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日本郵便株式会社 

名工建設株式会社 

日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 髙橋 亨）及び名工建設株式会社（愛知県  

名古屋市中村区、代表取締役社長 野田 豊範）は、2015 年 11 月 11 日（水）に竣工した「ＪＰタワー

名古屋」（愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1番 1号）内の商業施設「ＫＩＴＴＥ名古屋」の出店ライ

ンナップを決定しましたので、お知らせします。 

「ＫＩＴＴＥ名古屋」は、中部圏最大級の複合ビルである「ＪＰタワー名古屋」内の地下 1階から 3

階に位置する商業施設であり、個性豊かなショップ＆レストランが 36 店舗出店します。JR 名古屋駅ま

では貫通通路で直結し、さらに地下通路より名鉄・近鉄・市営地下鉄各線へも接続するなど、利便性

の高いアクセスを備え、名駅エリアに新たなにぎわいを創出します。 

また、「ＫＩＴＴＥ名古屋」のコミュニケーションコンセプトを「Ｎａｇｏｙａ＋」とし、名古屋圏

と全国とをつなぎ、新しい時代の「名古屋らしさ」を創造・発信する施設を目指してまいります。 

開業日は、2016 年 6 月 17 日（金）です（1階の 6店舗は 2017 年 4 月開業予定）。 

名古屋大都市圏の中心地として日々開発が進み、また将来のリニア中央新幹線の開通（予定）に向け

て、ますます注目度の増している名駅エリアにおいて、日本郵便と名工建設は“人とモノ・コトをつな

ぎ、暮らしに彩りをつくる”商業施設の開発を通じて、地域の繁栄と価値向上に貢献してまいります。 

なお、「ＪＰタワー名古屋」内のその他の施設の概要等についても併せてお知らせしますので、詳細は

別紙 1、2、3をご参照ください。 

以 上 

◇本件全般に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ先へお願いします。 

【報道関係の方のお問い合わせ先】   【報道関係以外の方のお問い合わせ先】 

「ＪＰタワー名古屋」 ＰＲ事務局 

担当 ： 関口（平日：9:30～18:00） 

 電話 ： 052-433-1959（直通） 

日本郵便株式会社 

不動産部ビル運営室（平日 9:30～17:00） 

電話 ： 03-3504-4204（直通） 

◇名工建設株式会社に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ先へお願いします。 

名工建設株式会社 総務部  電話 ： 052-589-1501（直通） 

「ＪＰタワー名古屋」内の商業施設 
「ＫＩＴＴＥ名古屋」の出店ラインナップが決定 

2016 年 6 月 17 日（金）開業

「ＫＩＴＴＥ名古屋」ロゴデザイン 「ＫＩＴＴＥ名古屋」外観 



1 「ＫＩＴＴＥ名古屋」の特徴 

「ＫＩＴＴＥ名古屋」（読み方：きってなごや）は、「ＪＰ

タワー名古屋」の地下 1階から 3階に配置される約 4,650 ㎡

の商業施設です。全 36のショップ＆レストランと、1階から

3階の商業フロアを縦につなぐアトリウムで構成されます。 

普段使いのしやすいオープン型飲食店や特別な時間を演

出する大型飲食店、トレンド感のあるカフェ・ダイニングな

どバリエーション豊かな飲食店舗のほか、つい買って帰りた

くなるお土産やこだわりのモノを販売する食物販・物販店舗

などが集まります。 

また、アトリウムはトップライトや透明感のあるガラスフ

ァサードにより自然光をふんだんに取り入れ、開放感あふれ

る明るい内部空間を形成し、街に憩いの場を提供するととも

に、イベント等の実施により活気とにぎわいを創出します。 

「ＫＩＴＴＥ名古屋」の開業日は、2016 年 6 月 17 日（金）

です（1階の 6店舗は 2017 年 4 月開業予定）。 

■「ＫＩＴＴＥ名古屋」のコミュニケーションコンセプト 

■「ＫＩＴＴＥ名古屋」のターゲット 

中部圏のビジネスの中心地であり、人や文化が集結する名駅エリアにおいて、「ＪＰタワー名古屋」

及び周辺オフィスで働く都市感性を持つ就業者と、大人の感覚や感性を持ち、駅、バスターミナル

（2017 年度初の使用開始予定）、駐車場を経由して集まる、好奇心旺盛なエリア来訪者をターゲット

とします。 

■開業時期 

時 期 項 目 

2015 年 11 月 11 日 「ＪＰタワー名古屋」竣工  

2015 年 12 月 7日 「名古屋中央郵便局」、「ゆうちょ銀行 名古屋中央店」営業開始 

2016 年 1月 20 日 「ＪＰローソン ＫＩＴＴＥ名古屋 2F 店」営業開始 

2016 年 6月 17 日 「ＫＩＴＴＥ名古屋」開業（1階の 6店舗を除く） 

／ 「ＪＰタワー名古屋 ホール＆カンファレンス」開業 

2017 年 4月（予定） 「ＫＩＴＴＥ名古屋」1階の 6店舗開業 

／ 「ＪＰタワー名古屋」全面開業 

「Ｎａｇｏｙａ＋」 

「ＫＩＴＴＥ名古屋」は、様々な開発が進み、ますます活気づく名駅エリアにあって、名駅一

丁目 1番 1号に誕生する商業施設です。 

「ＫＩＴＴＥ名古屋」は、名古屋圏と全国とをつなぎ、新しい時代の「名古屋らしさ」を創造・

