


















フロア 　　　      ブランド・ショップ 　　　  オープン予定 　　　　    備考

北館５階　時計サロン パテック・フィリップ 　　　 　３月１３日(木) リニューアル

ブレゲ 　　　 　３月１３日(木) リニューアル

Ａ.ランゲ＆ゾーネ 　　　 　３月１３日(木) 新規

カルティエ 　　　 　３月１３日(木) リニューアル

ロレックス 　　　 　３月１３日(木) リニューアル

ハリー・ウィンストン 　　　 　３月１３日(木) リニューアル

パネライ 　　　 　３月１３日(木) リニューアル

ピエール・クンツ 　　　 　３月１３日(木) 新規

エドックス 　　　 　３月１３日(木) 新規

クエルボ・イ・ソブリノス 　　　 　３月１３日(木) 新規

ブルー 　　　 　３月１３日(木) 名古屋初

アントワーヌ・プレジウソ 　　　 　３月１３日(木) 新規

ユニバーサル・ジュネーブ 　　　 　３月１３日(木) 新規

ヌベオ 　　　 　３月１３日(木) 新規

ドゥラクール 　　　 　３月１３日(木) 新規

テクノマリーン 　　　 　３月１３日(木) 新規

ブライツ フェニックス 　　　 　３月１３日(木) 新規

クロックコーナー 　　　 　３月１３日(木) リニューアル

時計メンテナンスコーナー 　　　 　３月１３日(木) リニューアル

南館地下１階　メガネサロン オリバーピープルズ 　　　 　３月　５日(水) 新規

テオ 　　　 　３月　５日(水) 新規

フォーナインズ 　　　 　３月　５日(水) リニューアル

ラフォン 　　　 　３月　５日(水) リニューアル

ドレスコード 　　　 　３月　５日(水) リニューアル

本館２階　特選サロン　 ブルネロクチネリ メンズ 　　　 　２月２７日(水) 名古屋初
アンテプリマ 　　　 　２月２７日(水) 新規

ブルネロクチネリ 　　　 　２月２７日(水) リニューアル

本館３階　キャラクターズブティック ソフール 　　　 　３月　５日(水) ＰＢ商品

２３区 　　　 　３月　５日(水) リニューアル

本館４階　エレガンスブティック 4298 ＳＨＩＺＵＫＡ ＫＯＭＵＲＯ 　　　 　２月２７日(水) 新規

ソニア・ソニアリキエル 　　　 　３月　５日(水) リニューアル

本館４階　婦人肌着 ワコールインポート 　　　 　３月　５日(水) リニューアル

ラ ペルラ 　　　 　３月　５日(水) リニューアル

スタディオファイブ 　　　 　３月　５日(水) リニューアル

アングル・ミユキ 　　　 　３月　５日(水) リニューアル

メディマ 　　　 　３月　５日(水) リニューアル

本館５階　子供服 タルティーヌ エ ショコラ 　　　 　３月　５日(水) 名古屋初

本館６階　紳士服 トロージャン 　　　 　３月　２日(日) ＰＢ商品

ミラショーン 　　　 　３月　２日(日) リニューアル

本館６階　紳士用品 ポールスチュアート 　　　 　３月１９日(水) 新規

本館６階　紳士靴 トスカーナ 　　　 　３月１５日(土) ＰＢ商品

カルセ 　　　 　３月１５日(土) 新規

バラッツ 　　　 　３月１５日(土) 新規

ジャンフランコ・ジョバンニ 　　　 　３月　１日(土) 新規

マドラスイタリー 　　　 　３月　１日(土) 新規

ユニオンインペリアル 　　　 　３月　１日(土) 新規

南館地下２階　婦人靴 レリティエ 　　　　 ２月２７日(水) 全国初

ビバ アンジェリーナ 　　　　 ２月２７日(水) 新規

メフィスト 　　　　 ２月２７日(水) 新規

シーズンセレクション 　　　　 ２月２７日(水) 名古屋初

ディセット ディセット 　　　　 ２月２７日(水) ＰＢ商品

南館地下１階　趣味雑貨 レイコアオキ 　　　　 ３月　５日(水) 名古屋初

南館１階　インターナショナルファッションブティックＤＩＥＳＥＬ 　　　　 ３月　５日(水) 新規

バーバリー・ブラックレーベル 　　　　 ３月　２日(日) 新規

南館２階　カジュアルファッションブティック ベッツィジョンソン 　　　　 ３月　２日(日) 新規

南館２階　カフェ ＢＩＫＥＩＮＡ ＣＡＦＥ 　　　　 ３月　５日(水) 名古屋初

南館６階　ヤングメンズ ジョゼフ オム 　　　　 ３月　２日(日) 新規

北館１階　スロービューティースクエア ヴェーダヴィ 　　　　 ２月　６日(水) リニューアル

北館２階　家具 リフォームカウンター 　　　　 ３月　５日(水) 新規

【松坂屋名古屋店の概要】
１．所在地　　　  〒４６０－８４３０名古屋市中区栄三丁目１６番１号
　　　　　　　 　 ＴＥＬ０５２－２５１－１１１１　　　　　　　 
２．代表者　　　  常務執行役員　名古屋店長　　　
　　　　　　　 　 本多　洋治
３．売場面積　　  ８６，７５８㎡
４．契約駐車場　  ６，５００台
５．営業時間　　  本館Ｂ２～３Ｆと南館Ｂ２Ｆ～４Ｆおよび北館１Ｆは、午前１０時～午後８時
　　　　　　　　  その他のフロアは午後７時３０分まで営業(レストランは除く)
６．年間休日　     １日
７．従業員数　     １，７００名

【お問い合わせ先】
（株）松坂屋 販売促進本部 宣伝課 広報　稲垣・松田・杉浦・鈴村
ＴＥＬ：(０５２)２６４ー７４７１　ＦＡＸ：(０５２)２６４ー７４９９

２００８春　新規・改装ブランド一覧

-９-




