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J.フロントリテイリンググループ
株式 会 社大 丸 松 坂屋 百 貨 店 松 坂屋 名 古屋 店

昨シーズンは

松坂屋名古屋店南館 2 階フロアを７年ぶりの改装

3 月 20 日（水）誕生

【美】【食】【雑貨】の東海地区初ショップも続々！詳しくは各ページをご覧ください

お洒落なフードにドリンク…
ウワサのおいしさと出会える♪

さ、かえよう。SAKAE×YOU 栄 と、あなたと、次の 400 年へ。

取材に関するお問い合わせ先
株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 山田・金森・謝
TEL.(052)264-7471／070-5404-6955 FAX.(052)264-3197 E-mail.817411@jfr.co.jp
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ＫｉＫｉＹＯＣＯＣＨＯの２5 ショップを一挙ご紹介！
女性の“ためせる、みつかる、くつろげる”をかなえる
【美】×８ショップ、【食】×６ショップ、【雑貨】×１１ショップをご紹介します。
（※一部ショップは４月以降オープン予定）

×４

×1３

“大丸松坂屋百貨店による、セミセルフ型のコスメショップ。

アミューズ ボーテ

[コスメセレクトショップ]

サニーデイズ
[フードコート]

国内外のラグジュアリーブランドから、ヘアケア、フレグランスなど
約 25 ブランドを取り扱い、気になるコスメを自由に好きなだけ
試して選ぶことができる、セミセルフ型のコスメショップ。
松坂屋名古屋店初登場、トム フォード ビューティー、アディクション、
メイクアップフォーエバーなど注目ブランドが目白押し。

ハワイ・ホノルルで人気のカフェ。フレッシュな
野菜＆フルーツをふんだんに使用し、おいし
さに健康も考えた、見た目も映えるハワイメ
ニューを提供。

ラブラリー バイ フェイラー

[雑貨]

上質でかわいい色柄が人気のドイツ生まれの
ブランド「フェイラー」のギフトショップ。
「LOVERARY（ラブラリー）」は LOVE と
LIBRARY を組み合わせた造語です。
大切な人へのギフトは、図書館でお気に入りの
一冊を探し出すように楽しみながら選んでいただ
きたいとの想いを込めました。
ギフトにぴったりなオリジナルデザインのハンカチや
ポーチ、バッグ、雑貨が毎月登場します！

オールドテディ ワッペンチャームトートバッグ
（松坂屋限定カラー） 税込 7,560 円
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大丸松坂屋のプライベートブランド、ポールボキューズ
から、「高級生食パン」の新ブランドが誕生。原料と製
法にこだわった、耳までやわらかいそのまま食べて美味
ポール ボキューズ キャレ

[生食パン]

しい食パン。本物のパン職人にしかできない「食感」と
「味わい」を追求した、心に響くやわらかさです。

山梨 Made

[フルーツジュース他・物販]

山梨県産のブドウ、桃な
どを丸ごと使った完全無
添加ジュース。数々の賞
も受賞した「食べる」感覚
のフルーツジュース。

食べるぶどうジュース 3 本セット

生食パン 税込 972 円

税込 2,700 円

伊藤園が展開するお茶葉屋。紅茶や日本
茶、中国茶など世界の茶葉を販売する。ギフト
にもぴったりです。

ルモンド デュデ

[リーフティー（物販）]

・リラックスなルイボスティー
・しあわせ気分のピーチティー
各税込 1,296 円

5/31（金）OPEN
ゴンチャ

[台湾ティー]

世界に約 1,400 店舗を構え、上質なお
茶をベースに多様なカスタマイズが楽しめ
る台湾ティーカフェ。

4 月末 OPEN
レモネード バイ レモニカ

[レモネード]

本格的なレモネード専門店。素材にこだわった
自然派のレモネードがフードコートで楽しめる。
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“瞳からメイクする”を
コンセプトに誕生。カ
ラーコンタクトレンズ
やメイクアップアイテ
ダズショップ
ムなどをトータルで提
[コスメ・カラーコンタクト] 案するショップ。

・リニューイングフェイスパウダー 税込 4,320 円
・カラーコンタクト １day Blended 03
税込 2,160 円

ドクタータッフィ

[コスメ・ディフューザー]

スパセイロン

[コスメ・ディフューザー]

スリランカ王室の伝
承に基づいた高品質
な植物を用いるレシ
ピにハーブの香りを融
合させたモダンでラグ
ジュアリーなコスメブラ
ンド。

・ピンク ロータス アーモンド インテンシブ
ハンド クリーム（30g）
・コンフォート バーム（25g） 各税込 1,944 円

イタリアの植物学者に
よって誕生。自然由来
でブランドされた香りと
有効成分を維持する
ことにこだわった、オーガ
ニックコスメブランド。

パフュームオイルファクトリー

[フレグランス]

