
 

 

 

 

 

マロニエゲート銀座 2&3 ストアコンセプト  銀座おしゃれナビＧＡＴＥ 

「マロニエゲート銀座 2&3」では、20歳代～40歳代の働く女性とおしゃれママをターゲットに、年齢もライフスタイル 

も幅広い女性のお客様にご満足いただける商業施設を目指します。 

 
新店舗のポイント ※すべてマロニエゲート銀座 2 

 
① ファッション雑貨の充実 
ファッション雑貨が根強く人気がある中、「洋服だけ」「靴だけ」というアイテム別ではなく、自分の好みのブランドの中から 

小物も一緒に選びたいというニーズにこたえ、各ブランド、雑貨の充実を図りました。 

＜例＞ 

【4F】 アルモフィーネ ブティックニコル、グラズ…等 （洋服＋雑貨） 

【3F】 ロぺ、ボッシュスーペリアエディション、キワシルフィー…等 （洋服＋雑貨） 

【2F】 ラドリーロンドン、イアンヌ…等 （バッグの新出店ブランド） 
【B1F】 各シューズブランドでバッグなどの雑貨が充実 

 
② コスメの充実（1F） 

従来はメイクアップ関連商品が中心でしたが、素肌美を高めたいというお客様の声を受け、スキンケアブランドを強化しました。 

＜例＞ 

 ファンケル、クレ・ド・ポーボーテ、シセイドウ…等 

 

③ 美と健康のフロア（B2F） 
ヨガ・ラン・フィットネス等の女性向けのウェアや雑貨を集積したほか、身体の内側からキレイになれるフーズやサプリの店舗を集めました。 

 
④ パーツを組み合わせて自分だけのプチカスタマイズ 
 決まった型に好きな素材や色を組み合わせ、オリジナリティのあるアイテムを気軽に作れる「プチカスタマイズ」を揃えました。 

＜例＞ 

【2F】イアンヌ（バッグ） 

【3F】ロペ（バッグ、ベルト、シューズ）／アンビエントディライト（ワンピース） 

【B1F】バークレー（シューズ） 

 
⑤ ゆったりお買い物ができる設計に！（ベビーカーにも優しい） 
各フロアの通路を広げ、店舗内もゆったりとした設計にしました。（昨年 4月：141店舗 → 今回 114店舗に変更） 

2・3・4Fのエスカレーター脇にはレストスペースを新設したほか、ドレッサールームも新しく設けました。 

 
 
新店舗のコンセプト 
   
●SNS とデジタルサイネージで最新のおしゃれコーディネートを発信 
 ハッシュタグ「#マロニエデビュー」を付けて SNSに投稿すれば、館内のサイネージに掲載される新たな仕組みを使い、 

各ショップのトレンド・売れ筋・お勧めのコーディネートをスタッフがご紹介！ 

人気の着こなしもひと目でわかります。 

 

マロニエゲート銀座 2の 2Fには、SNS投稿にぴったりの素敵な写真が撮れるフォトブース「SNSスポット」を新設しました。 

オリジナルカードに印刷した写真のプレゼント（SnSnap）や、館内サイネージ掲出もお楽しみいただけます。 

 
●おしゃれママ応援隊 発足 
 マロニエゲート社の子育て中の時短ママ社員（現在は 4人）が、銀座に来られる「おしゃれママさん」に楽しくショッピング 

をしていただけるように、また、こんなサービスがあったらいいなというママの希望を叶えられるようにナビゲートします。 

子育てしながら、「ちょっとだけでも働きたい」「社会とつながっていたい」「銀座が大好き」というおしゃれママさんのために、 

プチジョブ体験をご提供いたします。 

まずは、ママが運営する NPO法人「いろむすびカフェ」と提携し、グランドスタートの「おもてなしドリンクサービス」の 

お手伝いをしていただきます。 

 
 



 

 

ショップ紹介   
全 123店舗 

※NEW ショップは 32 店舗。うち銀座初登場が 18 店舗  

○マロニエゲート銀座 2 フロア紹介 

 