発信する施設を目指し、コミュニケーションコンセプトを「Ｎａｇｏｙａ＋」（読み方：なごやぷ

らす）としました。 

名古屋らしい“食文化”や“慣習”、“ものづくり文化”の発信を通じて名古屋の魅力を伝える

とともに、全国各地の選りすぐりの店舗や名古屋初出店、新業態の店舗などを通じて、これまで

の名古屋にはない“美味しさ”や“愉しさ”を名駅エリアに生み出し、地域の発展とにぎわいの

創出に貢献してまいります。 

1階アトリウム（イメージ）

別紙 1

「ＫＩＴＴＥ」のネーミングには、 

「切手」と「来て」の意味を掛け合わせています



2 「ＫＩＴＴＥ名古屋」各フロアの特徴 

「ＫＩＴＴＥ名古屋」各フロアの特徴をご紹介します。2016 年 6 月 17 日（金）に開業する 27 店

舗のうち、名駅エリア初出店が 23 店舗（うち、名古屋市初出店が 17 店舗、東海エリア初出店が 14

店舗）、新業態が 6店舗、商業施設初出店が 8店舗、また、地元愛知からの出店が 9店舗など、注目

の店舗が勢ぞろいしています。 

※出店店舗の一覧は別紙 2をご参照ください。 

■地下 1階： 13 店舗（食物販 1店舗、飲食 12 店舗） 

地下 1 階は、ランチや会社帰り、名駅エリアにショ

ッピングにお越しいただいた際など、様々なシーンで

気軽にご利用いただける、普段使いのしやすい飲食を

中心としたフロアです。 

また、地下 1 階のうち、和洋中の個性豊かな飲食店

11 店舗が軒を連ねた通りの名称を「ＢＩＭＩ ｙｏｋ

ｏｃｈｏ」（読み方：びみよこちょう、名駅一丁目（Ｍ

1）の地下 1階（Ｂ1）にある美味なる横丁という意味）

とし、名駅エリアに新しい食スタイルを発信するとと

もに、活気とにぎわいを創出します。 

南インドのカレーと伝統料理の専門店「エリックサ

ウス」が東海エリアに初出店するほか、“名古屋めし”

として有名な「あんかけスパゲッティ」の元祖である

「スパゲッティハウス ヨコイ」が、約 40 年ぶりに直

営店舗をオープンします。 

■1階： 12 店舗（物販 3店舗、食物販 5店舗、 

飲食 1店舗、サービス 3店舗 ※予定） 

1 階は、様々な人・モノ・コトが集まり交わる場所

となるアトリウムや、バスターミナルを備え、「ＫＩＴ

ＴＥ名古屋」の玄関口となるフロアです。 

フランス・プロヴァンス地方の歴史あるパティスリ

ーがスイーツや食事をご提供する 「La maison JOUVAUD

（ラ メゾン ジュヴォー）」や 、バラエティ豊かな

ドリンクをお楽しみいただける「スターバックスコー

ヒー」など、ちょっとした休憩にも最適なカフェが出

店します。 

また、1階では、「名古屋中央郵便局」及び「ゆうち

ょ銀行 名古屋中央店」が営業を開始しています。

なお、バスターミナル側通路沿いの 6 店舗（物販 2

店舗、食物販 4 店舗（予定））は 2017 年 4 月に開業予

定です。詳細は別途お知らせします。 

■2階： 8 店舗（物販 5店舗、飲食 3店舗） 

JR 名古屋駅と歩行者通路（貫通通路）で直結し、駐

車場棟にも接続するなど、多くの人が行き交う 2階は、

こだわりの物販店舗でのショッピングや、カフェを中

心とした飲食をお楽しみいただけるフロアです。 

木製デザイン雑貨を販売する「Hacoa DIRECT STORE

（ハコアダイレクトストア）」、ふぐ料理をリーズナブ

地下 1階「ＢＩＭＩ ｙｏｋｏｃｈｏ」（イメージ）

1階（イメージ） 

「スパゲッティハウス ヨコイ」メニューイメージ

「La maison JOUVAUD」スイーツイメージ 

「Hacoa DIRECT STORE」商品イメージ 



ルな価格で提供するモダン居酒屋「魚河岸酒場 ふく

浜金（ウオガシサカバ フクハマキン）」、そして名駅

通り側に出店するカフェの「珈琲舎 表参道（コーヒ

ーシャ オモテサンドウ）」、「24/7 café apartment（ト

ゥウェンティーフォーセブン カフェ アパートメン

ト）」は、いずれも東海エリア初出店。 

また、2階では、全 40席のイートインコーナーを備

えた「ＪＰローソン ＫＩＴＴＥ名古屋 2F 店」が営業

を開始しています。 

■3階： 3 店舗（飲食 3店舗） 

3 階は、接待や歳時のお祝いなど、オンからオフま

で特別な時間やシーンを演出する飲食 3 店舗が出店す

るフロアです。丹精込められたお料理とおもてなしで、

特別な時間をお過ごしください。 

愛知県岡崎市に第 1 号店を構え、こだわりの食材を

ご堪能いただけるイタリア料理店「Vino & Ristorante 

CONNESSO（ヴィーノ アンド リストランテ コネッ

サ）」が商業施設に初出店。 

また、「えび・蟹・まぐろ・旬料理 甲羅（エビ・カ

ニ・マグロ・シュンリョウリ コウラ）」が、旬の食材

を贅沢に使った和食料理を提供するほか、広東・福建

料理をベースに、日本人による日本人のための中国料

理を目指す「中国料理東天紅（チュウゴクリョウリト

ウテンコウ）」が、華やかな料理と優雅な雰囲気をお客

さまにお届けします。 

3 「ＫＩＴＴＥ名古屋」施設概要 

所 在 地： 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1番 1号 「ＪＰタワー名古屋」地下 1階～3階 

