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   ２０２３年２月１６日 

南海電気鉄道株式会社 

 

～なんばパークス グランドオープン１５周年記念リニューアル～ 
①商業施設への初出店を含む、２６店舗が順次オープン 

②館内を“ジャイアントフラワー”で彩り、お客さまをお出迎え 

③アーティスト・中島 美嘉さんによるライブ＆トークイベントを４月９日に開催 

 

南海電気鉄道株式会社（社長：遠北 光彦）が経営する商業施設「なんばパーク

ス」は、グランドオープン１５周年記念として、「きもち高ぶる、ワンデイトリップ」をコン

セプトに、昨年春から約１年間かけて、リニューアルを進めてまいりました。 

このたび第４弾リニューアルオープンの物販店・飲食店等のオープンやイベントの

開催が決定しましたので、お知らせします。 
 

開業当初からこだわり、追求している「都市で生活を営む洗練された大人の男女」

をターゲットとした店舗を誘致したほか、大型のインテリアショップやカフェとリノベーションギャラリーが融合した

新業態・商業施設初出店となる店舗がオープンするなど、単に「モノ」を手に入れるのみにとどまらない豊かな

コミュニケーションの場を提供し、多様化するニーズやウォンツを満たすための機能を兼ね備えた商業施設を

目指します。 
 

また、２０２３年３月２０日（月）から各所で、館内を彩る“ジャイアントフラワー”がお客さまをお出迎えするほ

か、２０２３年４月９日（日）には、アーティスト・中島 美嘉さんによるライブ＆トークイベントを開催するなど、１５

周年記念リニューアルを華やかに演出します。 

なお、２０２３年３月１日（水）から、店舗情報やイベント情報の特設サイトを、なんばパークス公式ホームペー

ジ内に公開します。第４弾リニューアルの店舗詳細は別紙の通りです。 

※イベント・店舗のオープン日等、予告なく変更となる場合があります。 
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１．１５周年記念リニューアル第４弾 出店店舗について        

出店店舗：合計２６店舗 

 ・新規店１７店舗、移転店５店舗、改装店４店舗（新規店のうち、商業施設初出店３店舗、新業態３店舗） 

※店舗名、店舗概要は別紙をご参照ください。 ※一部オープン済の店舗があります。 

 

【注目店舗】 

オヴィ マーキーズ【３月１５日（水）オープン】※新業態 

Ovi はフィンランド語で扉という意味で、扉を一つ挟んだ内側（おうちのなかでつかうもの）と

外側（おうちの外にきていくもの）ふたつの世界がひとつになったおみせ、というコンセプトのセ

レクトショップです。ベビーアイテムからキッズ、大人、服飾雑貨などの取り扱いがあります。 

 

スクールバスコーヒーストップ【３月２４日（金）オープン】※新業態・商業施設初出店 

自家焙煎のコーヒーとともに、自家製スイーツやパン、焼き菓子などが楽しめるアメリカンスタ

イルのコーヒースタンド。店舗内には、通常のカフェスペースに加えて、店舗の３分の１の広さを

有する「リノベーションギャラリー」を併設。リノベーションを手掛ける SCHOOL BUS 空間設計の

施工事例やジオラマ展示などリノベーションを楽しく知れるスペースを作りました。本場アメリカを

再現した空間を堪能しながら、ゆったりとした時間をお過ごしください。 

 

アニエスベー【３月２４日（金）オープン】 

アニエスベーは、１９７６年にパリのルー デュ ジュールに第１号店をオープンしました。その

後、タイムレスな衣服で有名になり、毎年人々を魅了するデザインを世に提供しています。彼女

は、男女子ども問わず誰にでも似合い、長く着ることができるデザインの服を作ることで、着る人

の個性を引き出します。 

 

フェリージ【３月２４日（金）オープン】 

１９７３年にイタリアのフェラーラで創業したバッグ・革小物ブランド。ベジタブルタンニンなめしの

ナチュラルレザーや、上質なナイロンなど厳選された素材を使用し、職人の手作業により丁寧に

作り上げています。 

店舗デザインには、「モダンクラシックかつラグジュアリー」といったキーワードをもとに、曲線的

なディテールを取り入れながらも、華美な装飾は施さずにシンプル形状を捉えることで店内からも

イタリアの雰囲気を感じて頂けるデザインとなっています。 

 

