
2019年４月吉日
株式会社 バルニバービ

株式会社バルニバービ(本社：大阪市西区、代表取締役社長 佐藤裕久) は、茨城県土浦市にありますJR土浦駅直結の「プレイ
アトレ土浦」２・３Fの約400坪に、レストラン＆カフェ「NANAIRO Eat at Home！」、中華バル「Hao2 ごはん＆BAR」、
カフェ「SLOW JET COFFEE COOKIE」、コワーキングスペース「Lap’s」、学習スペース「STEADY STUDY」を2019年4
月26日（金）11:00にオープンいたします。

PRESS RELEASE
報道関係者各位

“１時間早く来たくなる“駅の待合所へ

JR土浦駅直結「プレイアトレ土浦」2・3Fの400坪

レストラン、カフェ、コワーキングスペースなど食を楽しむ複合施設「STATION LOBBY」
4月26日（金）11:00 オープン

通りすぎる駅から過ごすことが目的になる駅へ。サイクリングと街づくりで注目の施
設 JR土浦駅直結「プレイアトレ土浦」の２フロア全400坪に誕生する食を楽しむ複
合施設「STATION LOBBY」。“日本一の駅の待合所”をテーマに、カフェ、レストラ
ン、中華スタンド、クッキングスタジオ、フォトスタジオ、コワーキングスペースで
土浦駅での食のシーンを一新します。駅で過ごす時間が恋しくなるような、ここでし
か味わえない、バラエティ豊かな“食と暮らしの楽しみ”をお届けします。

プレイアトレ土浦とは

茨城県土浦市のJR土浦駅に2019年3月29日オープンした「PLAYatre TSUCHIURA」
（プレイアトレ土浦）。駅直結の施設としては全国最大級の規模で、地上5階・地下1階
の建物が丸ごと自転車施設となる。茨城県が誇る全長180kmにも及ぶサイクリングコー
スの「つくば霞ヶ浦りんりんロード」や、その他多彩なコース拠点としての役割を担う。

シャワーやコインロッカー、レンタサイクル、サイクルショップ、サイクルカフェなど、
サイクリングを楽しむためのベースキャンプが昨年3月に第1弾オープン。第2弾として
エリア最大級となる新業態のレストランゾーン「STATION LOBBY」をオープンし、第
3弾では、5月31日（金）に地元茨城の人気フードショップとブックストアを組み合わせ
たマーケットゾーン「BOOK ＆TABLE」をオープンする予定。



FLOOR

２Fは１フロア一面200坪を占める全150席のレストラン＆カフェ「NANAIRO Eat at Home！」に、撮影だけ
ではなく定期的に写真教室などを開催する「阿部写真館」。「NANAIRO Eat at Home！」 の料理も楽しめる
リビングスタイルの「RIBAYON」スペースも完備。

３Fは自家焙煎のコーヒーを提供するカフェ「SLOW JET COFFEE COOKIE」と中華バル「Hao2 ごはん＆
BAR」が軒をかまえ、フードコートのようにお好みで席をチョイスしてお楽しみいただけます。コワーキング
スペースや学習スペースはビジネスワーカーはもちろん、時間により学生専用スペースとして活用できるス
ペースです。クッキングスタジオではお子様向けの料理教室はもちろん、「STATION LOBBY」 全体で「食
育」を発信する場所を創出します。

・レストラン＆カフェ「NANAIRO Eat at Home！」（ナナイロ イートアットホーム）
「RIBAYON」（リバヨン）

・「阿部写真館」

・中華バル「Hao2 ごはん＆BAR」（ハオツーごはん＆バー ）
・カフェ「SLOW JET COFFEE COOKIE」（スロージェットコーヒー クッキー）
・クッキングスタジオ「ぼくらのキッチン」
・コワーキングスペース「Lap’s」（ラップス）
・学習スペース「STEADY STUDY」（ステディースタディ）



