平成２６年５月２２日
南海電気鉄道株式会社
南 海 商 事 株 式 会 社
南海エフディサービス株式会社

５月２９日（木）に南海･三国ヶ丘駅の駅ナカ商業施設

『Ｎ．ＫＬＡＳＳ（エヌクラス）三国ヶ丘』がグランドオープン
堺の人気塩ラーメン店「龍旗信」がプロデュースする
駅ナカらーめん店も初登場！
南海電鉄（社長：亘 信二）と南海商事（社長：細井 康史）では、高野線の三国ヶ丘駅（堺市堺区
向陵中町二丁７番１号）の駅ナカ商業施設『Ｎ．ＫＬＡＳＳ三国ヶ丘』を５月２９日（木）にグラン
ドオープンします。グランドオープンに合わせ、オープニングイベントやキャンペーンを実施いたし
ます。各ショップでは、限定商品の販売やプレゼント、割引などを実施いたしますので、この機会に
ぜひご利用ください。
また、南海グループの南海エフディサービス株式会社（社長：玉田光弘）が、株式会社龍旗信（社
長：松原龍司）とコラボレーションした「駅ナカらーめん ス・ス・ル」を出店いたします。
堺市内初出店の「成城石井」など日常を彩る１２店舗が集合！
４月２６日の第１期オープンで開業した８店舗に加え、新たな４店舗として堺市内初出店のスーパ
ーマーケット「成城石井」
、ベーカリー「リトルマーメイド」
、１００円ショップ「ミーツ」および下
記に紹介するラーメン専門店「駅ナカらーめん ス・ス・ル」が登場します。
南海グループとして、堺の人気塩ラーメン店「龍旗信」が初プロデュースする駅ナカらーめん
を初出店いたします。
【駅ナカらーめん ス・ス・ル】
堺市を拠点にロンドンにも進出している人気塩ラーメン店「龍旗信」と、駅構内・駅ナカで「南海
そば」等飲食店の運営実績のある南海エフディサービス株式会社が、
「駅ナカらーめん」と新たに名づ
け、駅そば感覚で気軽にお客さまにラーメンをお楽しみいただくことを目指します。
＜店舗イメージとロゴ＞

「龍旗信」は、商品・メニュー開発、店舗内装に関してプロデュースを行い、業態開発全体をサポ
ートしています。両社のノウハウを結集し駅ナカらーめん業態を確立します。
「Ｎ．ＫＬＡＳＳ三国ヶ丘」の施設コンセプトである「地域の魅力再発見」に合わせ、堺市西区津
久野町にある創業元禄二年の老舗醤油製造会社「雨風」の本格醤油を使用した醤油ラーメンも新たに
開発。
「龍旗信」の看板メニューである塩ラーメンだけでなく、コクと旨味のある醤油ラーメンもお楽
しみいただけます。

