
 

 

ニュースリリース                                          2018年 5月 1日 

 

■リビタへのお問合せ、ご質問、取材のお申込みはこちら 

株式会社リビタ PR コミュニケーションデザイン部 鈴木 

Tel:03-5656-0083  Mail: pr@rebita.co.jp 

■■LYURO 東京清澄へのお問合せ、ご質問、取材のお申込みはこちら 

株式会社リビタ ホテル事業部 西山 

Tel: 03-5656-0084 Mail: pr-lyuro@thesharehotels.com 

 

リビタがトータルプロデュースする THE SHARE HOTELS 第二号店が開業 1周年 

5 月 1３日（日）「LYURO 東京清澄 1 周年感謝祭」を開催 

開業記念特別醸造のオリジナルビール「春うらら」も完成お披露目 
 

株式会社リビタ（本社: 東京都目黒区、代表取締役社長: 都村智史）がトータルプロデュースする、「川の流れの

ように、旅する」をコンセプトにした東京都江東区のリノベーションホテル「LYURO 東京清澄 -THE SHARE 

HOTELS-」（ローマ字表記、読み:リュウロ トウキョウキヨスミ ザ シェア ホテルズ）は、昨年４月のグランドオ

ープンより 1 周年を迎えました。江戸の文化が息づく東京深川エリアに根差して活動する地域プレイヤーをはじめ

とする地元の皆様への感謝の気持ちを込めて、2018 年 5 月 13 日（日）に「LYURO 東京清澄 1 周年感謝祭」を開

催いたします。 

今春には「THE SHARE HOTELS」の第五号店「RAKURO 京都」が開業いたします。今後も、その場所にしかな

い出会いや体験があふれる、まちに根差したホテルを展開してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「LYURO 東京清澄 1周年感謝祭」概要 

日程   ｜ 2018 年 5 月 13 日（日） 

       9:30～ 入場無料 

       イベント・ワークショップなど、自由にご参加いただけます。 

       フード・ドリンクはキャッシュオンにてご購入いただけます。 

       ※なお、当日 12:00-14:00 はアニバーサリーパーティーのため、PITMANS は 

貸切となっております。ドリンク・フードの販売は行っております。 

開催場所 ｜ LYURO 東京清澄 -THE SHARE HOTELS-（東京都江東区清澄 1-1-7） 

問合せ先 ｜ 03-6458-5540（LYURO 東京清澄） 

※開催時間等の詳細は随時 LYURO ホームページ（https://www.thesharehotels.com/lyuro/event/）にて 

掲載いたしております。 

報道関係者各位 

株式会社リビタ 

https://www.thesharehotels.com/lyuro/event/
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当日は、醸造がスタートしました清洲橋醸造場より、開業記念特別醸造ビール「春うらら」の完成お披露目を予

定しております。春らしく、カモミールが香り、アルコール度数の低いセッションエールを目指し、丹精込めて醸

造を進めておりますので、ぜひこの機会にご賞味いただければ幸いです。 

 

「春うらら」の特徴 

・春の日差しのもと、スッキリと飲めるビール 

・色も白濁としており、春の柔らかさを連想。 

・ホップも柑橘系のシャープな香りよりも、チェコ産ザーツを使用することで、草原のような爽やかな 

印象とスパイシーなニュアンス 

・カモミールを入れることで、リラクゼーション効果を持たせて、お昼寝したくなるような小春日和に 

飲みたいビール 

 

 

イベント内容とスケジュール 

イベント当日は、自由にご参加いただけるイベント・ワークショップのほか、どなたでもホテル館内をご覧いた

だけるオープンホテル（11:00～14:00）も同時開催いたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

 