アクタス【４月２１日（金）オープン】 

オリジナルからインポートブランドまで、永く大切に使い続けることのできるシンプルで温かみの

ある家具を中心に、暮らしを彩る小物雑貨やグリーン、ボディケア、フードに至るまで、衣食住幅

広い商品を取り扱うライフスタイルストアとして、「丁寧な暮らし」を皆さまにご提供しています。 

 

リビングハウス【４月２１日（金）オープン】 

リビングハウスは「心ひろがる世界に住もう。」をコンセプトにテーブルやソファなどの家具からア

ート、クッションなどのインテリア雑貨まで暮らしを彩るアイテムを豊富にご用意しております。 

使いやすさ、心地良さ、トレンド感を大切にしたリビングハウスらしいアイテムがお客さまおひとりお

ひとりの暮らしをさらに豊かにします。 

※画像はイメージです 
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２．パークスガーデンならではの「フラワー」で、お客さまをお出迎え                     

 商業施設の屋上庭園としては、国内最大級の規模を誇り、約５００種類以上の多種多様な草花が生息する 

「パークスガーデン」。１５周年記念リニューアルでは、パークスガーデンならではの「フラワー」でお客さまをお

出迎えします。 
 

「ジャイアントフラワー」で館内を装飾 

１５周年記念リニューアルを実施したなんばパークスに

お越しになるお客さまを華やかにお出迎えするべく、ジャ

イアントフラワーアーティスト・MEGU さんによる、大きく華

やかに咲いた“ジャイアントフラワー”で彩ります。 

館内各所のフォトブースをはじめ、ウィンドウディスプレ

イ等でも同モチーフを展開します。 
 

 

・期 間：２０２３年３月２０日（月）～５月７日（日） 

・場 所： ２階 インフォメーションエリア 

 ３階 パークスガーデンインフォメーション＆ボタニカルショップ前 

 ４階・５階 センターブリッジ 

       ※２階、３階のジャイアントフラワーは、右記イメージのようにフラワーの中に入ることができます。 

ぜひフラワーの中に入って写真を撮影してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです 

【MEGU さんプロフィール】 

生花のプロフェッショナルとして、活躍している中で、新たな表現方法を追求し、生花や華道の 

伝統や美学を根底にした「花」を「紙」で創作するジャイアントフラワーというジャンルを開拓し、 

２０１５年に PETAL Design（ペタルデザイン）を設立。 

 自由な発想、多様な手法で商業施設、企業プロモーション、イベント、CMなど各方面で 

デザイン・制作を行う。 
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３．アーティスト・中島 美嘉さんによるライブ＆トークイベントの開催          

 アーティストとして、女優として、そしてファッションリーダーとして、国内の

みならずアジア各国でも注目されているアーティスト・中島 美嘉さんをお

呼びし、「中島 美嘉ライブ＆トークイベント」を開催します。 

当日は、中島 美嘉さんのライブを行うほか、ご自身のライフスタイル・フ

ァッションに関する話や大阪・なんばにまつわる思い出などをお話しいただ

くトークイベントを行います。 

また、なんばパークス館内放送で、中島 美嘉さんが１５周年記念リニュ

ーアルをお祝いするなど、１５周年記念リニューアルを共に盛り上げてい

ただきます。 

 

・日 時：２０２３年４月９日（日） １４時～ （約１時間<予定>） 

・場 所：なんばパークス２階キャニオンコート 

・内 容：アーティスト・中島美嘉さんによるライブ＆トークイベント 

・観 覧 料：無料 

  ※天候等の諸事情により、内容の変更・中止となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．「ダッドウェイ プレイ スタジオ」お子さま一時預かりサービス開始                    
 

５階「ダッドウェイ プレイ スタジオ」では、３歳～６歳のお子さまを対象に、お子さまだけをお預かりするサー

ビス「チャレンジコース」を２０２３年４月１日（土）から開始します。 

専任のプレイリーダーが、お子さまの好奇心や探究心に寄り添いながら、一緒に遊具で遊んだり、絵本を読

み聞かせたり、ワークショップの体験にチャレンジするコースです。 

お子さまをお預けしている間は、なんばパークス内でのショッピング等でご自分の時間をお楽しみいただき、

リラックスした時間をお過ごしいただけます。お預かり時間は最長３時間まで（１時間＋２時間延長）です。 
 

 サービス開始日：２０２３年４月１日（土）～ 

営業時間：１１時～２０時 

料 金：【チャレンジコース】 

 

