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２０１２年２月２４日 
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

  
 

 

 

 

 

 
     

 

３月２日（金）から順次オープン! 

松坂屋名古屋店 春のリニューアル（３月）
リニューアルオープン 平成 24 年 3 月 2 日（金）から順次 

グランドオープン   平成 24 年 4 月 28 日（土） 

     

    松坂屋名古屋店は、春のリニューアルオープンに向けて改装工事を着々と進行中。今改装でポイントと

なるフロアにおける、3 月オープン予定の新ブランドを中心にご紹介します。この春生まれ変わる松坂屋

名古屋店にどうぞご期待下さい。 

    

   ☆キャッチフレーズは「百貨店の、その先へ。」 

    松坂屋名古屋店は、2012 年春のリニューアルオープンによって、楽しさあふれる「都心型 新・百貨店」

として、大きく生まれ変わります。画期的なこの出来事を、より強く、より魅力的に発信していくために、

キャッチフレーズを設定。このキャッチフレーズのもと、新たな一歩を踏み出します。 
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  ■南館１Ｆ レディスセレクトファッション  ※日付無記入は、３月２日（金）オープン 

【名古屋初】ラウンジドレス 

    会的イメージ。時代の“i

     

屋初】グレースコンチネンタル・ザ・バンケット 

リジナルなアイテムに昇華させてきた「グレ

    【 古屋初】ドゥドゥ リュイール 

そしてカジュアルに着こなすからカッコよくいられる。

 

   【新規】ジル スチュアート  

でなく、女性が女性らしく、フェミニンでセクシーに見えるように、

 

【新規】ルージュ・ヴィフ ラクレ 

るオリジナルラインに、世界中からセレクトしたアイテムを展開。

 

新規】Ｍ･Ａ･Ｃ 

プアーティストのために開発されたブランド。カラーバリエーション、幅広い質感、

 

新規】ジルスチュアート（コスメ） 

時に引き出し、大人の可愛らしさを演出してくれるジルスチュ

【新規】ケイト・スペード ニューヨーク 

、アクセサリーなどを展開するライフスタイルブランド。

、

 

    新規１３ブランド、うち名古屋初６ブランド 

     「今が旬」のファッションが詰まった、新鮮さ

         お洒

     ア

 ン、

落さあふれる“ＪＵＳＴアラ 30”向けカジュ

ルファッションフロアとして、最旬のファッショ

多種多様な雑貨、ライフスタイルショップを 

セレクトしました。  

 

 

 

  ウェアラブルで洗練された都 t”を感じ、それをいかに自分流に着こなすか

…、自然体の自分らしさを映し出す、タイムレスな輝きへの道へ…、ニューヨークスタイルの ON,と

OFF を提案。 

 

    【名古

デザイナー自らが、世界各地で出会った素材や文化をオ

ースコンチネンタル」。そのクラス感を更に追求したブランド、「グレースクラス」と、シャープで辛

口ながら凛とした女らしさを感じさせる「ダイアグラム グレースコンチネンタル」を加えた、全ブラ

ンドのすべてのラインナップをご覧頂ける、複合大型ショップ。  

 

名

     ファッションを自由に楽しむ女性がかわいく、

シンプルな中でもこだわりのあるオリジナルアイテムから最旬のセレクトアイテムまで幅広いライン

ナップが楽しめるブランド。 

 

     トレンディーだけどクレイジー

そしてスィートで着やすく、リーズナブルプライスなファッションを提案。 

 「ルージュ・ヴィフ」をはじめとす

大人可愛い甘さにスパイスを加え、気まぐれな女性の望みを叶える、大人好みのラインナップ。 

【

 プロのメイクアッ

品質の高いメイク製品を提供するとともに、常にファッションと密接に関わりながら、ビューティー

のトレンドをリード。 

【

女性のイノセントさとセクシーさを同

アート ビューティー。愛らしく華やかなパッケージから、ハッピー感は最高潮！！ 

 

ハンドバッグを中心にアパレルやシューズ

女性たちにクリエイティブでカラフルなライフスタイルを提案。 
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【名古屋初】スイートフラッフィ 

、懐かしさや優しさを感じさせるラグジュアリーなアクセサリーブ

 

名古屋初】ザ・ファースト スタイル 

グ・アクセサリーなどの小物と、ウェアとのコーディネート

 