LOCATIION

２Fフロア200坪に誕生する全150席のレストラン＆カフェ「NANAIRO Eat at 
Home！」。ワイワイ集えるビッグテーブル、靴を脱ぎリビングスタイルでくつろげる
スペースには誰でも利用可能な卓球台も完備！
ママに嬉しいおむつ替えスペースや小さいお子様も楽しめるキッズスペースも備えます。
料理はイタリアンを主軸に、気軽に楽しめるアラカルトを豊富にラインナップ。新鮮な
野菜や魚介、ボリューム満点の肉料理など多彩なメニューの数々に、アツアツの焼きた
てがサーブされる窯焼きピザも絶品です！

▲靴を脱いでくつろぐリビングスタイルの「RIBAYON」
スペースは約30席。



DINNER

茨城県産の新鮮野菜にブランド牛を使ったメニューもラインナップ。自然豊かな茨城で生まれた生産者の愛情
がたっぷりこもった素材をご堪能いただけます。

茨城県産野菜のバーニャカウダ 1,000円
市場直送の新鮮野菜と土浦の柴沼醤油を隠し味につかった
バーニャカウダソースでお召し上がりいただきます。

茨城県産美浦のマッシュルームのサラダ 1,100円
茨城県美浦の特産である生マッシュルームをビネグレッ
トドレッシングのサラダ仕立てでいただきます。

鹿島灘産ハマグリと茨城野菜のボンゴレビアンコ 1,200円
身が大きくぷりっとした食感のハマグリと季節ごとにかわる
野菜のオイルソーススパゲッティーニです。

茨城県産旬のメロンとブッファラ、生ハムのサラダ 930円
メロンの生産量全国1位の茨城県のメロンと24か月熟成の生
ハムとモッツァレラチーズといただきます。

常陸牛イチボのロースト ジャガイモのグラタン添え
2,800円

茨城県のブランド牛“常陸牛”のイチボ（お尻の先の部分）
を低温でローストし、フォンドボーのソースで仕上げまし
た。

つくば鶏のグリル ハニーディジョンマスタードソース
1,400円

茨城県筑波山麓の自然に恵まれた環境で育ったつくば鶏
をシンプルにグリルし、はちみつとディジョンマスター
ドのソースで仕上げました。



LUNCH 11：30～14：00（L.O.)

CAFÉ&SWEETS 11：30～22：30（L.O.)

ランチはボリューム満点日替わりランチやパスタ、焼きたてピッツァなどバリエーション豊かにラインナップ！
土日祝限定のボードプレートやサラダビュッフェもオススメです。

PIZZA LUNCH 1,000円
日替わりで提供される窯焼きピッツァランチ

NANAIRO ボードランチ 1,300円
土日祝限定のボードランチプレート。季節野菜のお惣
菜やオムレツに生ハムなど彩り豊かなランチプレート

サラダビュッフェ ＋350円
新鮮な野菜やお惣菜など全９種が食べ放題の土日祝限定の
お得なサラダビュッフェ

NANAIRO LUNCH 950円
メインのお肉にお野菜をたっぷり添えた週替わりプレート

ナナイロパフェ 700円
ブランマンジェ、4色に彩られたフルー
ツゼリーの上にグラノーラと季節のフ
ルーツ、生クリームをのせて“ナナイロ”
に彩ったパフェ

自家製スイーツは濃厚なめらかなティラミスやイタリアンジェラートなど全７種ご用意。ナナイロ限定の彩り豊
かなパフェやソフトクリームも登場します。

ナナイロツイスト 450円
濃厚なバニラソフトクリームに、自転車
や土浦市のイメージキャラ「つちまる」
のアイシングクッキーをデコレーション
したソフトクリーム

※ランチは税込、カフェ＆ディナーは税抜価格となります。
※メニュー内容は計画段階のため、変更となる場合がございます。

（DRINK）
・コーヒー 380円
・カフェラテ 500円
・ハニーラテ 550円
・ダージリンティー 450円
・ロイヤルミルクティー 450円
・ローズヒップピーチティー 450円
・レモンミントティー 450円

