研究所

自然栽培された綿を、百年以上前の⼿法、⼿紡ぎした糸を使ったコット

ン製品、ファブリックや衣料、インテリア、生活雑貨など暮らしの中の

布物をおすすめします。暮らしの中に取り入れて戴けるような商品がご

ざいます。

商品の販売だけでなく、⼿織りのワークショップも開催します。

◯ ◯

２F

BOOK ZAKKA STATIONARY CAFEDINING　豊川堂

(ブック　ザッカ　ステーショナリー　カフェダイニング　ホ

ウセンドウ)

本、雑貨、文房具、

カフェダイニング
㈱豊川堂

毎日に気づきを与えてくれる本、流行に流されすぎず、暮らしを丁寧に

彩る雑貨、様々なシーンのお祝いにご利⽤頂けるカフェダイニングがあ

るお店です。毎日来ても、毎日楽しめる新たなライフスタイルショップ

で皆様をお待ちしております。

◯ ◯ ○

２F キシル
子ども家具、リビング

家具、雑貨
㈱キシル

「にほんの木で人を幸せにします。」がキシルの合言葉です。静岡・天

竜ひのきを中心とした日本の木を100パーセント使った、シンプルで飽

きのこないデザインには、何十年後も変わらず使っていただきたいとい

う思いが込められています。今年創業15周年。“ほんものの木”ならでは

のやさしい香りや⼿ざわりを、ぜひ体感してみてください。

◯ ○

２F
カリモク６０正規販売店　大須DECO

(オオス　デコ)
家具 ㈱良間

カリモク60、カリモクニュースタンダードを専門に販売する家具店。

当店はこの素晴らしい地元の家具ブランドを地元の方にもっと知って頂

くことでより一層地元の方の生活空間を素敵に、そして更には産業の地

産地消にもつなげていきたいと思っています。また他県からお越しのお

客様にもカリモク６０、カリモクニュースタンダードを通してメイドイ

ン愛知の良さを広く知って頂ければ幸いです。

○

２F
andrun

(アンドラン)

ランニング専門

トレーニングジム
㈱流行発信

ランニングを専門としたトレーニングジム。新しく生まれるささしまエ

リアで、ランニング（健康）の拠点となりうる店舗を目的として創出し

ます。ランニングに特化しランニングマシンを使ってのトレーニングだ

けではなく専門家によるグループレッスンやパーソナルレッスンも展

開。また、マシンを使わないささしまエリアをランニングコースとした

ランニングステーションとしての利⽤も促進します。

◯ ◯ ○

２F ユニオンスポーツ スポーツ
ユニオンスポーツ

㈱

岐阜、愛知で50年にわたりサッカーをメインに展開する地域密着スポー

ツショップです。スパイク知識豊富なスタッフが最高のパフォーマンス

を発揮できるようにシューズ選びをお⼿伝いいたします。

○

２F バルドン・フィルステージ＆アルテ・ミュージックスクール
管楽器専門店＆音楽教

室
ヨモギヤ楽器㈱

さらなる高みを求めて、アスナル金山から移転しました。これまでの店

舗と比べて売場面積は２倍、管楽器展示本数は常時300本、在庫総本数

450本、そして音楽教室10部屋を併設する地区最大級の管楽器専門店舗

です。音楽、楽器を愛する皆さんの夢をかなえます。

○

２F

音楽天国

(オンガクテンゴク)

※2018年1月OPEN予定

音楽とダンスのレンタ

ルスタジオ

（貸しスタジオ）

㈱イースタイル

バンド練習、楽器練習、個人練習、ダンス練習、セルフ録音コントロー

ルルーム、教室開催、スタジオライブなど音楽とダンスを愛するすべて

の方々にすてきな環境をご提供する「貸しレンタルスタジオ」と「楽器

機材と音響PA機材のレンタル」「音楽教室とダンス教室」のチェーン店

です。

◯ ○

２F
SIRQ by Y’S CASA

(シルク　バイ　ワイズカーサ)

家具・インテリアプラ

ンニング
㈱ヤマトヤ

『STORY』『ICONIC』『RELAX』『QUALITY』という4つのキーワー

ドをコンセプトに、椅子一脚から空間のトータルコーディネートまで、

上質で長く愛して使える家具・インテリアをご提案。良い素材と丁寧な

つくり、そしてシンプルで美しいデザインの家具を日本・世界中からセ

レクトしてお届けします。暮らしをもっと快適に、もっと心地良くしま

す。

※SIRQ by Y’S CASAはフリッツ・ハンセン社、USM社の正規代理店です。

○

２F
interior essence

(インテリアエッセンス)