名古屋初】デミルクス ビームス   3 月中旬オープン予定 

コンシャスをコンセプトに、自立した

 

新規】ジュエルチェンジズ   3 月下旬オープン予定 

nges。オンタイムもオフタイムもそして様々

 

新規】ＮＩＮＥ    3 月下旬オープン予定 

用していることでも有名なエレガンス＆トレンドカ

 

南館２Ｆ うふふガールズ  ３月２日（金）オープン 

１ブランド 

 

名古屋初】フロムファースト ミュゼ 

現在タレント、読者モデルとして活躍する春名亜美がプロデュースするセレクトショップ。エッジの

ングを提案。 

【

その日の気分に合わせて、自由にスタイリングを楽しむ。いつまでも、大人の可愛らしさを持ち続け

しむ女性たちに向けて幅広いラインナップで提案。 

 

 ヴィンテージジュエリーのように

ランド。 

【

今、モードをリードするシューズ・バッ

をパーフェクトに表現。クレバーな女性のためのアイテムを揃える。 

【

 小さな光を意味する名の「デミルクス ビームス」。クオリティ

女性に向けて、上質感を大切にしたスタイルを提案。 

【

 私の日常がもっと輝く、きらめきワードローブ。Jewel Cha

なイベントも…。どんな場所でもどんなシーンでもいつも自分らしく輝いていたいと願う女性たちへ、

私が女性であることを楽しめて輝ける、コンサバティブだけど女性らしさと時代感を大切にした上品

なセクシーと上質なキュートで、きらめきワードローブを提案。 

【

 モデル＆タレントからの支持率が高く、私服で愛

ジュアルブランド。都会的で、トレンドを柔軟に取り入れ、かつ自分のスタイルを確立し、自由にオ

シャレを楽しむ女性。純粋さ、潔さ、秘めたる強さ、圧倒的な存在感を持ち併せた女性。そして、知

的で凛とし何事にも囚われず自由な精神を持った女性像を創り上げる。 

 

 

■

 新規１６ブランド、うち名古屋初８ブランド、中部地区初

  ヤングのお客様が“欲しい”『今が旬、今元気な』

ファッションから雑貨までが詰まった、楽しさあ
 ふれる等身大の 20 代向けカジュアルファッショ

ンフロアとして、友達とつい来たくなるような、

居心地の良い、いつも新しい発見がある、楽しい

売場を展開します。20 代の女性が手頃に購入でき

る価格帯の商品を取り扱うブランドが揃います。 

 

 

 

 

 

 

 

【

 

効いたアイテムで遊び心のあるスタイリ

 

名古屋初】リーアスタリスク 

 

たい「自分らしさ」を無限に楽
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名古屋初】ウフドゥー 

極上の肌触り。自然と肌へのやさしさ、お家にいる時間もかわいく。ひとりの時間を大切にできる女

を届けたい。そんな想いから誕生したウフドゥー。 

【

日本の女性による、日本の女性のための、新しいＢＥＵＴＹ ＢＡＳＩＣを見つけられる場所。 

“ライフスタイルを繋ぐ小さな小部屋”をコンセプトに、仕事と生活を繋ぎ、今を楽しめるデザイン

【

女心をくすぐるヴィンテージ フェミニンなワードローブにトレンドアイテムを取り入れクチュール

【 ヴ 

新しいもの、おもしろいものを求めて世界中を旅するジェットセッター。たどり着いたのは、長い年

とともに魅力を増してきた、ヴィンテージファッション。 

【

自分らしく色々なスタイルがセレクトできるように、女の子に必要なワードローブが全て揃うクロー

子の夢を叶えるブランド。 

【

仕事を持ちながらも様々なフィールドで自分らしさを表現し、輝きを増していく女性に向けて、ライ

性へ、モードなオン＆オフを提案するセレクトショップ。 

【

華やかな女性をイメージし、シーズンごとにテーマを設けるトレンドライン。キーワードは“品のあ

【

パリ・マレ地区に生きる、強くてしたたかな大人の女性のライフスタイルをコンセプトに、ＯＮから

ータルスタイリングを提案。 

【

１日の終わり、好きなものに囲まれた自分だけの空間で、しあわせを感じるくつろぎのコクーンタイ

性たちの「おうち時間」をワクワクさせる宝物、コクーニストで見つけて。 

【

高機能・高品質なメガネを市場最低・最適価格で。メガネの常識を突き破る日本発のメガネブランド。 

「Ｌｏｖｅ」＋「仕事」＋「ファッション」＋「ビューティー」＋「ライフスタイル」＋ｅｔｃ…、

ラ輝きたい女性のための、アクセサリースタイル。 

 