店舗面積： 約 4,650 ㎡（約 1,410 坪） 

店 舗 数： 36 店舗（物販 8店舗、食物販 6店舗、飲食 19 店舗、サービス 3店舗 ※予定） 

駐 車 場： 時間貸し約 370 台 

開 業 日： 2016 年 6月 17 日（金） 

休 業 日： 1月 1 日 

営業時間： 物販、食物販、サービス： 10:00～20:00 

      飲食： 11:00～23:00、土日祝 11:00～22:00（※1階店舗は、11:00～21:00、土日 

          祝 11:00～20:00） 

※店舗面積及び店舗数には、郵便局、ゆうちょ銀行及び 2017 年 4月開業予定の 6店舗を含みます。 

※営業時間は一部店舗により異なります。 

2階（イメージ） 

2、3階（イメージ）

「Vino & Ristorante CONNESSO」メニューイメージ



■「ＫＩＴＴＥ名古屋」出店店舗一覧 

フロア ロゴ 店舗名 会社名 東海初 市内初 名駅初 新業態 SC初 愛知発祥 店舗概要

デリフランス
株式会社ヴィ・ド・

フランス
○ ○

世界30ヵ国で400店舗以上を展開するブーランジュリーです。

フランス産の発酵バターを使用した本格的なクロワッサンや、ご注文を

頂いてから抽出するサイフォンコーヒーやソフトクリームデザート等を、

上質感と親近感のある雰囲気でご提供します。

CRAFTBEER KOYOEN

SINCE1931

（クラフトビヤ　コウヨウエ

ン）

株式会社サッポロ

ライオン
○ ○ ○ ○ ○ ○

『CRAFTBEER KOYOEN SINCE1931』は、名古屋で昭和6年から親しま

れているビール園『浩養園』併設のブルワリーで醸造するクラフトビール

をはじめ、7種類の国産クラフトビールを楽しめるビヤバーです。

特徴的なクラフトビールとあわせて、東海三県の食材やプレミアム食材

を使った魅力的な料理の数々もおすすめ。ビールのプロフェッショナル

がお届けするカジュアルでありながらもシックな大人の社交場です。

イタリア

料理

Cucina Italiana

PER ADESSO TOKAI

（クチーナ　イタリアーナ

ペル　アデッソ　トウカイ）

ジローレストラン

システム株式会

社

○ ○ ○

東海エリアの美味しい食材を使ったイタリア料理をご提供します。

プチ贅沢なランチに加えて、味はもちろん目でも楽しめるデザートもおす

すめです。ディナータイムには、生ハム食べ放題などビールやワインに

合う料理も楽しめます。東海エリア初出店です。

インド料理 エリックサウス
株式会社円相

フードサービス
○ ○ ○

南インドのカレーと伝統料理の専門店です。

素材の持ち味をスパイスが引き出す常時10種類以上の本格カレーはテ

イクアウトでもご利用いただけます。また野菜や豆をふんだんに使った南

インドならではのカレー定食『ミールス』や、インド式スパイシーパエリア

『ビリヤニ』など、本場の味をバラエティ豊かにご用意しています。

夜はスパイスやハーブをふんだんに使った小皿料理や一品料理と共に

気軽にお酒を楽しむバルとしてもお使いいただけます。

バル 揚げバル　マ・メゾン
株式会社マ・メゾ

ン
○ ○ ○ ○ ○

創業35年の老舗洋食屋『マ・メゾン』が手掛ける新業態の店舗。

ランチは王道とんかつ、ディナーは揚げ物を主体に、ワインとのマリアー

ジュを気軽に楽しめるお店です。

和パスタ＆

カフェ
こなな

株式会社ポトマッ

ク
○ ○ ○

『こなな』の“和ぱすた”は、日本の四季を楽しむように素材の味を活かし

たお料理です。

味付けの基本は、日本料理に欠かせない「おだし」。素材の味と共に「お

だし」が香る、優しい味が自慢です。

その他、ワッフルやパフェなどの甘味をご用意しております。

カフェ＆

レストラン
スパゲッティハウス　ヨコイ

有限会社スパ

ゲッティ ヨコイ
○ ○ ○

創業50余年の『スパゲッティハウス ヨコイ』が直営店では約40年ぶりに

新店舗をオープンします！

名古屋めしの一角「あんかけスパゲッティ」の元祖です。

無数に広がっている「あんかけスパゲッティ」の系譜は『スパゲッティハ

ウス ヨコイ』から全て始まります。

和食
宮きしめん　駿

（ミヤキシメン　シュン）
宮商事株式会社 ○ ○

創業大正12年。熱田神宮を発祥の地とする『宮きしめん』が、名古屋の

定番きしめんからオリジナルのめんメニューはもちろんのこと、和テイス

トの本格料理も取り揃えました。

めん料理をメインにしたランチやディナーは十分にご満足いただけること

でしょう。一品料理と豊富なドリンクアイテムで夜のひと時もお楽しみいた

だけます。『宮きしめん　駿』で、今までの“きしめんは立ち食い”のイメー

ジをぜひ払拭してみてください。

おでん 鶏だしおでん　さもん
株式会社野村酒

店
○ ○ ○ ○ ○

独自に選び抜いた鶏ガラと様々な野菜をベースに長時間煮込んだ濃厚

な鶏だしで味わうおでんが自慢です。又、そのおでんだしでしゃぶしゃぶ

鍋としてもご堪能いただけます。

厳選した地酒や焼酎なども豊富に取り揃えております。

焼き鳥・

鶏料理

一番酒場　あぶりどり

バリ鳥

（イチバンサカバ　アブリド

リ　バリチョウ）

株式会社商業藝

術
○ ○ ○

素材にこだわって毎日、一本ずつ丁寧に仕込んだ「かしわ」はうまいもの

を追求した結果に辿り着いた“直球勝負”の食材です。

備長炭でじっくり焼き上げるじゅわっとやわらかい「かしわ」の匂いと心地