 

【中島 美嘉さんプロフィール】 

 ２００１年フジテレビドラマ「傷だらけのラブソング」で主演デビュー。その類い稀なるビジュアルと歌声で一躍

人気を博す。 

 以降「雪の華」、「GLAMOROUS SKY」など数多くの大ヒット曲を発表し、その唯一無二の存在感と影響力で国

内外の映画・ドラマ・ファッションなど多岐に渡り活躍。 

 近年は様々なジャンルのライブ活動を精力的に展開し、圧巻のパフォーマンスと表現力で注目を集める。 

 

1時間 延長（30分ごと） 1時間 延長（30分ごと）
¥1,800 ¥500 ¥2,000 ¥600

平日 土日祝
こども

（３歳～６歳まで）
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【ご参考】なんばパークス グランドオープン１５周年記念リニューアル第１弾～第３弾 
 

リリース日 タイトル 報道発表資料 

２０２２年 

２月１７日 

（第１弾） 

～なんばパークス グランドオープン１５

周年記念リニューアル～  

「きもち高ぶる、ワンデイトリップ」をコン

セプトに掲げ 全４弾にわたり、２０２３

年春まで約１年間かけてリニューアル  

第１弾：今春にかけて１９店舗リニュー

アル 

https://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/220217.pdf 

２０２２年 

６月９日 

（第２弾） 

～なんばパークス グランドオープン１５

周年記念リニューアル【第２弾オープン

店舗紹介】～ 記念リニューアルの注目

店舗「アルペンアウトドアーズ」オープン

日決定 

https://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/220609_1.pdf 

２０２２年 

９月８日 

（第３弾） 

～なんばパークス グランドオープン１５

周年記念リニューアル～  

第３弾リニューアルでは、生活雑貨専

門店の「ロフト」がオープン 

https://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/220908.pdf 

 

◆なんばパークス概要 

所 在 地： 大阪市浪速区難波中２－１０－７０ 

開 業 日： ２００３年１０月７日 

 （全館グランドオープン：２００７年４月１９日） 

延床面積： ２４３，８００．００㎡  

営業時間： 物販 １１時～２１時  

        飲食 １１時～２３時 

※一部店舗により異なる 

 

 
 

以上 

https://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/220217.pdf
https://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/220609_1.pdf
https://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/220908.pdf


別紙

◆１月・２月オープン
新店舗名　

業　種 フロア

出店者名

クオリネスト

メンズ・レディス・シューズ・服飾雑貨 ３階

㈱ベネクシー １月２１日オープン

バダンバル―

ヒーリングサロン ７階

㈱ボディワーク １月２６日オープン

マークスアンドウェブ

自然派コスメ・生活雑貨 ３階

㈱マークスアンドウェブ ２月２２日オープン

◆３月オープン
新店舗名　

業　種 フロア

出店者名

フェフェ

キッズ・雑貨 ５階

㈱テル・ア・テール ３月１日オープン

ヴィレッジヴァンガード

書籍・CD・DVD・雑貨・トイ•ファッション ５階

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション ３月１日オープン

ロックス

メンズ・レディス ４階

㈱オージー ３月３日オープン

ポーカーフェイス

眼鏡・サングラス ４階

㈱POKER FACE ３月３日オープン

ジョンブル リミテッドストア”ファインドユアデニム”