 

 

【

 

性のためのルームウェア

 

名古屋初】エヌ ナチュラルビューティーベーシック＊

 

 

【名古屋初】ラボラトリーワーク リカレント 

 

とアートで女性の求めるスタイルを提案。 

 

名古屋初】クチュール バイ ロジータ 

 

流に着こなす世界観を提案。 

 

名古屋初】ジェットラグドライ

 

月に風化することなく、時間の流れ

 

名古屋初】ドリーム・ザ・クローゼット 

 

ゼット。いつまでもオシャレでいたい女の

 

新規】ルビーリベット 

 

フタイルコンシャスな女

 

新規】ラブドゥローズ＆Ｃｏ． 

 

る大人ガーリー”。 

 

新規】リヴドロワ 

 

ＯＦＦまで日常のト

 

新規】コクーニスト 

 

ム。仕事をがんばる女

 

新規】ジンズ 

 

 

【新規】ルナ ディ ミエーレ 

 

どんな時も自分らしくキラキ
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新規】アモスタイル 

旬のテイストを取り入れたデザインで、毎日を賢くかわいく楽しむ女の子のための下着屋さん。 

【

「はらドーナッツ」が展開するごはんを食べられるカフェ。豆乳を使用したカップケーキも初登場。 

本館１Ｆ 婦人洋品  ３月２日（金）オープン 

  

アの伝統的技術を継承するブランド。ファッション感度の高いコレクションを展開。 

入のネックウェア、帽子なども取り扱い。 

本館１Ｆ 化粧品  ３月２日（金）から順次オープン 

  

日（金）オープン

“Ｏne to Ｏne beauty-care”の想いをカウンセリングとプロダクトにのせて、すべての女性に 

 【  3 月 2 日（金）オープン 

  肌を細胞レベルでとらえ、肌本来の機能を重視したシンプルなスキンケアを提唱しているブランド。 

いつも季節感やトレンド性を感じていただけ

百貨店に期待される、きめ細やかな美を追究する

【

 

中部地区初】はらのキッチン プラス 

 

 

 

 

■

 

 る提案や、旬の商材の品揃えを充実し、お客様を
 彩る
 

 

 

 

 

  

【新規】フランコフェラーリ 

トレンド雑貨が楽しく、見やすく、選びやす

く提案された、情報発信性の高い婦人洋品売場に

一新します。また、新規ゾーン「シーズンプラス」

を設置し、季節やお客様のニーズに応じた基本ア

イテムのメリハリのある拡縮と、様々な生活シー

ンを彩る雑貨のスポット展開を強化します。 

 

  イタリ

  ※そのほか、大丸松坂屋直輸

 

 

 

■

 

 お客様にご満足いただくゾーンとして、既存のショ
 ップ
 

 

 

 

  

【新規】ラフィネカラー  3 月 2

環境を一新するとともに、これまでの品揃えに

加えて、新規に 5 ブランドを導入。売場全体を刷新

し、圧倒的なスケールでお応えします。また、コス

メキャビン（お手入れルーム）を新たに導入し、お

客様の満足度をさらに高めます。 

  

  

オンリーワンの美しさを提供。 

 

新規】ＣＡＣ コスメティクス  
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北館１Ｆ リビング・ビューティー  ３月７日（水）から順次オープン 

新規１４ブランド、うち名古屋初８ブランド 

イフ」をテーマに、今が

を中心に全 21 ショップが集結。自然派志向のお客様

の

 

【

クオリティの高い香りが楽しめるタイのアロマブランド「カルマカメット」と、草花や果実の活力を

クスキンケアブランド「ボ

 

【 オープン 

世界中から厳選したナチュラル＆オーガニックビューティーのセレクトショップ。丁寧なカウンセリ

す。 

【 ン 

イギリス生まれの良質なオーガニックスキンケアや、ヨーロッパに伝わるアロマやハーブなどのナチ

を提案。 

【

世界各国のパートナーファームと地域コミュニティーから、素材と情報を直輸入し、ハーブとアロマ

 

