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株式会社ジェイアール東日本都市開発

「日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ」 ２０２０年９月１０日（木）開業決定
～飲食、ファッション、雑貨などこだわりのお店が集まる、通な大人の通り道、開通。～
〇２０２０年１月２０日発表の「２０２０年６月下旬に歴史ある煉瓦アーチ高架橋に『日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ』が誕生」でお
知らせしました「日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ」の開業については、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応に伴い延期を
しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じたうえで２０２０年９月１０日（木）に開業いたします
のでお知らせいたします。
〇有楽町駅～新橋駅間の歴史ある煉瓦アーチ高架橋が特徴的な高架下空間に新たな通路が開通し、こだわりの
物販・食物販１４店舗、飲食１６店舗が開業します。

１ 開業日時について
２０２０年９月１０日（木） １１時から
２ 開業店舗について
３０店舗（物販・食物販１４店舗、飲食１６店舗）。
※ その他６店舗は２０２０年度冬頃までに開業予定
※ 各店の営業時間についての詳細・最新情報は、公式ホームページをご確認ください。
「日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ」公式ホームページ：https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/

「日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ」内観イメージ

「日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ」外観イメージ

３ 新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組みについて
開業にあたり、お客さまに安心してご利用いただけるよう、当面の間、下記のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止の対
策を行います。
・店舗内の消毒清掃や換気、施設内の手すりやトイレの消毒清掃及び換気を行います。
・施設内にアルコール消毒液を設置いたします。
・ソーシャルディスタンスが保てるよう、一部施設の利用を制限する場合があります。
・マスク着用や検温など、従業員の体調管理を徹底いたします。
本件プレスリリースは、ときわクラブ、丸の内記者クラブ、ＪＲ記者クラブ、レジャー記者クラブにお届けしています。

【報道機関お問合せ先】
お お ば

株式会社ジェイアール東日本都市開発 開発調査部 担当： 大場 TEL０３－５３３４－１０９７

【別紙】
■計画概要
本計画は１００年以上の歴史を刻む煉瓦アーチ高架橋と東海道線、東海道新幹線の高架橋が一体となって生まれ
た高架下スペースを活かし、新たな商業空間として再生するプロジェクトです。
新しい街づくりが進む日比谷の奥に位置する本高架下は、銀座・有楽町・新橋に回遊を生み、個性豊かなこだわり
の店舗が集積することで、街と人、人と人とを繋ぐ賑わい溢れる場所を目指します。
■施設概要
（１）施設名
（２）開業日
（３）所在地
（４）交通

（５）開発規模
（６）公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
（７）公式 instagram

日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ
２０２０年９月１０日（木） １１時から
東京都千代田区内幸町一丁目７番１号
ＪＲ山手線、京浜東北線「有楽町駅」徒歩６分
ＪＲ山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、ゆりかもめ「新橋駅」徒歩６分
東京メトロ日比谷線、千代田線、都営地下鉄三田線「日比谷駅」徒歩６分
東京メトロ丸の内線、日比谷線、銀座線「銀座駅」徒歩６分
約７，２００㎡、約５０店舗 ※９月１０日（木）時点では３０店舗がオープン予定。
https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/
@hibiya_okuroji_official

－開発エリア名称「日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ（ヒビヤ オクロジ）」－
日比谷・銀座の中心地から少し離れた「奥」にあることに加え、
高架下通路の秘めたムードを「路地」という言葉に置き換えることで、「オクロジ」を命名。
通な大人たちが何かを探し求めたくなるようなワクワク感とともに、深いこだわりと
１００年の歴史が潜む、ひそかな穴場感を表現しています。
■所 在 地

■新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお客さまへのお願い
・体調不良または 37.5 度以上の発熱の際は、ご来店をお控えください。
・マスク着用及び咳エチケットにご協力ください。
・施設内に設置のアルコール消毒液による手指の消毒にご協力ください。
・他のお客さまとのソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。
・各店のサービス内容や一部施設の利用を制限させていただく場合があります。