メンズ・レディス ４階

㈱ジョンブル ３月４日オープン

印

メンズ・レディス ４階

㈱ラウンドアバウト ３月１０日オープン

オヴィ マーキーズ

キッズ・レディス・雑貨 ３階

㈱マーキーズ ３月１５日オープン

エマフランシス

シューズ・服飾雑貨 ３階

㈱Jay Jay Japan ３月１７日オープン

エテ

ブライダル・ファッションジュエリー ３階

㈱ミルク ３月１７日オープン

ストスト+

メンズ・レディス・ゴルフファッション ３階

㈱一条 ３月１７日オープン

メリープ

ヘッドスパ ３階

㈱カットサロンナンバ ３月１７日オープン

オーライト

ヘアケア・スキンケア ３階

㈱b-ex ３月１７日オープン

パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク

カフェ ４階

(有)コンテンポラリープランニングセンター ３月中旬オープン

アニエスベー

メンズ・レディス ２階

アニエスベージャパン㈱ ３月２４日オープン

フェリージ

バッグ・革小物・ゴルフファッション ２階

㈱フィーゴ ３月２４日オープン

タワーレコード

CD・DVD・書籍・雑貨 ４階

タワーレコード㈱ ３月２４日オープン

スクールバスコーヒーストップ

カフェ・リノベーション ５階

スクールバス空間設計㈱ ３月２４日オープン

国内外の人気ブランドから希少性の高いハンドメイドフレームまで上質でハイスタイルなアイウェアを厳選。
見るためのツールとしてはもちろん、個性を表現するアイテムとして、最新アイウェア・スタイルを発信します。
★取り扱いブランド：フォーナインズ、アイヴァン、EYEVAN7285、ayame、MOSCOT、JULIUS TART OPTICAL、10EYEVAN、DITA、THE
WHITE SCREEN、他

ジョンブルこだわりのデニムが揃うポップアップショップ 『FIND YOUR DENIM』 が期間限定にて開催。今シーズン旬なデザイン、シルエット
はもちろん、過去の名作アーカイブモデルもご紹介いたします。
豊富なデニムラインナップから自分のライフスタイルにマッチするお気に入りの一本を是非見つけてみてください！

国内外問わず、世界中からユニークなカジュアルウエアやグッズをセレクトし、ファッションだけでなく、
デザイン、カルチャーなどもクロスオーバーさせることで独自のライフスタイルを提案。
あなた自身のライフスタイルにおいて提案者でもあり共鳴できるパートナーであり続けます。

Oviはフィンランド語で扉という意味で、扉を一つ挟んだ内側（おうちのなかでつかうもの）と外側（おうちの外にきていくもの）ふたつの世界
がひとつになったおみせ、というコンセプトのセレクトショップです。ベビーアイテムからキッズ、大人、服飾雑貨などを取り揃えています。

●

◎
★

台湾発のグリーンコスメブランド、「O’right/オーライト」。
積極的に自然由来の原材料を使用し、製品そのものだけでなく製品の製造過程においても環境負担の少ない手法を取り入れ、地球に、
人にやさしいブランドです。

◎

「これまで経験・体験したことのない新たな快適」をテーマにフットウェアをメインにヘッドウェア、バッグなど国内・海外問わず厳選されたブ
ランドを展開するセレクトショップ。
ファッションのみならず機能や生産背景、サステナビリティといった部分までコダワリとカイテキが備わった商品をOne to Oneフィッティング
でお届けします。

インポートセレクトショップ・rocks。イタリアブランドを中心に洗練された大人のカジュアルファッションをご提案します。素材やディティール
にこだわった長く愛用できる”本当にいいもの”を厳選してセレクトしています。
取り扱いブランド　DONDUP,LIUJOなど。

○

大阪最大級のヴィレッジヴァンガード！
アパレルあり、キッズあり、おバカ雑貨あり！
家族で、職場の同僚と、友達と、楽しんで遊べる空間を作っています。ぜひふらっとお立ち寄り下さい！

●

靴作りの街、神戸で作られたエマフランシスのバレエシューズは
クッション性の高いインソールでまるで素足のような柔らかな履き心地が特徴です。

◎

●

◎
★

店舗の特徴

◎新規店
○移転店
●改装店

■商業施設初
★新業態

◎

店舗の特徴

◎新規店
○移転店
●改装店

■商業施設初
★新業態

◎

癒しの楽園・バリをコンセプトにしたリラクゼーションサロン。南国の花や植物の香りに包まれた空間で日常の疲れを心地よくときほぐしま
す。バリ島に古くから伝わるクリームバス、アロマトリートメント、リフレクソロジーなど心身ともにリラックスできるメニューを揃えて皆さまを
お待ちしております。

○

「何気ない日常が、かけがえのない思い出に」をメインコンセプトに、独自の世界感とカラーの組み合わせが特徴の注目ブランド。ファミリー
で幅広く楽しめるよう、「 思い出に残るベビーギフト」「幅広い品ぞろえのスクールグッズ」「心が躍るキッズ向けのお洋服」「ファミリーシーン
を彩るホーム・トラベルアイテム」の４つのカテゴリーを展開しています。