【 ープン 

東京 表参道・自由が丘のヘアサロン「オブヘアー」が 1988 年から開発を手がけているヘアサロン 

 

【 3 月 14 日（水）オープン 

オーガニック植物成分や、その植物から抽出された香りのもと（精油）を配合した、1996 年に誕生し

やすい北アルプスの良質な天然水

 

【 （水）オープン  

世界初の香り付きキャンドルを発表したミラノのフレグランスブランド。洗練された香りとデザイン

【 ・ボタニクス   3 月 14 日（水）オープン 

【質】【純度】【香り】にこだわるイギリス発オーガニックブランド。自然療法の理論を取り入れ、心

 

 

 

■

 

上質なライフスタイルを提案するフロアとして、「心地よいビューティーラ

旬のスキンケア・ボディケア・ヘアケアブランド

ための、名古屋地区最大級ナチュラルコスメゾーンとして生まれ変わります。 

名古屋初】カルマカメット、ボタニクス    3 月 7 日（水）オープン 

 

そのまま封じ込め、お肌本来の持っている力を引き出すチェコのオーガニッ

タニクス」は、香りに癒される生活を提案。 

新規】ナチュラリー     3 月 7 日（水）

 

ングにより「真のナチュラルコスメ」がきっと見つかりま

 

新規】ニールズヤードレメディーズ   3 月 7 日（水）オープ

 

ュラルレメディを取り入れた美と健康を願う、英国式ライフスタイル

 

新規】アロマショップ生活の木      3 月 7 日（水）オープン 

テラピーのコト・モノを提供する総合型ハーブショップ。 

新規】オブ・コスメティックス     3 月 7 日（水）オ

生まれのナチュラルコスメブランド。 

名古屋初】ラ・カスタ        

 

た日本のアロマコスメのパイオニアブランド。日本人の髪になじみ

（軟水）を使用し、日本人の嗜好性にあわせた独自のアロマブレンドをつくり、製品ひとつひとつを

長野県にある自然豊かな工場で、丁寧に製造。 

名古屋初】ミッレフィオーリ     3 月 14 日

 

で日常を豊かに演出。 

 

名古屋初】オーガニック

 

身とお肌のバランスを整えるシンプルケアを提案。 
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名古屋初】ナチュレサプリメント＆ナチュレメディコスメ   3 月 14 日（水）オープン 

「ナチュレサプリメント」野菜や果物などから作った 100％天然サプリメント専門店。毎日、口に入

ルに封じ込めて肌でゆっくり浸透。“オーガ

 

【

はちみつの優れた美容効果に着目した安全で確かなハチミツコスメ。「共感できるものを自分のペース

のための化粧品。 

 

【 ン 

女性のきれいを応援する美と健康と癒しの漢方ビューティーブティック。東洋の智慧「漢方」と西洋

ューティーケア・

 

【 4 月 18 日（水）オープン 

フランスで半世紀以上の歴史ある老舗スパブランド。植物学者ファミリーの情熱により治療を原点に

だけで世界 45 カ国に広まり、一流スパやサロ

 

【 ＆イヴリン   3 月中旬オープン予定 

英国流の香り豊かな暮らしを演出するフレグランスブランド。季節を彩る花や果実、ハーブなどの天

様のご家庭にお届けします。 

【

韓国コスメ「ＭＩＳＳＨＡ」は日本でも大人気の BB クリームや話題のカタツムリクリームなどを取り

 

 

 

  

 

 

 

【

れるモノだから「安心」「安全」を一番に考えました。 

「ナチュレメディコスメ」厳選された 10 種類ものオーガニックハーブ原料に、科学の力「フリーズド

ライ」で新鮮・生の状態を保持し、美容成分はナノカプセ

ニックと科学の融合”をコンセプトに開発したコスメ。 

新規】ベキュアハニー    3 月 14 日（水）オープン 

で使いたい」そんな確かなライフスタイルを持った女性達

名古屋初】カガエ カンポウブティック     3 月 20 日（火・祝）オープ

の癒し「アロマ」を融合し、からだの内からと外からのアプローチで、トータルビ

エイジングケアを提案。 

名古屋初】ヨンカ    

 

