
 2016年 12月 21日 
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

株式会社三越伊勢丹トランジット 

三越伊勢丹トランジットのレストラン出店のお知らせ 

オーストラリア発のイタリアン「Fratelli Paradiso(フラテリ パラディソ)」 
 
株式会社三越伊勢丹ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：大西洋、以下「三

越伊勢丹 HDS」）と株式会社トランジットジェネラルオフィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村貞裕、
以下「トランジット」）の子会社である株式会社三越伊勢丹トランジット（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：
浅田徹、以下 IM トランジット）は、2016 年 8 月に新会社「株式会社フラテリパラディソジャパン」を設立し、2017 年
4月末に表参道ヒルズにて「Fratelli  Paradiso(フラテリ パラディソ)」をオープンすることが決まりましたのでお知らせいた
します。 
 

三越伊勢丹グループが飲食事業を強化する目的 

当社は、グループビジョンである「常に上質であたらしいライフスタイルを創造しお客さまの生活の中のさまざまなシーンで、
お役に立つことを通じてお客さま一人一人にとっての生涯にわたるマイデパートメントストア」実現のため、グループのリソー
スや強みを活かした独自性の高い新規事業の開発を進めております。 
消費者のライフスタイルや価値観が大きく変化し、特に飲食マーケットに注目が集まる中、2016 年 1 月にトランジット

と合弁会社株式会社三越伊勢丹トランジットを設立。三越伊勢丹グループの店舗、顧客、ブランド力とトランジットジェ
ネラルオフィスが持つ、トレンド感の強い飲食ブランドの発掘力、飲食店舗の企画、運営オペレーションのノウハウを融合し
て、両社による協業だからこそ実現できる、お客様への提供価値の高い飲食店舗を共同で創造してまいります。 
今後、飲食事業としては 17年度よりグループ内外へ出店を進めてまいります。 

新会社株式会社フラテリパラディソジャパンについて 

IM トランジットの 100％子会社として、株式会社フラテリパラディソジャパンを設立、役員は IM トランジットと兼任いた
します。今後もレストランやカフェのライセンス獲得時に新会社を設立し、損益等経営面での透明化を図ってまいります。 

１．社名      株式会社フラテリパラディソジャパン 
２．資本金    1千万円 
３．出資比率   三越伊勢丹トランジット 100％ 
４．本社      東京都新宿区新宿 5-16-10 
5．設立日    2016年 8月 8日 
6．代表者      代表取締役会長（最高経営責任者） 浅田 徹 

兼 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 経営戦略本部 飲食・ブライダル事業部長 
代表取締役社長（最高業務執行責任者） 垂水 謙児 
兼 株式会社トランジットジェネラルオフィス 取締役副社長 

報道関係各位 



 

フラテリパラディソについて  

3 ページ以降の「Fratelli  Paradiso について」 をご覧ください。 
 
■ご参考 

株式会社トランジットジェネラルオフィスの概要 

トランジットは、「空間創造総合企業」としてファッション、建築、デザイン、アート、音楽、飲食などをコンテンツに遊び場
を創造し、ユニークでエッジの効いたテイストやセンス、サービスを心がけ、常に顧客に満足を提供することを念頭に、飲食、
ホテル等のプロデュース、カフェやレストラン、イベント、シェアオフィス等の事業を展開しています。 
１．資本金   3千万円 
２．本社    東京都港区北青山 3-5-6青朋ビル 3階 
３．代表者   代表取締役社長 中村 貞裕 
４．売上高   67億円（連結・2016年 10月） 
５．ＵＲＬ   http://www.transit-web.com/ 

 

株式会社 三越伊勢丹トランジットの概要 

1. 資本金    3千万円 
2. 出資比率  三越伊勢丹 HDS 51％： トランジット 49％ 
3. 本社     東京都新宿区新宿 5-16-10 (事務所 東京都港区北青山 3-5-6青朋ビル 3階) 
4. 設立日    2016年 1月 20日 
5. 代表者    代表取締役会長（最高経営責任者） 浅田 徹 

兼 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 経営戦略本部 飲食・ブライダル事業部長 
代表取締役社長（最高業務執行責任者） 垂水 謙児 
兼 株式会社トランジットジェネラルオフィス 取締役副社長 

 
 
 
 
 
 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 業務本部総務部コーポレートコミュニケーション担当 

電話（03）6205-6003 
株式会社トランジットジェネラルオフィス 広報担当 

電話（03）6826-5660 
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The joint venture company of TRANSIT GENERAL OFFICE INC and ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS called 
MITSUKOSHI ISETAN TRANSIT is opening a new Italian dining restaurant "Fratelli Paradiso" in April 2017 in 
Omotesando, Tokyo. 
 

 

In 2001, Enrico & Giovanni Paradiso and Marco Ambrosino opened the doors to 'Fratelli Paradiso' in Potts Point, Sydney. 
It has since become the staple of the Sydney food scene. Fratelli Paradiso has for years now been recognised as somewhat 
of a Sydney institution.  The Consistently good Italian food and inimitable hospitality keep the locals coming back for 
more. It is often packed with foodies, chefs and hospitality industry crews who know the real Sydney circuit well, like the 
back of their hands. This is the kind of place where you know you can't go wrong. It's not fancy, but it's classy, 
unpretentious and super cool. You will find a handwritten menu on the black chalk board and artists and creative crowds 
come to check out the restaurant’s magnificent wall art. House made breads, buns, and pasta are made fresh daily. The 
quality driven food is fresh and considerate to all that is Italian. An exciting and innovative variety of natural wines are 
available all-day. Fratelli Paradiso is a forerunner in spreading the ‘free’ wine (organic and sulfur free) culture in Sydney 
and the trio also owns a natural wine bar, 10 William St. in Paddington, Sydney.

	  
Fratelli Paradiso ( )  

2017 4  

Back then the concept of a bustling hybrid space that stayed up all hours from breakfast and lunch to dinner and last drinks 
(with coffee in between) had barely been imagined in Sydney. Fratelli Paradiso always kept their relevance in food, wine, 
art and music, naturally creating and forming its own lifestyle culture. 15 years later since its opening, Potts Point has now 
become a hot spot for many great restaurants. 

2016 AUSTRALIA'S TOP 100 RESTAURANTS 2016 25
2017 Good Food Guide 2016  Two hats
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The opportunity of bringing Fratelli Paradiso to Omotesando Japan is extremely exciting and a great honour of ours. 
 We have long respected the food culture in Japan and the refined palates of restaurant diners. We look forward to creating 
together a Fratelli Paradiso that will have vibe, momento, relevance, quality service, honest Italian food and above all a 
place for memorable moments with friends, colleague or family.  
A presto 
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