家具、インテリア、

ライフスタイルショッ

プ

㈲インスタイル

所有する喜びと、愛着をもって使い続けられるモノに出逢える店です。

価格訴求ではなく、作り⼿の気持ちや作られている意味を知って頂き、

新たな価値観を得ることで「“コト”があるから“モノ”が欲しくなる」と

いう、衝動に駆られるてしまいそうになるくらいの作り⼿と使い⼿を結

びつけることの出来るスタッフがいます。感性による商品の絞込みをす

ることによる、他店にはない品揃えを楽しんでいただけます。

○
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フロ

アー
店舗名称 業態 事業者 店舗紹介文

名古

屋初

新業

態

東海

４県

発

２F
LINDRA

(リンドラ)

家具、インテリア、

ライフスタイルショッ

プ

㈱岡本総本店

リンドラとはデンマーク語で「やすらぎ」を意味します。生活シーンの

おけるくつろぎ、やすらぎを世界の3ブランドであるパーソナルチェア

世界No1シェアのエコーネス社のストレスレスチェア、フランスのリー

ン・ロゼ、アメリカのヨギボーを中心に提案します。

◯ ○

３F
LIBRA SASASHIMA GRAND DIA

(リブラ　ササシマ　グランドダイア）

イノベーティブフュー

ジョン
㈱エキップダイア

人気ネオビストロ、ビストロダイアをはじめ愛知県内3店舗を展開する

ダイアグループが季節の食材とエンターテイメント性を存分に取り入

れ、五感で楽しむハイクオリティシーズナルフレンチにソムリエがワイ

ンやドリンクをペアリングします。

◯ ◯ ○

３F

魚料理とすし　下の一色

(サカナリョウリトスシ　シモノイシキ)

※2017年10月下旬OPEN予定

和食、寿司 ㈱寿商店

昭和55年創業の魚屋「寿商店」直営の魚料理とすしの店。「魚屋だから

できること」をモットーに、毎朝の仕入れで変わる「本日のおすすめメ

ニュー」や自慢のくじら料理など魚屋ならではの新鮮な魚介をお楽しみ

ください。

○

３F
奥山安蔵商店　Mie Restaurant & Bar

(オクヤマヤスゾウショウテン)
レストラン＆バル 奥山安蔵商店㈱

三重県の食材をふんだんに使⽤した料理が自慢。和食の料理人が造り出

すカジュアルな洋和食と100種類以上あるワインや三重の日本酒を、

オープン席や個室、テラス席でお楽しみください！

◯ ○

３F
MEDI

(メディー)
オーガニックフレンチ

㈱アメーバホール

ディングス

予約の取れないレストラン“グリシーヌ“など愛知県内で7店舗を展開す

るアメーバホールディングスが、屋上の自社農園から届く無農薬野菜や

900℃のオーブンで焼き上げる熟成Tボーンステーキ、愛知伝統野菜な

ども取り入れ、地産地消をコンセプトにハイカジュアルなフレンチで美

味しいを新提案します。

◯ ◯

３F
Mano Kitchen Café　＜Meat Station＞

(マノ・キッチンカフェ　ミートステーション)

ハワイアンバル

（肉業態）

㈱EXTERIOR　

WORKS

日々の忙しさから少し離れて、非日常の時間の流れを感じていただける

場所です。ご来店頂いた時間がもっと素敵なものになるようにスタッフ

一同おもてなしの心と美味しい料理やお酒をご⽤意しておまちしており

ます。

◯ ◯

３F
Osteria L’amante Nagoya Global Gate

(オステリア　ラマンテ　ナゴヤ　グローバルゲート)
イタリアン ㈱Be-Fine

「安全な食をテーマに」15種類のスパイスでじっくりローストした国産

若鶏のロティサリィをはじめ、南知多・南信州の産直有機野菜を使った

料理がおすすめです。ご家族でもお楽しみいただけるラマンテらしいボ

リューム感あふれるイタリア料理をお楽しみください。

◯

３F
うなぎ　四代目菊川

(ウナギ　ヨンダイメキクカワ)
うなぎ

㈱パッションギー

クス

四代目菊川のうなぎは、バリッ、ふわ、トロッ。「捌き一生、串打ち一

生、焼き一生」をテーマに店内カウンターガラス越しで、職人が捌き、

串打ち、焼きあげる素材を厳選、調理にこだり、味わいを追求したうな

ぎをご堪能いただけます。

◯ ◯ ◯

３F

４F

garage

(ガレージ)

グリーン＆インテリア

ライフスタイル、

ダイニング＆カフェ

㈱ガレージ

「living with plants」植物と暮らすをテーマに季節の植物から、人気の

多肉植物やレアプランツ、ナチュラルなインテリアからアイアンと古材

の組み合わせの男前な家具まで取り揃えたショップ。店内はアーバンな

「home」とラフな「yard」の異なる２つのフロアで構成。イタリアン

をベースとしたデリとカフェも併設。クラフト教室やギャラリースペー

スでのイベントも行っており、植物と暮らしをトータルに提案します。

◯ ◯
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※クリニックと多世代ラーニングコミュニティを提供する「レインボーツリー名古屋®」参画店舗