2000年に東京で生まれたマークスアンドウェブ。植物の恵みを生かしたフェイスケア・ボディケア・ヘアケアをメインに、天然精油の芳香浴
アイテム、オーガニックコットンタオルや天然木のグッズなど、ライフスタイル雑貨もラインナップ。年齢や性別に関わらず自分らしく暮らしを
楽しみたい方へ向けて、生活を豊かにするデイリープロダクトを提案しています。フォーマルギフトからプチギフトまで、各種のギフトとして
もおすすめです。

【なんばパークス リニューアルオープン店舗】

自家焙煎のコーヒーとともに、自家製スイーツやパン、焼き菓子などが楽しめるアメリカンスタイルのコーヒースタンド。店舗内には、通常の
カフェスペースに加えて、店舗の３分の１の広さを有する「リノベーションギャラリー」を併設。リノベーションを手掛けるSCHOOL BUS 空間
設計の施工事例やジオラマ展示などリノベーションを楽しく知れるスペースを作りました。本場アメリカを再現した空間を堪能しながら、ゆっ
たりとした時間をお過ごしください。

◎
■★

●

○

NO MUSIC, NO LIFE. "音楽があることで気持ちや生活が豊かになる"という事を体現していくこと、いつも「音楽」自体を応援し、「音楽」を
元気にしていくことを店頭から発信していきます。新たな音楽との出合いの場を提供し、J-POP/J-INDIES/K-POP/洋楽/クラシックなど幅
広いジャンルを取り揃えトレンドから名盤までも網羅するとともに、店舗限定施策やイベント実施などから、音楽と音楽が関わるあらゆるお
客様の「LIFE」を、ぜひタワーレコードで見付けてください。

◎

アニエスベーは、1976年にパリのルー デュ ジュールに第1号店をオープンしました。
その後、タイムレスな衣服で有名になり、毎年人々を魅了するデザインを世に提供しています。
彼女は、男女子ども問わず誰にでも似合い、長く着ることができるデザインの服を作ることで、着る人の個性を引き出します。

◎

1973年にイタリアのフェラーラで創業したバッグ・革小物ブランド。ベジタブルタンニンなめしのナチュラルレザーや、上質なナイロンなど厳
選された素材を使用し、職人の手作業により丁寧に作り上げています。店舗デザインには、「モダンクラシックかつラグジュアリー」といった
キーワードをもとに、曲線的なディテールを取り入れながらも、華美な装飾は施さずにシンプル形状を捉えることで店内からもイタリアの雰
囲気を感じて頂けるデザインとなっています。

「Always，my favorite one.」いつも自分らしさを大切に。❝ジュエリーをもっと自由に楽しんで頂きたい❞という想いのもと、シンプルな美しさ
を讃えながら、ひとさじの遊び心を添えたジュエリーを展開。

ストスト+はゴルフウェア専門のリユースショップです。人気のゴルフアパレルブランドを多数取扱っています。ウェアだけでなく、カートバッ
グや帽子、シーズンに合わせたファッション小物を幅広く展開。1点1点手作業でメンテナンスをした、良質なリユースウェアのみを厳選して
お届けします。
ストスト＋ならではの新しいゴルフウェアのスタイルをご提案いたします。
ブランドの垣根を超えた自由な組み合わせでゴルフファッションをより「あなたらしく」、より「自由に」お楽しみください。

◎
■

睡眠をテーマに「脳を癒す」完全無水のドライヘッドスパ専門店meleep
meleep独自の本格技術で、眠りが浅い/肩こり/目の疲れ/頭痛/頭皮環境が気になる方、表情筋のたるみを改善したい方に「独自の睡眠
スパ」で脳のコリをほぐします。
『気づかぬうちに訪れる未体験の寝落ち』はmeleepならではの極上体験。ふわふわと気持ちよく、贅沢な眠りに落ちていく『大人が眠る魔
法のヘッドスパ』をあなたに。日頃の様々な疲れやお悩みへより一層効果を高めるために、何も考えずゆっくりとリラックスしてお過ごしくだ
さい。