よい音楽に誘われて、仕事帰りにおひとりでも待ち合わせにもちょっと気

軽にお立ち寄りください。

中華料理
LONG-hu BISTRO

（ロンフービストロ）

株式会社JBイレ

ブン
○ ○

16種類の強火で炒めたチャーハン、辛さと旨味が強い麻婆豆腐は辛さ

が4段階から選べます。

熟成牛

ステーキ

専門店

Gottie's　BEEF

（ゴッチーズビーフ）
株式会社ゴリップ ○

コンセプトは、“TIME IS YUMMY” ～時は旨みなり～。

約40日間じっくり時間をかけ、旨みが増した熟成牛は、お肉そのものの

美味しさを味わっていただく為、豪快に塊で焼き上げるステーキで提供し

ます。

ランチはお得にガッツリ、ディナーは美味しいワインとのマリアージュをお

楽しみいただけます。

旨みがぎっしり詰まった熟成牛の魅力を心ゆくまでお楽しみください。

海鮮和食

三喰撰酒　三重人

（サンショクセンシュ　ミエ

ジン）

サイバーダイニン

グ株式会社
○ ○ ○ ○ ○

三重の高度な技術を用いた全身トロと言われる【三重まぐろ】を新郷土

料理として伊勢志摩古来から伝わる漁師料理をベースにアレンジを加え

た【てこねまぶし】をメインに…言わずと知れた最高級食材・伊勢海老や

桑名産の天然はまぐりなど三重県の海山の幸で作った逸品の数々がお

手頃な価格で味わえます。

三重の地酒は季節限定の希少種等を豊富にご用意し、地ビールからソ

フトドリンクまでお客さまに三重を堪能し喜んでいただきたいと思っていま

す。

B1

カフェ＆ベーカリー

クラフトビヤバー

業態

ＢＩＭＩ

ｙｏｋｏｃｈｏ
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フロア ロゴ 店舗名 会社名 東海初 市内初 名駅初 新業態 SC初 愛知発祥 店舗概要

La maison JOUVAUD

（ラ メゾン ジュヴォー）
井村屋株式会社 ○ ○ ○

1948年ジルベルトジュヴォーにより南仏の地にて菓子販売をスタート、

その後息子のフレデリック、孫のピエールが加わり親子3代続く老舗のパ

ティスリーとしてプロヴァンスの多くの方々に愛され続けています。ルレ･

デセール協会の元副会長フレデリックの代よりショコラ作りにも力を入れ

始め現在高い評価を獲得。プロヴァンスに生まれ育ったパティシエが作

り上げる、素朴ながらに素材にこだわった本物のフランス菓子をお届けし

ます。

JPローソンKITTE名古屋

1F店（仮称）

（ジェイピーローソン

キッテナゴヤ1カイテン）

株式会社郵便局

物販サービス

ＪＰローソン限定オリジナル商品も多数取り揃えております。

2016年6月17日より営業開始。

タイムズ カーレンタル

タイムズモビリ

ティネットワーク株

式会社

全国約460店舗を展開する『タイムズ　カーレンタル』。

ビジネスからレジャーまで幅広くご利用いただけるよう、多彩な車種を取

り揃えております。また店頭で会員カードをかざすだけで簡単にご出発、

ご返却の手続きが完了する『ピッとGo』やカーシェア入会受付など、当社

ならではのサービスもご用意しています。皆様のご来店をお待ちしており

ます。

スターバックス コーヒー

スターバックス

コーヒージャパン

株式会社

アメリカ シアトル生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バラエティ豊かなエスプレッソドリンクやペス

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。

カフェ

1F

業態

パティスリー

コンビニエンスストア

レンタカー

フロア 会社名 店舗概要

日本郵便株式会社

名古屋中央郵便局名古屋駅前分室が、この度、名古屋中央郵便局として移

転・開局しました。

名古屋中央郵便局のオリジナル商品をたくさんご用意した物販コーナーがあ

ります。さらに、記念切手の販売コーナーにはショーケースカウンターを設け、

宝石を見ていただくように記念切手を選んでいただくことができます。

保険コーナーは相談ブースが3つと応接室が1つあり、ゆっくりと保険の見直し

や相談をお受けすることができます。

株式会社ゆうちょ銀行

平日9:00～18:00まで、貯金／貸付／為替／振替／振込／国際送金／外貨

両替／国債／投資信託／変額年金保険等のお取扱いを行っております。

広い窓口カウンターのほか、個別の金融相談を行う応接室もご用意しており

ますので、お気軽にご相談ください。

また、ATMは6台あり、平日・土曜日0:05～23:55、日曜日・祝日0:05～21:00に

ご利用いただけます。

1F

2015年12月7日

2015年12月7日

開業日

名古屋中央郵便局

（ナゴヤチュウオウユウビンキョク）

ゆうちょ銀行　名古屋中央店

（ユウチョギンコウ　ナゴヤチュウオウテン）

店舗名業態

サービス

金融

※1階につきましては、上記のほか、バスターミナル側通路沿いに 6店舗（物販 2店舗、食物販 4店舗（予定））が 2017 年 4 月に開業予定で

す。詳細は別途お知らせします。 

　東海初・・・東海エリア（愛知県、岐阜県、三重県）初出店　／　市内初・・・名古屋市初出店　／　名駅初・・・名古屋駅周辺エリア初出店
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フロア ロゴ 店舗名 会社名 東海初 市内初 名駅初 新業態 SC初 愛知発祥 店舗概要