ミス・スー
[コスメ]

マイファンスィー アクアファンデーション
税込 4,968 円

長年の細胞研究から生
まれたフランスのスキンケ
アブランド。肌が本来持
っている力を高める【肌の
エステダム
再教育】を提唱。エステ
[コスメ・施術サービス] ルームも併設。

・アクア ディ ボルゲリ オーガニックボディオイル
ホワイトローズ 100ml 税込 6,372 円
・アクア ディ ボルゲリ ホームリネンスプレー
ホワイトローズ 50ml 税込 3,942 円
アルコールと水を使用
せず、香水の起源の
エッセンシャルオイルを
手作りで調合・製造。
豊 富 な香 り の 中か ら
自分にフィットした香り
を選べる。

こうげんどう

[コスメ・施術サービス]

「肌へのやさしさ」と
「機能性」を融合させ
た東京・麻布十番の
自然派化粧品。人
気のファンデや“女優
の隠れ家サロン”のエ
ステ体験も。

・オーセリュレール モイスチャー 100mL
税込 3,024 円
・オスモクリーン 税込 5,184 円
上品でロマンティック
なデザインが特徴
の、肌タイプに合わ
せた製品を提案す
るスキンケア、ヘアケ
アブランド。

・ジョイフルレコード エッセンシャル
マスク 税込 1,620 円
・ロセウスインラブ モイスチャライジング
アイトリートメント 税込 3,564 円

アットアロマ

[アロマ雑貨]

100 ％ 自 然 素 材 の
アロマオイルで空間を
より心地よく愛着の
持てるものに。15 種
類の天然アロマからオ
リジナルも作れる。

・スリープシープ アロボックル 税込 1,944 円
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商品を通じて出会
う、「楽しさ」 「 豊か
さ」をライフスタイルの
中に提案し続けて
フランフラン
きたフランフランがキ
[インテリア・生活雑貨]
キヨコチョにオープン

ミスフローラル
ルームフレグランス
税込 3,200 円

ブルーノ

[ライフスタイル雑貨]

ガーリーマルチマット

税込 2,600 円

鋳物ホーローをイメー
ジしたデザインが大人
気のホットプレートをは
じめ、毎日の料理から
おうちパーティーまで幅
広く作るを楽しめる雑
貨ショップ。

・ホットサンドメーカー シングル 税込 5,400 円
・コンパクトホットプレート 税込 9,504 円

プラザ

[コスメ・雑貨]

「 Always Newsたのしさ 探そう 手
渡そう。-」をスロー
ガンに、いつも新しく
楽しい商品にあふ
れる PLAZA が、リ
ニューアルオープン。

・BEN DAVIS
PLAZA 別注 メッシュデイパック 税込 8,424 円
・サボリーノ 目ざまシート
ピーチ&レモネードの香り 28 枚入り
税込 1,404 円

ワイスチャーム
[アクセサリー]

世界中から集めた
チャームや天然石を
組み合わせたクラフ
トアクセサリー。パー
ツを選んで、オリジナ
ルカスタマイズも。

・天然石ピアス 税込 4,320 円
・デザインピアス 税込 2,700 円～3,024 円

ミレスト

[トラベル雑貨]

“旅するように暮らし
たい”をコンセプト
に、機能性と普遍
的なデザインのトラ
ベルアイテムが揃う
コンセプトショップ。

・UTILITY ハードキャリー キャビンサイズ
ストッパー付 税込 29,160 円
・Hutte バックパック 税込 8,640 円

ジンズ

[アイウエア]

メガネを通して、美しく
豊かな人生を。
あなたの「見つめる」を
豊かなものに変えてい
きたいと願うアイウエア
ブランド JINS がリニュ
ーアルオープン。

アダム エ ロペ ル マガザン

[バラエティ雑貨]

アダム エ ロペから生
まれたバラエティグッズ
のセレクトショップ。世
界中から集めたユニー
ク雑貨、シーズナブル
グッズ、ちょっと変わっ
たお土産など揃う。

・結び茶 税込 410 円
・絵馬入浴剤 税込 410 円

スタイル
[ウェルネス]

現代人の身体のバラ
ンス崩れに着目し、カ
イロプラクティックのノ
ウハウをヒントに生ま
れた美容・健康器
具。正しい姿勢を無
理なくキープできる。

Style Dr.CHAIR Plus 税込 47,304 円

4/24（水）
OPEN
コトモノマルシェ

[ハンドメイドアクセサリー]

様々な作家によるハ
ンドメイドアクセサリー
や雑貨を取り揃える
セレクトショップ。