◎
■

◎

外はカリッと香ばしく、食べるとふわふわ・もっちりとした食感のパンケーキ専門店。大自然の美味しさが凝縮された北海道産ミルクと、純国
産のこだわり卵を贅沢に使用し、ここでしか味わうことのできない特別なパンケーキをつくりあげています。デザートパンケーキからお食事
パンケーキまで幅広いバリエーションをご用意。オーダーが入ってからひとつずつ丁寧にオーブンで焼き上げるパンケーキを、さあ、召し
上がれ。

◎



◆４月以降オープン
新店舗名　

業　種 フロア

出店者名

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾚｰﾍﾞﾙﾘﾗｸｼﾝｸﾞ

メンズ・レディス・キッズ ３階

㈱ユナイテッドアローズ ４月２０日オープン

アクタス

家具・インテリア雑貨 ２階

㈱アクタス ４月２１日オープン

リビングハウス

インテリア ２階

㈱リビングハウス ４月２１日オープン

セーブマイバッグ

バッグ ３階

㈲ルイコレクション沖縄 ４月上旬オープン

リゲッタ

シューズ ５階

㈱リゲッタ ４月オープン

スポーツデポ

スポーツ用品・ファッション ４階

㈱アルペン ２０２３年夏オープン

※記載内容は都合により変更となる場合がございます。

2013年イタリアのベルガモでSave My Bagは誕生しました。最初はBagを(SAVE)保護する為に考え出されたバッグで、存在自体が非常に
ユニークで保護する為のバッグを超越しブランドとしての展開が始まりました。Save My Bagの魅力はその現代的で奇抜、遊び心とエレガ
ントさを兼ね揃えたデザインと構造にあります。
素材はPoly-Fabric with Lycra® (ポリファブリックウィズライクラ)［ポリスチレン50％・ポリアミド40％・ポリウレタン10％］ 当社の特許取得済
みの素材です。ネオプレンよりもさらに軽い超ソフトなブレンド生地。軽くて弾力性・伸縮性があり、手洗い可能な素材です。生地は全てイタ
リアのベルガモで生産されており、仕上げもベルガモにあるSAVE MY BAGの工場で行っております。Made in Italy！！

◎リビングハウスは「心ひろがる世界に住もう。」をコンセプトにテーブルやソファなどの家具からアート、クッションなどのインテリア雑貨まで
暮らしを彩るアイテムを豊富にご用意しております。
使いやすさ、心地良さ、トレンド感を大切にしたリビングハウスらしいアイテムがお客さまおひとりおひとりの暮らしをさらに豊かにします。

近年、スポーツで使われる機能性の高いアイテムを日常のファッションに取り入れるなど、スポーツはライフスタイルの一部として浸透して
おり、市場は広がりを見せています。こうした背景を踏まえ、今回オープンするスポーツデポでは「スポーツライフスタイルの提案」をコンセ
プトに、新しい店舗作りを実現しています。スポーツウェア・シューズ・バッグなどスポーツファッションコーディネート、野球・ソフトボール・
サッカー・バスケットボール・バレーボール、テニス・バドミントン・卓球用品などは、専門店があるような信頼できるサービスを提供します。

Re:getA（リゲッタ）「下駄（Geta）をもう一度（Re:)」
ブランドの由来にもなっていて、実は機能的な履き物である下駄を、硬いアスファルトを歩く現代人が楽しく歩けるように人間工学に基づい
た技術とアイデアで再設計し作られた大阪発のコンフォートシューズブランドです。

◎新規店
○移転店
●改装店

■商業施設初
★新業態

◎アクタスは、ヨーロッパのモダンインテリアを中心に国内における輸入家具の草分けとして1969年に創業いたしました。
オリジナルからインポートブランドまで、永く大切に使い続けることのできるシンプルで温かみのある家具を中心に、暮らしを彩る小物雑貨
やグリーン、ボディケア、フードに至るまで、衣食住幅広い商品を取り扱うライフスタイルストアとして、「丁寧な暮らし」を皆様にご提供して
います。

店舗の特徴

◎

〇

Be happy ～ココロにいいオシャレな毎日～
訪れるたびに新しい発見があって、心が豊かになる「モノ」「コト」を提案するブランドです。
自分らしく心地よい毎日を過ごしたいと願う男女に向けて、ほどよいトレンド感のあるビジネス・カジュアルウエア、キッズウエア、生活雑貨
を展開しています。

○

◎