My Select Point

（マイセレクトポイント）

株式会社ザ・ク

ロックハウス
○ ○

カジュアルからビジネスまでオリジナルウォッチや選び抜かれた人気ブ

ランドを取り揃え、1年を通じて個性豊かなライフスタイルを彩る

“Watch&Clock”をお届けします。

コーナー別のこだわり提案により、一歩店内に入れば“自分のこだわり

に合った時計”が見つけられるはずです。

Hacoa DIRECT STORE

（ハコアダイレクトストア）

有限会社山口工

芸
○ ○ ○

『Hacoa』は、2001年に誕生した山口工芸のオリジナル木工ブランドで

す。

伝統工芸士・山口怜示が1962年福井県鯖江市に創業し、1500年もの歴

史を誇る越前漆器の産地にて“箱もの”といわれるお盆やお膳などの漆

を塗る前の木地作りに従事。生きている木と対峙する中でその技術を身

につけてきました。『Hacoa』では、その長年のものづくりで培ってきた技

術力と伝統をベースに、領域にとらわれないものづくりを、デザインから

製作まで一貫して行っています。

伊織

（イオリ）
株式会社伊織 ○

『伊織』はタオル専門店として、こだわりの日常品から豊かな生活につな

がるライフスタイルグッズまで、タオルの可能性を追求しています。その

昔、“伊予国”と呼ばれた四国愛媛県の北部に位置する今治は、温暖な

気候と水に恵まれて発展した百二十余年の歴史と伝統を受け継ぐ国内

最大規模のタオル生産地です。伝統ある産地の技術力と、専門店として

の知識、時代のニーズを汲み取った企画力によって、『伊織』にしかでき

ない、毎日の生活が楽しくなる商品をお楽しみください。

メガネの和光

（メガネノワコウ）

株式会社メガネの

和光
○

「ＫＩＴＴＥ名古屋」に創業70周年を迎えた『メガネの和光』の新しい拠点が

誕生。広々とした快適な店舗が生まれました。人気の定番商品はもちろ

んのこと、新たに導入したブランドも多数ご用意しています。レンズも豊

富なバリエーションの中から専門スタッフが最適なものをご提案し、細か

な掛け具合調整等、高度なノウハウで一人ひとりに合わせていきます。

また、定期的なアフターケアを通じ、いつまでも快適な“視生活”をサポー

トします。

魚河岸酒場　ふく浜金

（ウオガシサカバ　フクハマ

キン）

株式会社アコラ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“ふぐ料理のイメージを覆す！”『魚河岸酒場　ふく浜金』はふぐ料理を

リーズナブルな価格で提供するモダン居酒屋です。ふぐは品質にこだ

わった地域ブランドの『飛騨ふぐ』を使用し、『飛騨ふぐ』の良さをアピー

ルします。お酒は地元の日本酒（地酒）を中心に、ふぐによく合うワイン

やカクテルなどをご用意しております。地酒は酒蔵などと直接取引してお

り、おいしいお酒を気軽にお楽しみいただけます。

鮮魚が得意な『魚河岸酒場　ふく浜金』が創り上げる“新感覚の居酒屋”