■店舗一覧
飲食店舗
東京
初出店

番号

ショップ名

カテゴリー

ショップ詳細

G01

lowline espresso&bar

カフェバル

味と香りにこだわった本格派コーヒーが楽しめるトラフィック系カフェ。夜は気軽に寄
れる立飲み感覚なバル。オールデイ利用できる空間で自分スタイルの時間をお過ご
しください。

●

H01

PATISSERIE
PAROLA ※

フルーツパーラー

本場フランス人パティシエによる新感覚スイーツとペアリングドリンクをご提案するフ
ルーツパーラー。シンプルで洗練されたデザインの空間で、最先端のスイーツ体験
をお楽しみください。

●

H02

COOK BARN
TOKYO

カフェ/ダイニング

黒毛和牛の最高級ブランド「常陸牛」を使ったグルメバーガーやステーキランチ、茨
城県産フルーツのデザートが楽しめるカフェ。夜はクラフトビールやワインも提供す
る肉バルとして、豊富な茨城県産食材をお届けします。

G17

そうめん そそそ
〜その先へ〜

そうめん専門店/
創作和食

日本三大そうめんのひとつ「小豆島 島の光」を使用し、そうめんの概念を覆す豊富
なメニューをご提供。夜は小豆島はもちろん香川県の豊富な食材を使った創作和食
や自然派ワインを楽しめます。

G18

函館海鮮
うにくら

海鮮居酒屋

旨い海鮮料理と旨いお酒が楽しめるお店です。毎朝、水揚げされた魚を目利き人が
競り落とし、即空輸しているので鮮度はバツグン！函館直送の生うにといくらは自慢
の一品です。

G19

ジェーエス・レネップ
～hanare～

ドイツ料理/
ドイツパン

1978 年創業の有楽町高架下の老舗ドイツ居酒屋 JS レネップがプロデュースする隠
れ家的な空間。本格ドイツ郷土料理。本店以上に種類豊富に取り揃えた煮込み料
理とドイツパンをご用意してます。

G21

MARBLE ARCH

ロンドン発
スペインバル

ロンドン風にアレンジしたタパスやイベリコ豚、パエリアなどのスペイン代表料理と一
緒に、スペインのワインやシェリー酒、イギリス伝統のスピリッツであるジンを、バル
スタイルでお楽しみいただけます。

G22

ニクバル CARNIVOR

肉バル

徹底的に仕入れにこだわり厳選した「黒毛和牛」を、肉本来の旨味を味わうことがで
きる網焼きでご提供。ワインやビールと一緒にお肉をがっつり楽しめるお店です。

G24

まんてん鮨 ※

寿司

コンセプトは「旬の魚、食材を少しずつ沢山」。握りとツマミを織り交ぜながら、旬のお
寿司を存分にお楽しみいただけます。経験豊かな職人による「おまかせ」をご堪能い
ただけるお店です。

G25

焼貝あこや
日比谷 ※

貝料理

新鮮で上質な貝や肉を、和食で修業を積んだ職人が目の前で調理。その日仕入れ
たおすすめメニューをはじめ、素材の旨味を引き出したこだわりの料理を木の温か
みを感じる落ち着いた店内で楽しめます。

G28

WHISKY HOUSE
MADURO

ウイスキーバー

シングルモルトウイスキーが楽しめるスタンディングバー。専門店ならではの品揃え
と知識豊富なバーテンダーとの会話が魅力。ウイスキー好きはもちろん、ウイスキー
ビギナーや女性も気軽に楽しめるお店です。

G29

RED C/RCLE ※

ダイニングバー

G30

THE HAMILTON GS
※

オーセンティック
バー

世界各地で探し求めた銘酒と本場仕込みのイタリアンが楽しめるお店です。お客さ
まが自由にカクテルを作れる my bar やカラオケ付きの個室もご用意していますの
で、プライベートなシーンでもお使いいただけます。

●

G31

MIXOLOGY
HERITAGE

バー

ミクソロジーグループの Classic&Vintage の Bar です。「究極のクラシックカクテルの
追求と継承」を使命としてます。オールドカクテルコースなど多数の新しいクラシック
の提案があります。