店舗配置図
店舗の配置は以下のとおりです。
（

：5 月 29 日オープン）

①ドトールコーヒーショップ

⑩リトルマーメイド

②駅ナカらーめん ス・ス・ル

⑪成城石井

③南海そば＆驛中酒場スタンドミクニ

⑫THINK FUTURE English Academy

④天牛堺書店

☆ＫＬＡＳＳマルシェ

⑤ノムラクリーニング
⑥咲蔵
⑦アンスリー
⑧ミーツ
⑨シエスタ

コミュニティステーション「ＫＬＡＳＳマルシェ」では、オープニングイベントを開催します。
「地域の魅力再発見」をコンセプトに交流・体験・文化をテーマとする
イベントやワークショップを開催する場が登場。
地元のものを全国へ、全国のものを地元へ、双方向の受発信を行います。
◆オープニングイベント（予定）◆
「ファーマーズマーケット」や「ワークショップ」を開催します。
また、スペシャルイベントとしてドトールコーヒーショップ店内にて「トークセッション」を実施。
１．ファーマーズマーケット ５月２９日(木)～３１日(土)
６月３日(火)･４日(水)･６日(金)･７日(土)
各日１４：００～１９：００
南海沿線を中心とした生産者が旬の新鮮な野菜や果物を販売
【参加農家（順不同）
】
・グリーンジャンクション
（和歌山県紀の川市龍門山）
・Ｇｒｅｅｎ Ｇｒｏｏｖｅ（大阪府和泉市仏並町）
・アイケイショップ（和歌山県かつらぎ町）
・貝塚Ｙ農園グループ
※イメージです
・射手矢農園 他
２．とんぼ玉ワークショップ ６月２日（月）
ガラスを溶かして一つ一つ手作りされたとんぼ玉を使って、ネックレス、ストラップ等を作る
ワークショップを開催
開始時間：①１１：００
②１３：００
③１４：３０
④１６：００
⑤１７：３０
※イメージです
※イメージです
所要時間：各回約１時間
定
員：各回４名程度（定員になり次第、締め切らせていただきます）
講
師：中上加奈子（ｋｉｎａｒｉ京橋店）
参 加 費：実費負担
（動物ストラップ６５０円／とんぼ玉ネックレス１２００円（別途消費税等）
）
参加申込・お問い合わせ：06-6351-9250（ｋｉｎａｒｉ京橋店 10:00～19:30・金曜定休）
◇スペシャルイベント◇
３．エキナカトークセッション ５月３０日（金）１５：００～１６：００
大阪府立大学 21 世紀科学研究機構コミュニティデザイン研究所によるトークセッション
大阪府立大学理事長・学長 奥野武俊氏が「駅・地域・大学が連携する新しいコミュニティ」
をテーマにトークを繰り広げます。
場
所：ドトールコーヒーショップ店内
定
員：３０名程度（定員になり次第、締め切らせていただきます）
参 加 費：無料
参加申込・お問い合わせ：n.klass＠nanshoji.co.jp（南海商事株式会社）

グランドオープニングに合わせて、ショップでのオープニングキャンペーンが目白押し。

店名

キャンペーン内容

キャンペーン期間

ドトールコーヒーショップ

コーヒー豆及び売店商品１０％ＯＦＦ

駅ナカらーめん ス・ス・ル

味玉１個無料

５／２９～６／６

南海そば＆
驛中酒場スタンドミクニ

昼：生卵無料
夜：生ビール半額

５／２９～６／６

天牛堺書店

天牛堺書店のお得なポイントカード
「ブルーカード」会員様は店内全ての商品
（古本を含む）をご購入でポイント２倍！
※金券他、一部ポイント対象外の商品は除きます。
まだブルーカードをお持ちでないお客様は、
ぜひ
この機会にご入会ください。

５／２９～６／４

ノムラクリーニング

①ワイシャツ（ハンガー吊り）
通常価格２１１円→１４６円
②ドライ物半額（定価より）
①②③共に
③シロセット折り目加工３０％ＯＦＦ
５／２９～６／４
※会員カード入会特典として
エコバッグ（当社オリジナル）とドライクリーニ
ング４００円（税別）ＯＦＦチケットプレゼント

咲蔵

①犬鳴叉焼包２５０円→２００円
②お弁当５００円→４５０円

①②共に
５／２９～６／４

アンスリー

①三角手巻きおにぎり全品１００円
②ＰＥＴ飲料対象商品
通常価格１５１円→１２５円

①②共に
５／２９～６／４

ミーツ

①トイレットペーパー１２ロール１０８円
（数量限定）
②ボックスティッシュ５Ｐ１０８円（数量限定）
※①②共に、ひと家族さま１個限り

成城石井

①３，０００円以上お買い上げのお客様に
ショッピングバッグプレゼント
（各日先着１００名様）
②人気のお菓子詰め合わせ「ハッピーバッグ」を
２，１６０円で販売（限定２００個）