開発された約 80 種類の製品は、美容のプロ達の口コミ

ンで使用されている。 

名古屋初】クラブツリー

 

然素材を基調に、自然の恵みを最大限に活かした化粧品や雑貨を皆

 

新規】ミシャ        4 月中旬オープン予定 

揃えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



フロア オープン予定 備考

南館１Ｆ　レディスセレクトファッション ラウンジドレス ３月２日（金） 名古屋初

グレースコンチネンタル・ザ・バンケット ３月２日（金） 名古屋初

ドゥドゥ リュイール ３月２日（金） 名古屋初

ジル スチュアート ３月２日（金） 新規

ルージュ・ヴィフ ラクレ ３月２日（金） 新規

Ｍ・Ａ・Ｃ ３月２日（金） 新規

ジルスチュアート（コスメ） ３月２日（金） 新規

ケイト・スペード ニューヨーク ３月２日（金） 新規

スイートフラッフィ ３月２日（金） 名古屋初

ザ・ファースト スタイル ３月２日（金） 名古屋初

デミルクス ビームス ３月中旬 名古屋初

ジュエルチェンジズ ３月下旬 新規

ＮＩＮＥ ３月下旬 新規

南館２Ｆ　うふふガールズ フロムファースト ミュゼ ３月２日（金） 名古屋初

リーアスタリスク ３月２日（金） 名古屋初

ウフドゥー ３月２日（金） 名古屋初

エヌ ナチュラルビューティーベーシック＊ ３月２日（金） 名古屋初

ラボラトリーワーク　リカレント ３月２日（金） 名古屋初

クチュール バイ ロジータ ３月２日（金） 名古屋初

ジェットラグドライヴ ３月２日（金） 名古屋初

ドリーム・ザ・クローゼット ３月２日（金） 名古屋初

ルビーリベット ３月２日（金） 新規

ラヴドゥローズ＆Co． ３月２日（金） 新規

リヴドロワ ３月２日（金） 新規

コクーニスト ３月２日（金） 新規

ジンズ ３月２日（金） 新規

ルナ ディ ミエーレ ３月２日（金） 新規

アモスタイル ３月２日（金） 新規

はらのキッチン プラス ３月２日（金） 中部地区初

本館１Ｆ　婦人洋品 フランコフェラーリ ３月２日（金） 新規

本館１Ｆ　化粧品 ラフィネカラー ３月２日（金） 新規

ＣＡＣコスメティクス ３月２日（金） 新規
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北館１Ｆ　リビング・ビューティー カルマカメット、ボタニクス ３月７日（水） 名古屋初

ナチュラリー ３月７日（水） 新規

ニールズヤードレメディーズ ３月７日（水） 新規

アロマショップ生活の木 ３月７日（水） 新規

オブ・コスメティックス ３月７日（水） 新規

ラ・カスタ ３月１４日（水） 名古屋初

ミッレフィオーリ ３月１４日（水） 名古屋初

オーガニック・ボタニクス ３月１４日（水） 名古屋初

ナチュレサプリメント＆ナチュレメディコスメ ３月１４日（水） 名古屋初

ベキュアハニー ３月１４日（水） 新規

カガエ カンポウブティック ３月２０日（火・祝） 名古屋初

ヨンカ ４月１８日（水） 名古屋初

クラブツリー＆イヴリン ３月中旬 名古屋初

ミシャ ４月中旬 新規

南館Ｂ２Ｆ　シューズメッセージ ギルド ジャコモ ギャラリー トップ スタイル コレクション ３月２日（金） 新規

ポリーニ ３月２日（金） 新規

トゥールモンド ３月２日（金） 新規

南館５F　スポーツメッセージ アイイー ３月２日（金） 全国初

ジュン アンド ロペ ３月２日（金） 新規

クレージー ３月２日（金） 新規

本館３F　婦人服キャリア ベイジ ３月２日（金） 新規

本館４F　婦人服エレガンス セシオセラ ヌーヴォー ３月２日（金） 名古屋初

ヒロコビス グランデ ３月２日（金） 新規

本館６F　紳士服 ジェイ リンドバーグ ３月２日（金） 東海地区初

マトポ ３月２日（金） 東海地区初
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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（担当：松田・本間）
　　　　　　　TEL.(052)264-7471  FAX.(052)264-3197  E-mail 817411@jfr.co.jp