フロ

アー
店舗名称 業態 事業者 店舗紹介文

名古

屋初

新業

態

東海

４県

発

５F スタジオ・ヨギー　※

ヨガ・ピラティススタ

ジオ、ヨガウェア、ラ

イフスタイルグッズ

㈱ロハスインター

ナショナル

ヨガ、ピラティス、ビューティー・ペルヴィス（骨盤調整）の３つのプ

ログラムを中心に、初心者から経験者まで楽しめるクラスをご⽤意して

います。週末はイベントやインストラクター養成のためのコースを開

催。自分のココロとカラダに意識を向けられるリラックス空間をご提供

いたします。店頭では、ヨガウェアやナチュラルフードなどを販売しま

す。

５F ウィズダムアカデミー　※

子育て、学童、教育、

習い事、託児
㈱ウィズダムアカ

デミー

お子様にとっての「第三の家」となる学童保育施設です。独自の英語カ

リキュラムや宿題のサポート、ピアノ・書道・珠算・プログラミングな

ど、習い事を同一施設内で提供し、お子様一人ひとりの可能性を最大限

に伸ばします。また、お忙しいご家庭のニーズに応えるべく、夜22時ま

でのお預かりやお迎えお送りの付き添い・お食事（昼食・夕食）などの

サービスも提供します。

◯

５F
HybridMom International School 　※

(ハイブリッドマム　インターナショナル スクール)

インターナショナルス

クール
HybridMom㈱

ハイブリッドマム インターナショナルスクールでは、幼児期のお子様に

最適な環境の下、発達段階と興味分野に応じたカリキュラムを英語で楽

しく学べます。国際バカロレア認定校監修のプログラムを使⽤し、未来

の国際人を育成します。物事を深く探求し、多角的な物の考え方ができ

るような人材の育成を目指します。

◯

５F
勉強カフェ　※

(ベンキョウカフェ)

大人の勉強場所、

学習スペース
㈱ブックマークス

勉強カフェは、「大人が思い切り勉強できる場所」。2008年、東京・

千駄ヶ谷に雑居ビルの一角にひっそりと生まれたのが勉強カフェのはじ

まりです。今では首都圏を中心に、北は北海道から南は沖縄まで全国23

店舗、現在3,200名以上の会員さまにご利⽤いただいている、新しい勉

強場所です。会社員の方を中心に、高校生からシニアの方まで、毎日多

くの会員さまが、勉強に、またはお仕事をしに来ています。

◯

５F
GREENS SQUARE　※

(グリーンズスクエア)
レンタル植物工場 ㈱プラネット

LEDの光と水で植物を育てる植物工場で、お客様ご自身で野菜やハーブ

の栽培を楽しむ空間です。レンタル菜園では、直接お客様がたねまきか

ら収穫までの栽培を楽しみながら、新鮮な野菜を収穫して家庭に持ち帰

ることができるので、食卓に安心、安全な野菜を届けることができま

す。お仕事帰りでも気軽に立ち寄れて、誰でも簡単に栽培を楽しめま

す。

◯ ◯ ○

５F ファミマ!!　※ コンビニエンスストア
㈱ファミリーマー

ト

５F

B&D調剤薬局

(ビーアンドディーチョウザイヤッキョク)

※2017年11月OPEN予定

調剤薬局

㈱ビー・アンド・

ディーホールディ

ングス

空いた時間を利⽤してお薬を取りに行ける調剤薬局が、グローバルゲー

ト５階に開局します。全国どこの医療機関の処方箋もお受け致します。

帰宅の時間帯に調剤薬局が閉まってお困りの方も、是非ご利⽤下さい。

また、健康の事、お薬の飲み合わせの事など、健康に関する様々なご相

談をお受け致します。安心して相談できる、かかりつけ薬局を目指しま

す。

○

５F

リブラささしまメディカルクリニック

（リブラササシマメディカルクリニック）

※2017年11月OPEN予定

クリニック、

検診センター

リブラささしまメ

ディカルクリニッ

ク

生涯にわたり健康で自立した生活を送ること、それが誰もの願いです。

私たちは、健康予防のために腎臓病、糖尿病、高血圧、心臓病、前立腺

がんの早期発見と治療に努め、健康寿命延伸に取り組みます。また、い

つでも病気の相談を受け、必要な時にはふさわしい医療機関を紹介する

などの「かかりつけ医」の役割も担っております。

来春には会員制健診センターも開設の予定です。

○