THINK FUTURE English Academy

説明会参加者に英文ニュース誌『ＴＩＭＥ』進呈
（先着５０名様）

※税別表記のないものは、全て税込価格となっております。

５／２９～５／３１

①②共に
無くなり次第終了

①５／２９～６／１

②無くなり次第終了

無くなり次第終了

施設概要
ｴ ﾇ ｸ ﾗ ｽ

■施設名称：Ｎ．ＫＬＡＳＳ三国ヶ丘
■所 在 地：堺市堺区向陵中町二丁７番１号
■店舗面積：1,335.01 ㎡
■店 舗 数：１２店舗
■定 休 日：なし
■営業時間：店舗により異なります。
※各店舗の営業時間は出店店舗紹介に記載
■名称由来：
「Ｎ．ＫＬＡＳＳ」は、
南海（ＮＡＮＫＡＩ）がある日常を、
素敵に（ＮＩＣＥ）
暮らす（ＫＵＲＡＳＵ）ことと、
ひとつ上のクラス（ＣＬＡＳＳ）を目指すこと
を表現しています。
■コンセプト:日々の暮らしに何気ない豊かさを感じ、
地域の魅力を再発見し、
コミュニティを育んでいく、
「人」
・
「モノ」
・
「地域」をつなげる場所が
『Ｎ．ＫＬＡＳＳ（エヌクラス）
』の目指しているところです。
■そ の 他：屋上公園『みくにん広場』併設（開放時間：９:００～１８：００）
以 上

＜参 考＞
出店店舗紹介（５月２９日オープン４店舗）

駅ナカらーめん ス・ス・ル ＜店舗配置図②＞
～塩ラーメン専門店「龍旗信」初プロデュース店～

【ラーメン専門店】
新 業 態

堺市を拠点にロンドンにも進出している人気塩ラーメン店
「龍旗信」が初めてプロデュースしたお店です。
塩ラーメンだけでなく、堺市西区津久野町にある創業元禄二年の
老舗醤油製造会社「雨風」の本格醤油を使用した醤油ラーメンも初登場。
コクと旨みのあるラーメンをお楽しみいただけます。
■営業時間：１１：００～２２：３０
■運営会社：南海エフディサービス株式会社

ミーツ ＜店舗配置図⑧＞

【１００円ショップ】

～生活必需品を中心に、地域で愛される１００円ショップ～
日用消耗品や台所用品をはじめ、ワッツが自信を持っておすすめする商品
「ワッツセレクト」を中心に、毎日の暮らしに役立つ品ぞろえを充実させ、
安心してお買い求め頂けるお店を目指しています。
■営業時間：９：００～２１：００
■運営会社：株式会社ワッツオースリー販売

リトルマーメイド ＜店舗配置図⑩＞
～あなたに、一番近い、パン屋さん～
リトルマーメイドは全国に約３５０店舗。
店内のオーブンで毎日おいしいパンを焼き上げております。
ドイツ製の石窯オーブンで焼き上げる本格的な食事用パンをはじめ、
たくさんのスイーツ系のパン等をご用意し、あなたの街へデビューします。
みなさまのご来店を心よりお待ちいたしております。

【ベーカリー】
沿線初出店

■営業時間：７：００～２１：００
■運営会社：株式会社マーメイドベーカリーパートナーズ

成城石井 ＜店舗配置図⑪＞
～「Ｈｉｇｈ Ｑｕａｌｉｔｙ ＆ Ｇｏｏｄ Ｐｒｉｃｅ」～
バイヤーが国内はもとより世界中から厳選した“おいしいもの”
が豊富に揃います。
特に、極力添加物を使用せず手作りにこだわって
つくっている自家製の惣菜、パン、スイーツ、ハム、
ソーセージが人気です。
■営業時間：８：００～２３：００
■運営会社：株式会社成城石井

【スーパーマーケット】
堺初出店

＜備 考＞
出店店舗紹介（１期オープン８店舗）

ドトールコーヒーショップ

＜店舗配置図①＞

【カフェ】

～がんばる人の、がんばらない時間～
「一杯のおいしいコーヒーのために」がドトールクオリティの原点。
仕入、生産の段階から厳しい品質管理と、独自の生産・配送システムを構築し、
お客さまに香り高いコーヒーをお届けします。
■営業時間：月曜～土曜 ７：００～２１：００
日曜・祝日 ８：００～２１：００
■運営会社：株式会社ドトールコーヒー
ｴｷﾅｶ