●

G32

未来日本酒店
&SAKE BAR ※

日本酒バー/酒屋

蔵元からの直接仕入れによる希少銘柄。利き酒師による接客。AI を活用したリコメ
ンドサービス。賑わいのある雰囲気の中で楽しめる角打ち。新しいスタイルの日本
酒店です。

H07

天ぷらとワイン 大塩

天ぷら

「旬を揚げる」をコンセプトに、新鮮な食材を目の前で揚げたてアツアツでご提供。料
理に合わせて厳選したワインと一緒に、定番から創作まで本格天ぷらを手軽に味わ
うことができます。

H08

SOLEIL

多国籍ダイニング

オーガニック食材やスーパーフードを使用し、世界の民族料理を美味しく、ヘルシー
にアレンジしたエスニック多国籍カフェ＆ダイニングバー。宗教や菜食主義などにと
らわれず楽しめる「ハラル」「ベジタリアン」「ヴィーガン」対応のお店です。

H09

八戸都市圏交流プラザ
8 base

酒と郷土料理
八戸酒場/
アンテナショップ

青森県八戸圏域の魅力を発信する飲食･物販･交流の拠点です。旬の新鮮な圏域
食材をふんだんに使用した料理が味わえるほか、食品から工芸品まで、厳選された
商品も販売。圏域の魅力を体感できるイベントなども開催いたします。

H11

PUBLIC HOUSE
Little GANG

英国パブ

世界のビールや元ホテルバーテンダーこだわりのカクテルを、キャッシュオンデリバ
リーで楽しむことのできる英国風ビアパブ。気さくなマスターが作り出すアットホーム
な雰囲気で、ひとりでも気軽にご利用いただけます。

H12

炭焼 うな富士

うなぎ/割烹

名古屋で行列の絶えない名店『炭焼 うな富士』が東京初出店。仕入れ･質に徹底し
てこだわった希少な「青うなぎ」を使用。唯一無二の焼きは「外はカリッ、中はふわト
ロ」。1000℃を超す備長炭で焼き上げた鰻は絶品です。

H13

teppanyaki 10
steak & lobster

鉄板焼

素材にこだわったロブスターやシーフード、和牛ステーキを目の前の鉄板で調理し、
目で見て、音で楽しむ、エンターテイメント鉄板焼です。

H17

酒肴日和
アテニヨル

ワイン＆
日本酒バル/
炉端焼

日本酒は SAKE DIPLOMA、ワインはソムリエがご提供いたします。お好みのお酒と
一緒に、気の利いたアテでシットリ、北海道直送の肉･魚介･野菜の炭火焼きでガッ
ツリなど、気分に合わせてお楽しみいただけます。

●

新ブランド

●

●

●

"My Bar"をテーマにしたダイニングバーがコンセプト。遊びの効いたカクテルに自然
派ワイン、選び抜いた食材と枠にとらわれないスパニッシュ料理をご堪能下さい。

●

●

●

●

●

●

旗艦店

物販・食物販店舗
東京
初出店

番号

ショップ名

カテゴリー

ショップ詳細

G02

Tokyo noble*

傘/雑貨

職人が１本１本丁寧に作り上げている「世界にひとつだけの傘」。豊富なカラーバリ
エーションの中からお好みの色を選べることはもちろん、手元･房･柄の長さまでその
場で自由にカスタマイズできます。

G03

GLEN CLYDE
SOCKCLUB TOKYO

ソックス

丈夫なのに履きやすい永久交換保証ソックス「LIFE LONG」や、伝統的な柄と配色で
男女問わず足元を素敵に飾るソックス「CHUP」など、高い企画力と日本の職人技
で、高品質ソックスを生み出すメーカー直営店です。

G04

水野染工場

染物

百余年の歴史がある北海道旭川の印染メーカー。手染めの「あたたかみ」や職人の
手から生み出される「美しさ」「独特の風合い」が感じられる、手ぬぐいなどを取り揃
えています。藍染の実演も間近でご覧いただけます。