を是非お楽しみください。

JPローソンKITTE名古屋

2F店

（ジェイピーローソン

キッテナゴヤ2カイテン）

株式会社郵便局

物販サービス
○ ○ ○

店内には全40席のイートインコーナーがあり、JPローソン限定オリジナ

ル商品も多数取り揃えております。

2016年1月20日より営業を開始しています。

珈琲舎　表参道

（コーヒーシャ　オモテサン

ドウ）

ジローレストラン

システム株式会

社

○ ○ ○ ○

こだわりのネルドリップコーヒーを、ゆったりとした落ち着きのある空間で

お楽しみ頂けます。

おしゃれな街東京・表参道から東海エリアに初出店となります。

充実した食事・デザートメニューもあわせてご用意しております。

リーズナブルなランチメニューをご用意しております。

24/7 café apartment

（トゥウェンティーフォーセ

ブン　カフェ　アパートメン

ト）

株式会社商業藝

術
○ ○ ○

黒米をブレンドしたもちもちふっくら玄米、あたたかなみそ汁、野菜たっぷ

りのバランスの取れた一汁三菜の上質なお食事があなたの忙しい毎日

をしっかりと支えてくれます。お友達と会話が弾むランチやカフェ、おひと

りでの気軽な晩ごはん、ゆっくり楽しむお酒など、忙しい毎日をちょっぴり

贅沢に過ごす場所としてご利用ください。

『24/7 café apartment』が“あなたらしい毎日－24hours,7days”にとけ込

む、ちょっと特別な場所になりますように。

業態

時計

木製デザイン雑貨

カフェ

2F

生活雑貨

アイウェア

居酒屋

コンビニエンスストア

カフェ

フロア ロゴ 店舗名 会社名 東海初 市内初 名駅初 新業態 SC初 愛知発祥 店舗概要

Vino & Ristorante

CONNESSO

（ヴィーノ アンド リストラン

テ　コネッサ）

丸栄ニューウェー

ブ㈱
○ ○ ○ ○

2013年に岡崎に誕生したイタリアレストラン。生産者から直接届く厳選食

材や全国各地から届く希少な食材を使い上質に仕上げたモダンイタリア

ンでお客さまの至福の時間を演出いたします。

豊富なワインとタイプの異なるお席でお客さまの様々なシーンに対応致

します。上質なひとときを大切な人とお過ごしください。

えび・蟹・まぐろ・旬料理

甲羅

（エビ・カニ・マグロ・シュン

リョウリ　コウラ）

株式会社甲羅 ○ ○ ○ ○ ○ ○

えび・蟹・まぐろを中心に旬の食材を贅沢に使った料理を提供いたしま

す。

ランチではリーズナブルなお膳から接待などでもご利用できるコースを。

ディナーでは会合、女子会などの宴会もしっかりとしたおもてなしでお待

ちしております。

中国料理東天紅

（チュウゴクリョウリトウテン

コウ）

株式会社東天紅 ○

昭和36年（1961年）東京・上野不忍池畔に第1号店を創業した『東天

紅』。広東・福建料理をベースに日本人による日本人の為の中国料理を

目指し、早くも創業55年を迎えました。

今回は名古屋国際センタービルに続き名古屋市内で2店舗目の出店と

なります。既存店とはまた異なる華やかな料理と優雅な雰囲気をお楽し

みください。

中国料理

3F

業態

イタリアン

和食

※記載内容は 2016 年 3月時点のものであり、今後変更となる場合があります。 

　東海初・・・東海エリア（愛知県、岐阜県、三重県）初出店　／　市内初・・・名古屋市初出店　／　名駅初・・・名古屋駅周辺エリア初出店

　新業態・・・新ブランドなど、新しい業態となる店舗　／　ＳＣ初・・・・商業施設（ＳＣ）初出店　／　愛知発祥・・・地元愛知県からの出店



1 その他の施設 

「ＪＰタワー名古屋」には、商業施設「ＫＩＴＴＥ名古屋」以外にも様々な施設を設置していま

す。各施設が高い相乗効果を発揮することで、より利便性の高い施設を目指します。 

■高品位・高機能を追究した「ＪＰタワー名古屋 ホール＆カンファレンス」 

快適性と安心感を第一に考え、高品位・高機能を追究した「Ｊ

Ｐタワー名古屋 ホール＆カンファレンス」が、「ＪＰタワー名古

屋」3階に誕生します。 

約 220 ㎡、天井高約 5ｍの 2 分割できるホール、約 60 ㎡の 4 つ

のカンファレンスルーム、そして高級感を醸成するホワイエを備

えています。最新の映像・音響設備を取りそろえ、各種会議やセ

ミナー、研修をはじめ、集客イベントやパーティー、懇親会など

あらゆるシーンに対応し、様々な用途でご利用いただけます。 

また、施設利用のご相談や利用備品の手配、ケータリングサー

ビスなど、施設の利用に関する様々なご要望にお応えするワンラ

ンク上のサービスをご提供します。 

開業日は「ＫＩＴＴＥ名古屋」と同様に、2016 年 6 月 17 日（金）

です。 

現在、ご利用の予約受付中です。詳細は公式 WEB をご覧くださ

い。（ http://www.jptower-nagoya-hall.jp/ ） 

■利便性の高い「ＪＰタワー名古屋駐車場」 

駐車場は、「ＪＰタワー名古屋」オフィス棟の西側に位置し、2015 年 12 月 1 日（火）より営業を

開始しています。 

時間貸し駐車場は約 370 台ご用意。2階で「ＫＩＴＴＥ名古屋」やＪＲ名古屋駅等に直結し、ショ

ッピングやお食事をお楽しみいただくことができます。 

また、24 時間営業となっており、カーシェアリングやレンタカーのサービスもご提供します。さ

らに、「ジェイアール名古屋タカシマヤ」をはじめとする周辺施設と提携し、ご利用金額に応じた駐

車料金の無料サービスをご提供するなど、利便性の高い駐車場です。 

■名駅エリアの生活に新しい価値をプラス ～「ＪＰタワー名古屋」オフィスフロアの来店型事務所～ 

名駅エリアを訪れるすべての方々の生活に親身に寄り添い、日々の生活をより豊かで充実したも

のにするお手伝いをさせていただくために、様々な業態の来店型事務所を「ＪＰタワー名古屋」の

オフィスフロア（5階～）に配置します。 

公務員試験対策の予備校やキャリア支援、婚活支援など、様々な学習、サービスなどを受けるこ

とができる事務所が入居。また、5 階には中部圏最大規模となる総合健診センターを開設予定です。

JR 名古屋駅徒歩 1 分の好立地ですので、名古屋駅周辺に訪れた際や、会社帰り、お買物に併せてな

ど、気軽にご利用いただけます。 

なお、5～7、12 階の来店型事務所には 2階歩行者通路（貫通通路）側の「サービス＆クリニック」

用入口から、14 階以上の来店型事務所には 2 階オフィスエントランスを経由してオフィス用エレベ

ーターから、それぞれアクセスいただけます。 