（SWEETS）
・ティラミス 600円
・ガトーショコラ 680円
・クレームキャラメル 500円
・本日のジェラート 380円
・ナナイロパンケーキ 880円
など



中華鍋を煽る音と香りに誘われる「Hao2 ごはん&バー」。お昼はボリューム満点の絶品中華
でクイックにエネルギーチャージ！夜は点心や小皿料理をつまみに、ゆっくりお酒と楽しむ
中華バル使いも。がっつりごはんもチョイ呑みもいける、気軽に使える駅ナカの中華スタン
ドです。

FOOD

日替わりランチ 850円
月～日まで日替わりの定番中華ランチ

ランチメニュー
11:30～14:00L.O.

・日替わりランチ 850円
・Hao２ランチ（焼売＆炒飯）850円
・唐揚げランチ 800円
・坦々麺 900円
・かに玉天津飯 750円
※かに玉天津飯は6/1より提供

葱油鶏(蒸し鶏ネギまみれ) 700円
しっとりした鶏肉に、3種のネギと生
姜の風味きかせたネギオイルをかけ
ていただきます。

口水鶏(よだれ鶏) 700円
黒酢・豆板醤・ねり胡麻・花椒・
自家製ラー油をまぜこんだ特製
ソースでいただきます。

ランチは麻婆豆腐や回鍋肉などの定番中華に自家製焼売も楽しめるセットなど全５種をご用意。夜は料理長オ
ススメの2種のよだれ鶏はマストな1品。そのほか手作り小籠包や焼餃子などの点心や小皿料理をつまみに、
ゆっくりお酒と楽しむ中華バルとしてご利用いただけます。

※ランチタイムは税込、ディナータイムは税抜となります。
※メニュー内容は計画段階のため、変更となる場合がございます。

自家製焼売（4ケ）480円
豚肉の旨みをいかし、たまねぎ・
長ネギ・干し椎茸を練りこんだ自
家製焼売。
お肉のずっしり感を味わえる食べ
ごたえのある一品です。



MENU

SLOW［生豆から焙煎して一杯ずつ丁寧にドリップ］と JET［深煎り豆をエスプレッソマシー
ンで高速抽出］の2種類のコーヒーは、豆選びから焙煎、淹れ方にまでこだわった至極の一杯。
スペシャルティ・コーヒーの旗手的存在といわれるイルガチェフェを使用したオリジナルロー
ストの「華やかでフルーティー」な酸味と香りを楽しめる一杯をお楽しみいただけます。
※サイフォンはスペシャリテ・コーヒーとして11:00～のみ販売予定

カスタムできるフレーバーティーの組み合わせは30種！抹茶やベリーのタ
ピオカにお好みの割り方で楽しめます。

〇土浦オリジナルロースト
S280円 M320円 L390円

※サイフォンで提供するスペシャリテ・コーヒーは
Ｍサイズ520円（11:00～のみ販売）

○モーニングセット(7:00～11:00）
・soup（soup +パン+ドリンク） 670円
・ホットサンド（ホットサンド+ドリンク）560円

○soup（7:00～）
・本日のスープ 340円

○sweets（11:00～）
・エンゼルフードケーキ ショコラ 400円
・塩バターキャラメルワッフル 550円
・ストロベリーワッフル 580円

※モーニングセットは税込、その他メニューは税抜となります。
※メニュー内容は計画段階のため、変更となる場合がございます。



CO-WORKING & STUDY SPACE

JR土浦駅直結でアクセス抜群のコワーキングスペース「Lap‘s （ラップス）」 。
ビジネスマンやフリーランスで働く方々のコミュニティスペースとしてもご利用いた
だけます。