G05

Panther/
UNION IMPERIAL

スニーカー/革靴

1964 年に誕生して復刻を遂げた「パンサー」と、フルオーダー革靴の「ユニオンイン
ペリアル」のダブルブランドショップ。熟練職人の手によって作られるメイドインジャパ
ンシューズです。

●

G06

Hawk Feathers

革財布/革小物

熟練の日本人職人の手で、目に見えない細部までしっかりと作り込んだ「財布屋が
考える、本当に良い財布」を取り揃えたショップ。より高い満足感を感じていただける
逸品ばかりです。

●

G08

BEE FRIENDSHIP

はちみつ専門店/
ジェラートカフェ

愛媛佐田岬にある直営養蜂園の蜂蜜の他、全国の養蜂家の珍しい蜂蜜も取り揃
え、それぞれのこだわりを紹介しています。店内でつくる蜂蜜を使ったスイーツは素
材をいかした美味しさです。

G09

TIDEWAY

革製品/革小物

Made in Japan の製法にこだわった、個性溢れる革鞄・革小物をご用意。潮の流れ
/TIDEWAY のように変化してゆく素材の表情を、妥協のない真摯なものつくりと肩肘
張らない遊び心で表現しています。

G10

SHETLANDFOX

メンズシューズ/
パターンオーダー

「日本人のための日本製の靴ブランド」として日本人の足型を豊富な経験から分析
し、フィッティングと履き心地の良さを高い次元で実現した世界観をフルラインナップ
展開とパターンオーダーサービスでお楽しみ下さい。

●

G11

finetrack HIBIYA HUT

アウトドアウエア/
ギア

神戸発「遊び手が創り手」がコンセプトの国産アウトドアブランド finetrack の直営ショ
ップです。日本の美しい自然を安全･快適に遊ぶための、Made in Japan のウエアや
ギアをご提供いたします。

●

G16

和菓子 楚々

和菓子

「気軽にサクッと日本を嗜もう。」をコンセプトにした新しい和菓子店。創業 100 年を超
える和菓子屋をルーツに、老舗の味を守り、受け継ぎながら、現代に溶け込む和菓
子のカタチや楽しみ方をご提案いたします。

H03

KUSKA & THE
TANGO

メンズ服飾雑貨

「昔の織り技法で今のライフスタイル」をコンセプトにしたメンズ服飾雑貨ショップ。伝
統･ファッション･芸術の３つを融合させ、糸の染め･手織り･商品完成まで、すべて職
人の手仕事にこだわった商品をご提案いします。

H04

VAN SHOP

メンズ
ファッション

1948 年に誕生し、日本にアメリカントラディショナルスタイルを浸透させた「VAN」の新
たな旗艦店です。トラッドは常に変化し進化していくもの。時代とともに変わりゆくライ
フスタイルを発信していきます。

H05

NIIGATA １〇〇

新潟
セレクトショップ

新潟が誇る職人技の生活道具ブランド「百年物語」を中心に、こだわりのお酒、食を
セレクト。越後の銘酒と食を上質な道具で味わうことができる角打スペースもあり、
新潟の知られざる魅力を体感できるお店です。

●

H06

さばえめがね館

眼鏡

めがねの世界的産地である福井県鯖江のプレミアム感と安心感を体験できるショッ
プ。「100 年を超えるめがねづくりのこだわりを身近に」をコンセプトに、流行に左右さ
れない、本物志向のめがねをお届けします。

●

※下記の６店舗につきましては、２０２０年度冬頃までに開業予定です。
・PATISSERIE PAROLA （Ｈ０１）
・まんてん鮨 （Ｇ２４）
・焼貝あこや 日比谷 （Ｇ２５）
・RED C/RCLE （Ｇ２９）
・THE HAMILTON GS （Ｇ３０）
・未来日本酒店＆SAKE BAR （Ｇ３２）

フロアマップ

新ブランド

旗艦店

●

●

●

●

●