「ＪＰタワー名古屋」はオフィスフロアの来店型事務所を通

じて、日々の生活をより豊かで充実したものにする新しい価値

を名駅エリアに付加し、街の利便性向上や活性化に貢献できる

よう取り組んでまいります。 

「ＪＰタワー名古屋 ホール＆

カンファレンス」 ホール 

オフィスフロア 

別紙 3



■「ＪＰタワー名古屋」来店型事務所一覧

フロア 会社名・団体名 店舗概要

5F 株式会社名駅健診センター

中部地区最大規模の総合健診センターを開設します。

地域医療との連携を重要視し、各診療科を受診いただける専門外来を併設し

ます。

最新のアンチエイジング医療をコンセプトに、予防医療としての各種人間ドッ

ク、健康診断のみならず、治療が必要となった方には、医師による診療を提供

いたします。

皆さまの健康と医療の発展への貢献に取り組みます。

6F 株式会社東京アカデミー

東京アカデミー名古屋校では、公務員、教員、看護師など公益性の高い職業

を目指されている皆さまを筆記試験、人物試験の両面からサポート。教室講

義はもとより、グループワーク、アクティブラーニング、面接シミュレーション、

個別質問など、個に対するきめ細かな指導と集団での競争力強化に自信が

あります。

無料の受験相談窓口を随時開設中。老舗予備校でありながら時代の先端で

ある情報力を、ぜひ、体験してください。

株式会社アイソルート

「上司に報告する時、言いたいことがうまく伝えられない」「職場の人間関係で

悩んでいる」方へ。

その状態は、コミュニケーション能力不足が原因かもしれません。私たちは、

20代30代の社会人のコミュニケーション能力を、独自に開発した30種類の訓

練によって身につけるスクールを運営しています。仕事上に必要なコミュニ

ケーション能力を習得し、デキるビジネスパーソンになれるよう専門家がサ

ポートいたします。

株式会社パートナーエージェ

ント

コーチングのスキルを修得し、成婚というゴールに向けて伴走する専任コン

シェルジュが結婚を望むお客さまを全力でサポートする、婚活支援サービスで

す。

婚活を前向きに取り組んでいただけるようなサービス内容、また空間のクオリ

ティにもこだわり、グレード感あふれる店内となっております。

一人でも多くの方が理想の人生を手にできるよう支援したい。それが、私たち

が目指す未来です。

株式会社エイジェック

エイジェックグループ　名古屋雇用開発センターでは、派遣のお仕事のご紹介

や転職支援を行っています。事務職、技術職（建設系・メーカー系）、モノづく

りなど、それぞれの専門チームがお仕事のご案内をいたします。お仕事のこと

なら人材総合商社エイジェックグループへご相談ください。

株式会社スタッフブリッジ

ファッション業界に特化し、各ブランド・各施設の特徴を把握したキャリアプラ

ンナーが、様々なブランドへのお仕事を斡旋します。

正社員・契約社員・派遣社員と希望される雇用形態も選べます。

転職で心配な事の相談はもちろん、就業後のアフターフォローもお任せくださ

い。

株式会社ＭＳ－Ｊapan

ＭＳ－Ｊapanは、1.「事業会社の管理部門」と2.「税理士/会計士/弁護士といっ

た士業」向けの転職支援サポートを行っております。転職をお考えの方に、個

別カウンセリング（完全予約制）を行いながら求人案件のご紹介をいたしま

す。

婚活支援サービス
パートナーエージェント　名古屋店

（パートナーエージェント　ナゴヤテン）
営業中

東京アカデミー名古屋校

（トウキョウアカデミー　ナゴヤコウ）
予備校 2016年6月20日

人材教育・コンサル

ティング

業態 店舗名 開業予定日

健診センター

クリニック
（未定） （未定）

7F

12F

人材紹介業
ＭＳ－Ｊａｐａｎ名古屋支社

（エムエスジャパンナゴヤシシャ）
2016年3月7日

コミュトレ名古屋

（コミュトレナゴヤ）
2016年6月8日

人材総合商社
エイジェックグループ　名古屋雇用開発センター

（エイジェックグループ　ナゴヤコヨウカイハツセンター）
営業中

アパレルキャリア支援
スタッフブリッジ　名古屋オフィス

（スタッフブリッジ　ナゴヤオフィス）
営業中

フロア 会社名・団体名 店舗概要

14F
株式会社ヒト・コミュニケー

ションズ

ヒト・コミュニケーションズ東海支社は、この度「ＪＰタワー名古屋」に移転いた

しました。

販売・サービス・営業分野に特化した「成果追求型営業支援企業」として、未

経験の方でも安心して就業頂けるよう、充実した教育研修プログラムをご用

意しております。お仕事をお探しの際は、是非お気軽にご相談ください。

23F
全国健康保険協会

（協会けんぽ）

全国健康保険協会（協会けんぽ）は、中小企業等の従業員とそのご家族（約

3,600万人）が加入する健康保険を運営する公法人です。

健康保険証の交付、給付金の支払い、健診や保健指導などの業務を通じて、

加入者の皆さまの健康づくりを進めています。

健康保険

全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部

（ゼンコクケンコウホケンキョウカイ（キョウカイケンポ）アイ

チシブ）

2016年3月22日

人材派遣
ヒト・コミュニケーションズ東海支社

（ヒトコミュニケーションズトウカイシシャ）
2016年3月28日

業態 店舗名 開業予定日

※記載内容は 2016 年 3月時点のものであり、今後変更となる場合があります。 



2 アート作品 

「ＪＰタワー名古屋」の館内各所に、様々なアート作品を展示しています。 

「金の鯱」や、名古屋市の市章にも用いられている数字の「八」をモチーフにした作品など、随

所に「名古屋らしさ」を取り入れ、名古屋が持つ独自の感性や文化、歴史を伝える作品や、オフィ

スフロアの照明を活用し街ににぎわいと活気を創出する「ブラインドイルミネーション」など、皆

さまに愉しみ、親しんでいただける作品を多数ご用意しています。 

「ＪＰタワー名古屋」の数々な作品を通じて、名古屋 、そして日本が築き上げてきた「ものづく

り」へのこだわりや奥深さ、美意識を発信し、訪れるすべての方々に新たな発見と出会いをもたら

すとともに、街の魅力向上に貢献してまいります。 

※下記はアート作品の一例です。また、店舗工事中につき一部の作品は現在ご覧いただけません。 

※公式 WEB（ http://jptower-nagoya.jp/ ）でアート紹介動画を公開中です。ぜひご覧ください。 

■「ＧＯＬＤ ＦＩＳＨ」（ゴールド フィッシュ） 

 作家： 祐成 政徳 氏 

 場所： 1 階アトリウム 

