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２０１３年４月１１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

 
 
 

 
 

   
 
 

    
 

 

名古屋随一のフードゾーン“ごちそうパラダイス”誕生へ！どんどん変わる！

 

４月１７日(水)ターブル プリュス オープン 

４月２４日（水）「ガトーフェスタ ハラダ」オープン 

４月２６日(金)和洋菓子 オープン 

松坂屋名古屋店 食品フロアは、6 月 19 日（水）のグランドオープンに向けて改装工事を着々と進行中。 

4 月 17 日（水）、スペシャリティゾーン「ターブル プリュス」がオープンするのをはじめ、4 月 24 日（水）

には、名古屋初の大注目ブランド「ガトーフェスタ ハラダ」が登場するほか、4 月 26 日（金）には、洋菓子

ゾーンが全面オープン。3 日間合計で２６ブランドがデビューします。 

一大フードゾーン“ごちそうパラダイス”誕生に向けて、生まれ変わる松坂屋名古屋店にどうぞご期待下

さい。 

    

    
    

 
    
    
    
    
 
 
    
    
 
    【改装オープンスケジュール】 

□3 月 2 日（土）     本館地下 1 階    和洋菓子 先行オープン 

□3 月 20 日（水･祝）  本館地下 1 階     生鮮食品 オープン 

□4 月 17 日（水）   本館地下 2 階    ターブル プリュス オープン 

□4 月 26 日（金）   本館地下 1 階   和洋菓子 オープン 

□5 月 29 日（水）    本館地下 1 階     惣菜・グローサリー オープン 

□6 月 12 日（水）    本館地下 1 階     老舗・銘店 オープン 

□6 月 19 日（水）    本館地下 1・2 階  食品フロアグランド オープン 

※上記スケジュールは、主要ゾーンのオープン予定日です。上記日程以外の日にちにオープンする 

ブランドもあります。詳細は、リリースにて随時お知らせします。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

【４月１７日（水）、２４日（水）、２６日（金）オープンゾーンの概要】 

本館地下２階 ターブル プリュス、本館地下１階 和洋菓子ゾーン ２６ブランドがオープン!  

（4/17  10 ブランド、4/24  1 ブランド、4/26 15 ブランドオープン） 

（名古屋初３、名古屋地区百貨店初１、新規４、リニューアル１８） 

  

＜詳細＞ 

 ○本館 B2 ターブル プリュス １０ブランド 

（名古屋初１、名古屋地区百貨店初１、新規２、リニューアル６） 

 ○本館 B1 洋菓子 ６ブランド（名古屋初２、新規１、リニューアル３） 

 ○本館 B1 和菓子 １０ブランド（新規１、リニューアル９）  

 
 

 

＜環境面＞ 

フロアイメージは、「おしゃれな食材専門店が軒を並べるパリの小径」。壁面や床の素材、店舗のサイン

やちょっとした休憩スペース、フロアのライティングなどにもこだわり、まるでパリの街並みの中で食

材選びを楽しんでいるかのような雰囲気を演出します。 

ライティングについては、パナソニック株式会社の光の色と明るさを調節して、自在に変化させること

のできる最新のＬＥＤ照明を全国の百貨店で初めて本格導入。屋内でありながら、朝から夕方にかけて

の自然光のうつろいを表現。快適性と省エネを兼ね備えたシステムを導入します。 

  

＜品揃え＞ 

「ディーン＆デルーカ」をはじめ、ベーカリー、ワイン、チーズ、デリカテッセン（洋惣菜）など、 

毎日の食事をセンスアップしてくれる 10 ブランドが勢揃いします。 

 

②4 月 24 日（水）、注目ブランド「ガトーフェスタ ハラダ」がオープン！ 

 松坂屋名古屋店の催事に登場するたびに毎回大行列のできる、「ガトーフェスタ ハラダ」がついに名古

屋初出店！ 

   
③4 月 26 日（金）、洋菓子ゾーン全面オープン 

 人気パティスリーのケーキがずらりと並んだ“ケーキストリート”がお目見え！ 

 ○4/26 オープン グラマシーニューヨーク、メンヒェングラードバッハ、アンリ・シャルパンティエ、

ケーニヒス クローネ、ヴィタメール ほか 

○3/2 オープン カフェタナカ、アンテノール、ハーブス、フルーツパーラーレモン、アトリエ・ド・ 

フロマージュ ほか 

 

 

 

 

 

 

 

①4 月 17 日（水）、本館地下 2 階にスペシャリティゾーン 

「ターブル プリュス」デビュー！ 

 ターブル プリュスとは、「毎日のテーブルにプラス」するだ

けで、いつもの食卓が新しい発見ともにより華やかで、楽し

くなるような食材、アイテムを豊富に揃えたフードゾーンで

す。大丸松坂屋百貨店では、大丸神戸店（2012 年 4 月オープ

ン）に次ぐ 2 店舗目の展開です。 

【ポイント】 
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【新ブランドご紹介！】 

     本館 B2 ターブル プリュス   

      
【名古屋初】ファーイースト バザール ４月１７日（水）オープン 

     ナチュラル・オーガニック・フェア・文化的である・ワクワクするなどを

コンセプトに、世界中から厳選したドライフルーツ、ナッツ、塩などを量

り売りで提供。ワクワクするような味、香り、ストーリーをお届け。 

      

      
      
      
      