JR土浦駅直結で毎日使える学生のための勉強とカフェスペース。
スロージェットコーヒーにてドリンク１杯購入していただくことでご利用いただけ
ます。

■概要
・業態：コワーキングスペース
・営業時間： 7:00～21:00（最終入館 20:00）

契約種別・会費

基本仕様
無線LAN有/複合機（コピー、scan可）
会議室：１室（24名まで）※料金応相談

■概要
・業態：学生向け勉強エリア
・営業時間: 7:00～23:00（最終入館 20:00）

※15時までは飲食スペースとしてもご利用頂けます。
※学生証の提示でドリンク１杯¥200～ご利用頂けます。

月会員 ドロップイン 1日

クリエーターズシート 9,000円
1ドリンク、

1コイン500円食事（1日
単位）
付き

500円/1時間
１ドリンク付き

2,500円
1ドリンク、

1コイン500円食事（1日単
位）
付き

スタンダートシート 300円/1時間
１ドリンク付き

1,500円/1時間
１ドリンク付き

セミナールーム
（スタンダートシート）

1,000円/1時間 1,500円/1時間 1,500円/1時間



SHOP INFORMATION

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社 バルニバービ 広報：福地（フクチ）
〒111-0051 東京都台東区蔵前2-15-5 MIRROR6F
ＴＥＬ：03-5820-8280  /  ＦＡＸ：03-5820-8281 

Ｅ-Mail：press@garb.co.jp / URL：http://www.balnibarbi.com/

“子どもから大人まで誰もが参加できる食育と料理の教室”

「ぼくらのキッチン」は、子どもから大人まで誰でも参加できる食育と料理の教室で
す。ここで学ぶのは料理の作り方ではなく、食材のおいしさを全身で感じること。生
産現場と食卓をつなぐ、多様なプログラムをご用意します。

https://www.bokurano-kitchen.com/

特別な日も何でもない1日も映画のワンシーンのように。地域の写真館を目指して。

「写真のある暮らし ～life with photo 」をテーマに、撮影を通して人々が集うコ
ミュニティを徳島と大阪で運営している阿部写真館が「STATION LOBBY」に誕生。
特別な日も何でもない1日も、プロのカメラマンがまるで映画のワンシーンのように、
その瞬間にしか撮影できない表情を映し出します。撮影だけではなく定期的に開催さ
れる写真教室に参加したり、カメラについて気軽に相談ができる駅ナカの写真館です。

https://ep-a-style.jp/

OTHERS

STATION LOBBY
・住所：〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦2・3F
・代表電話番号： 029-825-7716（NANAIRO Eat at Home!）

■NANAIRO Eat at Home! ナナイロイートアットホーム（2階）
・業態：カフェレストラン
・営業時間：LUNCH 11:30～14:00(l.o.) /CAFE 11:30～22:30(l.o.)

DINNER 18:00～23:00（フード22:00(l.o.)/ドリンク22:30(l.o.)
・電話番号： 029-825-7716

■SLOW JET COFFEE COOKIE スロージェットコーヒークッキー（3階）
・業態：カフェ
・営業時間：MORNING7:00～11:00(l.o.)/ CAFE 11:00～20:00(l.o.)
・電話番号： 029-825-0818

■Hao2ごはん＆BAR ハオツーごはん＆バー (3階)
・業態：中華バル
・営業時間：LUNCH 11:30～14:00(l.o.)/軽食14:00～17:00(l.o.)/

DINNER 17:00～23:00（フード22:00(l.o.)/ドリンク22:30(l.o.)）
・電話番号： 029-825-0802

■LAP'S ラップス（3階）
・業態：コワーキングスペース
・営業時間： 7:00～21:00（最終入館 20:00）
・電話番号： 029-825-0818

■Steady Study ステディ スタディ （3階）
・業態：学生向け勉強エリア
・営業時間: 7:00～23:00（最終入館 20:00）

mailto:fukuchi@garb.co.jp
http://www.balnibarbi.com/
https://www.bokurano-kitchen.com/
https://ep-a-style.jp/