 概要： 桃山文化を暗示する「金の鯱」をイメージした彫刻作品。高さは 8.88

ｍで、名古屋城の鯱と同様、東側に向かって右側がメス、左側がオ

スです。多くの人が行き交うアトリウムに位置し、「ＪＰタワー名

古屋」のシンボルとなる作品です。

■「ＶＥＳＳＥＬ」（ベッセル） 

 作家： 山本 一弥 氏 

 場所： 2 階オフィスエントランス 

 概要： 人と人を繋げるかたち、名古屋を象徴する数字の「8」と、無限大

の拡がりを示す「∞」記号をイメージさせる彫刻作品です。近づい

て見ると、郵便を象徴する白い封筒が繋がって循環しているように

も見えます。 

■「ＥＩＧＨＴ（8）」（エイト） 

 作家： 堀木 エリ子 氏 

 場所： 2 階歩行者通路（貫通通路）南側上部の壁 

 概要： 幅 13ｍ、高さ 4ｍの大きさで漉いた和紙のアート。「8」の重なりは、

「ＪＰタワー名古屋」で繋がる人と人の縁や、良い出来事が重なり、

拡がることを祈念して制作されています。 

■「左官壁」 

 作家： 挾土 秀平 氏 

 場所： 地下 1階、1階、2階、3階 

 概要： 「ＫＩＴＴＥ名古屋」各階のエレベーターホール正面を彩る左官壁。

地下 1階は木の「根」、1 階は「幹」、2 階は「葉」、3 階は「花」を

モチーフとし、空に伸び行く大樹をイメージしています。 

■「チームラボ」デジタルアート作品 

 制作： チームラボ 

 場所： 1 階アトリウム 大型ビジョン 

 概要： ウルトラテクノロジスト集団「チームラボ」の最新デジタルアート作品が 1 階アトリウム

の大型ビジョンに登場します。2016 年 6月 17 日（金）にお披露目予定です。 



■「ブラインドイルミネーション」 

 場所： オフィス棟の壁面 

 概要： オフィスフロアのブラインドのスラット（羽根）を開閉することで

絵柄を表現します。規模はタテ約 170ｍ×ヨコ約 94ｍで、ブライン

ドのスラットを開閉する方式としては日本最大級。記念日や大きな

催事が行われる際などに実施予定です。 

■「光柱」（ひかりばしら） 

 場所： オフィス棟低層部の北側壁面 

 概要： 北側のランドスケープの中心となる光柱。点描のように光の粒が集

積して大きな光の演出を作り出します。その時期を彩る代表的な風

物の色をモチーフとした光が積もり、街ににぎわい感を創出します。 

3 街づくり、安全、環境への取組み 

■街づくりへの取組み 

・JR 名古屋駅から敷地北側まで貫通する歩行者通路（貫通通路）を 2階に設けるほか、地下街から 

もスムーズなアクセスを実現するなど、街の回遊性を高める歩行者ネットワークを整備。 

・近隣事業者と駐車場棟を一体整備。バスターミナルも備え、新幹線等の広域交通と地域交通が集 

結する名駅エリアの交通結節点としてのターミナル機能強化に貢献。 

・アトリウムやホール＆カンファレンスなどの設置により、情報発信及び交流の拠点を創出。 

■安全への取組み 

・地震の揺れを軽減する粘性体制振壁や新合金ダンパーなどの制振装置を各階に設置した制振構造 

とし、高い耐震性能を確保。また、屋上に設置したアクティブマスダンパーが、強風時の風揺れ 

や長周期地震動による後揺れを軽減して、ビルの快適性を保持。 

・停電時に共用部及び専有部の一部に 48時間以上の電力を供給するビル用非常用発電機を設置。 

・防災備蓄倉庫や、アトリウムなどの一時避難スペースの確保による万が一の災害時への備え。 

・市水道停止時に、水資源として井戸水を有効活用。 

■環境への取組み 

・オフィス棟における高断熱外壁（Low-E ペアガラス）や自然換気システムなどの外装計画の採用や、 

LED 照明と自然光制御を行う明るさセンサーの導入などによる消費電力削減で、環境負荷を軽減。 

・雨水を再利用する水処理システム。 

・名駅通り側壁面をセットバックし、常緑樹による並木を配した歩行者空間である「アベニューガ 

ーデン」を設置。また、敷地北側には紅葉する落葉樹や花の咲く樹種を織り交ぜた「ステップガ 

ーデン」を設置し、街に緑あふれる空間を創出。 

・駐車場棟の屋上と壁面に大規模緑化を行い、西側の景観向上に貢献。太陽光パネルの設置や風力 

発電の導入により、環境対策を実施。 

・建築物総合環境性能評価システム「CASBEE 名古屋 2010」において、Sランクの認定を取得。 

「ステップガーデン」（イメージ） 駐車場棟の緑化 



4 建物概要、アクセス 

■「ＪＰタワー名古屋」建物概要 

所 在 地： 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1番 1号 

 事 業 主： 日本郵便株式会社・名工建設株式会社 

 主要用途： 事務所、郵便局、店舗、カンファレンス、駐車場 

 延床面積： 約 180,000 ㎡ （約 54,000 坪） 

 貸室面積： オフィス：約 80,000 ㎡ （約 24,000 坪） 

 高  さ： 195.74ｍ 

 階  数： 地上 40 階・地下 3 階 

 構  造： 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 制振構造 

 竣 工 日： 2015 年 11 月 11 日（水） 

 全面開業： 2017 年 4 月（予定） 

 設計監理： 株式会社日本設計 

 施  工： 株式会社竹中工務店 

 Ｗ Ｅ Ｂ： http://jptower-nagoya.jp/

■「ＪＰタワー名古屋」フロア構成 

オフィス棟 

5-39F  ：オフィスフロア、来店型事務所 

5-7，12F：「サービス＆クリニック」 

3F    ：「ＪＰタワー名古屋 ホール＆カンファレンス」 

B1-3F  ：「ＫＩＴＴＥ名古屋」 

1F    ：「名古屋中央郵便局」、「ゆうちょ銀行 名古屋中央店」

駐車場棟 

2-10F  ：ＪＰタワー名古屋駐車場 

1F   ：バスターミナル（2017 年度初の使用開始予定） 

B1    ：駐輪場 



■アクセス 

JR 名古屋駅から徒歩 1分 

≪各エリアから名古屋駅までのアクセス≫ 

JR 東海道新幹線  「東京」駅から 1時間 40 分・「品川」駅から 1時間 33 分・ 

「京都」駅から 36 分・「新大阪」駅から 51 分 ※のぞみ利用 

名鉄常滑線・空港線「中部国際空港」駅から 28分        ※ミュースカイ利用 

JR 東海道本線   「金山」駅から 3分・「刈谷」駅から 19 分   ※快速利用 

市営地下鉄東山線 「栄」駅から 5分 

≪リニア中央新幹線開通後≫ 

「東京都ターミナル」駅（仮称）から 40分（予定） 