南海そば＆驛中酒場スタンドミクニ ＜店舗配置図③＞

【駅そば・居酒屋】

～サッと一杯、グイッと一杯 スタンドでっ…～
沿線ではおなじみの「南海そば」の新業態。
朝・昼間時間帯は、うどん・そばを中心とする食事メニュー。
夕・夜間時間帯は、お酒とインターネットなどで人気の高いお取り寄せ銘品や、
自慢の『南海そば』だしで作る関東煮や各種おつまみ類を提供します。

新 業 態

■営業時間：南海そば ７：００～１７：００
驛中酒場スタンドミクニ １７：００～２２：００
■運営会社：南海エフディサービス株式会社

天牛堺書店 ＜店舗配置図④＞

【書店】

～毎日寄れる、あなたの街の便利な書店～
毎日立ち寄っていただける「行きつけ」の書店を目指し、
雑誌・コミック・文庫はもちろんのこと、学習参考書や児童書の
取り扱いも開始します。
古本の均一販売商品も多数ご用意しています。
■営業時間：９：００～２３：００
■運営会社：株式会社天牛堺書店

ノムラクリーニング ＜店舗配置図⑤＞
～クリーニング業界関西売上Ｎｏ．１※の信頼と実績～

【クリーニング】
※2013 年 7 月時点帝国データバンク調べ

国内クリーニング業界で初めて国際特許である「グラフト重合技術」を
衣類洗浄に用いることにより、
「消臭・防臭・抗菌」の効果を安全かつ強力に実現。
ノムラクリーニングだけのオリジナル「抗菌・においガード加工 Ｒ」を
ワイシャツ・ドライ商品に標準装備いたします。
■営業時間：８：００～２０：００
■運営会社：株式会社ノムラクリーニング

ｻ ｸ ﾗ

咲蔵 ＜店舗配置図⑥＞

【犬鳴叉焼包・和スイーツ】

～堺・泉州うまいもん～
「堺から美味しい」を届けたい想いで、堺東に日本料理・韓国料理店をオープンして７年。
じっくり甘辛く煮込んだ犬鳴ポークをもちもち生地で包んだ
「犬鳴叉焼包（チャーシューマン）
」を筆頭に、
地元「堺・泉州」の素材にこだわった惣菜、和スイーツを
ご用意しております。

新 業 態

■営業時間：１０：００～２０：００
■運営会社：株式会社テクノ大徳

アンスリー ＜店舗配置図⑦＞

【コンビニエンスストア】

通勤・通学・お出かけのシーンでお役に立つお店として、
手ごろでおいしいおにぎりや今話題の商品など、急な雨に困った時の傘のように、
お客さまのニーズにお応えできる商品を豊富に取り揃えている
コンビニエンスストアです。
■営業時間：６：００～２３：００
■運営会社：南海フードシステム株式会社

シエスタ ＜店舗配置図⑨＞
～和歌山に本店を構えるスイーツ店～
和歌山の卵、牛乳、みかん花はちみつでつくるチーズケーキ「シエスタチーズケーキ」
はメディアでよく紹介される看板メニュー。
その他、ロールケーキや焼き菓子など多数取り揃えています。

【スイーツ】
堺初出店

■営業時間：１０：００～２１：３０
■運営会社：有限会社ファーロ

ＴＨＩＮＫ ＦＵＴＵＲＥ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ａｃａｄｅｍｙ ＜店舗配置図⑫＞【英語専門スクール】
～進学塾立志館ゼミナールによる英語専門スクール～
「マンツーマン個別レッスン」と「グループレッスン」を組み合わせた、
小学生・中学生・高校生対象の実用英語特化型英語専門スクール。
英検、TOEIC、TOEFL などの検定試験対策を軸にしながら、
ネイティブ講師によるディスカッション、プレゼンテーション指導や
英文ニュース誌『ＴＩＭＥ』をはじめ、英語圏テキストも教材に用い、
「世界基準の教養を身につけたバイリンガル」の養成を目指します。
■営業時間：曜日により異なります
■運営会社：株式会社大阪教育研究所

新 業 態