    【名古屋地区百貨店初】ディーン＆デルーカ ４月１７日（水）オープン 

 1977 年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカが

ニューヨークに出店した食のセレクトショップ。店内の

キッチンで焼き上げるバラエティ豊かなベーカリーをは

じめ、全長４Ｍのショーケースには色とりどりの前菜、

メインディッシュ、パテ、生ハム、チーズ、フランスや

東京で人気のスイーツなど、世界各地で愛され続ける美

味しいものが揃う。いつもの食卓をワンランクアップさ

せる食材やアイテムを提案。 

 

      
      
 
 
 
 
 
      
 
 
      
    【新規】チーズ・オン・ザ・テーブル ４月１７日（水）オープン 

         フランス、イタリア、スイスなど、ヨーロッパ各地から厳選したナチュ

ラルチーズの専門店。チーズをより美味しく楽しむためのアイテムも充

実。 

       

          
      
      
     
    【新規】デニッシュ ハート ４月１７日（水）オープン 

     アンデルセンのデニッシュペストリー生地をアレンジした、ハート型

がキュートなサクサクした食感のスイーツは、ティータイムやプチギ

フトにオススメ。シュガーやナッツ、フルーツをはじめ、季節にあわ

せて新しい味が毎月登場する。 
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    本館 B1 洋菓子  

 

【名古屋初】ガトーフェスタ ハラダ ４月２４日（水）オープン 
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屋からスタートし、製パン業に着手して以来、洋

デ・ロワ」（王様のお

 

   2011 年 4 月、洋菓子老舗メーカー エーデルワイスと大丸松坂屋百

  香ばしい生地に、カスタードやチョコカスタ

 

【新規】グラマシーニューヨーク ４月２６日（金）オープン 

 イルのフ

 

B1 和菓子 

 

新規】宗家 源 吉兆庵 ４月２６日（金）オープン 

菓子を中心

 

  ガトーフェスタ ハラダは、創業 110 余年、和菓子

菓子の生産を行っている。 

看板商品のラスク「グーテ・

やつ）は、ラスクに合うフランスパンを作るため

にオリジナルブレンドのラスク用フランスパンの

小麦粉を使い、上質なバターなどを使用して丁寧

に作り上げられたこだわりの逸品。サクサクとし

た食感と芳醇なバターの香りがぜいたくで楽しいおやつとして、おもたせとして、多くの人に愛され

ている。 

  
  

    
   
    
 【名古屋初】 メンヒェングラードバッハ ４月２６日（金）オープン

貨店のコラボレーションで誕生したブランド。大丸梅田店、心斎橋

店に続く 3 店舗目。 

人気商品は、サクッと

ードのクリームをたっぷり詰めた、長さ約 25cm のエクレア「バゲッ

トエクレア」。焼きたて、作りたてを提供する。 

 
 
 

  愛知県発の大人気スイーツブランドが登場。ニューヨークスタ

レッシュケーキは日本のケーキに比べて高さがあり、大きくどれもスタ

イリッシュな点が特徴。一番人気の商品「ニューヨークチーズケーキ」

は、クリームチーズ、カマンベールなど数種類のチーズを独自のレシピ

でブレンドし、しっとりと焼き上げた逸品。 

 

 

 

本館

【

1977 年設立の和菓子ブランド。季節の果実を使った創作和

とした品揃えが特徴。 

 

 



フロア ブランド 主要アイテム オープン日 備考

本館Ｂ２　ターブル プリュス ファーイースト バザール ドライフルーツ、ナッツ、ジェラート 4月17日（水） 名古屋初

ディーン＆デルーカ デリ、ベーカリー、グローサリー 4月17日（水） 名古屋地区百貨店初

チーズ・オン・ザ・テーブル チーズ 4月17日（水） 新規

デニッシュ ハート ハート型デニッシュ 4月17日（水） 新規

ドンク ベーカリー 4月17日（水） リニューアル

ミニワン ミニクロワッサン 4月17日（水） リニューアル

アンデルセン ベーカリー 4月17日（水） リニューアル

ラベイユ はちみつ 4月17日（水） リニューアル

セゾンファクトリー ジャム、ビネガー 4月17日（水） リニューアル

D＆M CAVE Nagoya 和洋酒 4月17日（水） リニューアル

本館Ｂ１　洋菓子 ガトー フェスタ ハラダ ガトーラスク「グーテ・デ・ロワ」 4月24日（水） 名古屋初

メンヒェングラードバッハ 洋菓子総合 4月26日（金） 名古屋初

グラマシーニューヨーク 洋菓子総合 4月26日（金） 新規

ヴィタメール 洋菓子総合 4月26日（金） リニューアル

ケーニヒス クローネ（カフェ併設） 洋菓子総合 4月26日（金） リニューアル

アンリ・シャルパンティエ 洋菓子総合 4月26日（金） リニューアル

本館B１　和菓子 宗家 源 吉兆庵 和菓子総合 4月26日（金） 新規

とらや 和菓子総合 4月26日（金） リニューアル

たねや 和菓子総合 4月26日（金） リニューアル

仙太郎 生和菓子 4月26日（金） リニューアル

鶴屋吉信 和菓子総合 4月26日（金） リニューアル

両口屋是清 和菓子総合 4月26日（金） リニューアル

美濃忠 和菓子総合 4月26日（金） リニューアル

すや 栗菓子 4月26日（金） リニューアル

坂角総本舗 えびせんべい 4月26日（金） リニューアル

赤福（赤福茶屋併設） 赤福餅 4月26日（金） リニューアル

食品フロア　２０１３年４月１７日（水）、２４日（水）、２６日（金）オープンブランド一覧
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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