■9:30～10:30 リフレッシュ体操 

■10:00～11:00/14:15～15:15 清澄白河で三代続くガラス工房"GLASS-LAB"さんによるガラスの端材を 

使った万華鏡ワークショップ 

■10:00～11:00/14:30～17:00 門前仲町の紙問屋"PAPETERIE さんによるバッチ制作ワークショップ 

■11:00～ ライブイベント 出演アーティスト：[.que]/paniyolo/ラッキーオールドサン 

（五十音順・敬称略） 

■11:00～14:00 客室内覧 

■15:00～16:00 ギャラリー展示アーティスト林田真季さんによるトークショー 
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「LYURO 東京清澄 -THE SHARE HOTELS-」について 

「LYURO 東京清澄」は、東京都江東区清澄の隅田川沿いの水辺に建つ、築 29 年のオフィスビルに用途変更を伴う

リノベーションを施したリノベーションホテルです。リビタがトータルプロデュースする「THE SHARE HOTELS」

の第二号店として、「誰もが水辺での時間を楽しめる多目的なオープンスペース」を設け、「水辺ならではの時の過

ごし方」を提案してまいります。 

URL：www.thesharehotels.com/lyuro/ 

 

THE SHARE HOTELS について 

 

You in Local, New in Local 

 

ザ シェア ホテルズは、その場所にしかない新しい出会いと体験に溢れた場です。 

  

各地に展開する私たちのホテルには、開かれた固有のシェアスペースがあり、 

そこには、まちの人々や様々な活動が集まります。 

  

ここを訪れると、まちの今の空気を感じることができたり、 

まちの人と出会うことができたり、 

個性豊かな活動に参加できたり。 

ゲストは様々なスタンスでまちと関わることができます。 

  

私たちは、この場の運営を通じて、まちの人々と国内外のゲストとともに 

まちを楽しみ、まちを盛り上げていけたらと考えています。 

 

URL：www.thesharehotels.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.thesharehotels.com/lyuro/
http://www.thesharehotels.com/
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株式会社リビタについて 

「くらし、生活をリノベーションする」をコンセプトに、既存建物の改修・再生を手がける会社として設立。「次の不

動産の常識をつくり続ける」を経営ビジョンに掲げ、一棟、一戸単位のマンションや戸建てのリノベーション分譲事業

やリノベーションコンサルティング事業、シェア型賃貸住宅や商業施設、公共施設の企画・運営、PM・サブリース事業、

ホテル事業を手がけています。 

 

現在、一棟まるごとリノベーション分譲事業の企画・供給実績は 46 棟 1,476 戸、また運営するシェア型賃貸住宅「シ

ェアプレイス」シリーズは、都内近郊に 18 棟 1,219室（2017 年 9 月時点）。リノベーション分譲事業では、100 平米

超の面積を有し、立地と資産価値にこだわったマンションを紹介する「R100 TOKYO」や、戸建てリノベーション「HOWS 

Renovation」も展開。その他、印刷工場をオフィス商業複合施設にコンバージョンした港区海岸「TABLOID」や東京

内神田のシェア型複合施設「the C」、大人の部活がうまれる街のシェアスペース「BUKATSUDO」など、『暮らす』に

とどまらず『働く』『遊ぶ』『学ぶ』などに領域を広げたプロジェクトの企画・プロデュース・運営も多く手がけていま

す。2016 年 3 月にはホテル事業を開始、全国で「THE SHARE HOTELS」を展開。第一号店「HATCHi 金沢」に続き、

2017 年に「LYURO 東京清澄」、「HakoBA 函館」、「KUMU 金沢」を開業。 

 

名称：株式会社リビタ    設立：2005 年（2012 年より京王グループ） 代表取締役社長：都村 智史  

住所：東京都目黒区三田 1‐12‐23MT2 ビル  URL：www.rebita.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

原宿神宮前「THE SHARE」             築 50年の UR 団地再生「りえんと多摩平」      オフィス商業複合施設「TABLOID」 

www.the-share.jp/              www.share-place.com/tamadaira.shtml        www.tabloid-tcd.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

街のシェアスペース「BUKATSUDO」         シェア型複合施設「the C」            100平米超マンション「R100 TOKYO」 

bukatsu-do.jp/              the-c.tokyo/               r100tokyo.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.rebita.co.jp/
http://www.the-share.jp/
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