【１F】いつもとちがう”思いがけない私”が見つかるコスメ・アクセサリーとファッション雑貨のフロア 

ショップ名 カテゴリー コメント 

銀座初登場/NEW 

HUGO&VICTOR 

（ユーゴ ・アンド ・ヴィクトール） 

フーズ／  

イートイン 

パリでいま最も注目を集めるパティスリー＆ショコラトリー。厳選素材を使用した、斬

新でクリエイティブ性あふれるスイーツの販売とともに、テイクアウトメニューも展開し

ます。 

銀座初登場/NEW 

MONCEAU FLEURS 

（モンソー フルール） 

フラワー 1965年、パリ生まれのフラワーショップ。日々の生活を豊かにする新鮮なお花をご

用意しています。パリジェンヌのようにお洒落にお花を選ぶ、そんな楽しい時間を提

供します。 

銀座初登場/NEW 

ＶＥＮＤＯＭＥ ＡＯＹＡＭＡ ＤＵＯ     

(ヴァンドーム アオヤマ デュオ） 

ジュエリー／

ファッション

雑貨 

日常使いのできる上質で瑞々しいジュエリーを提案する「ヴァンドーム青山」と、ギフ

ト選びの楽しさでハッピーをシェアする「VA ヴァンドーム青山」の融合ショップです。                                                                                      

【限定商品】リュールシリーズ限定デザイン（プラチナ 40ｃｍダイアモンド 10石） 

64,800円（税込）                

MG オンリー 

CLINIQUE 

（クリニーク） 

コスメ コンセプトは「エディトリアルルーム（編集室）」。雑誌 VOGUEにブランドの起源をも

つクリニークが創る新ショップは、まるで雑誌やインターネット記事を読む感覚です。

編集者視点でスマートにまとめた今ほしいキレイのコンテンツを、お店を見て回るだ

けで手に入れることができます。 

【限定プレゼント】8,640円(税込)以上買い上げでオリジナルトートバッグプレゼント 

NEW 

FANCL 

（ファンケル） 

コスメ 無添加スキンケアと無添加メイク、サプリメントを扱うセルフ＆カウンセリングのショッ

プ。キレイと元気をカラダの内と外から応援します。                                                                                 

【限定プレゼント】3月 15日（水）先着 500名にファンケルオリジナルの青いスイト

ピー「ビューティーブルー」をプレゼント  

MG オンリー 

Samantha Thavasa Petit Choice & 

Samantha Tiara 

（サマンサタバサプチチョイス＆サマン

サティアラ）  

財布／   

ジュエリー／

バッグ 

サマンサタバサプチチョイスとサマンサティアラの複合店が初オープン。 

【限定商品】 長財布 16,740円(税込) ミニ財布 11,880円(税込) ネックレス

36,720円(税込) 

NEW 

 CHICCA  

（キッカ） 

コスメ 2008年に誕生した、大人の女性のためのトレンドメイクブランド。NY在住のメイクア

ップアーティスト吉川康雄をブランドクリエイターに迎え、誰かになるのではなく「あな

たがきれい」をコンセプトにご自身の美しさを最大限に引き立てる“インビジブルメイ

ク”を提案します。 

【限定プレゼント】対象商品をご購入のお客様にオリジナルノベルティをプレゼント 

NEW 

 cle de peau BEAUTÉ   

（クレ・ド・ポー ボーテ） 

コスメ 最先端の肌サイエンスと日本の美意識、フランスのモダンなエレガンスを取り入

れ、進化し続けるスキンケア・メイクアップブランド。その名には「肌の鍵」という美し

い響きと共に「未知の美しさの扉をあける」という思いを込めています。ベースメーキ

ャップ全商品を自由に試せる「ベースメーキャップスタンド」を初設置。初めてブラ

ンドを訪れる方にも商品構成がわかりやすく、自由に試せるスペースです。 

NEW 

EAU DOUCE 4℃ 

（オデュース ヨンドシー） 

ジュエリー／

アクセサリー 

ジュエリーブランド『4℃』の姉妹ブランド。トレンド感溢れるジュエリーからブライダル

リングまで取り揃えたショップです。                                                                                              

【限定商品】あり                                                                                                     

【限定プレゼント】フレグランスミストプレゼント  



 

 

NEW 

 LUNASOL 

（ルナソル） 

コスメ ていねいに色を重ねるほどに、こころまで洗われるような気分に導かれる「上質な

女」を引き出すメイクブランドです。 

【限定プレゼント】8,000円以上のお買い上げで、オリジナルノベルティをプレゼント 

NEW 

 Ｍ･Ａ･Ｃ 

（マック） 

コスメ カラーバリエーション、幅広い質感、クオリティの高いメイク製品を提供するととも

に、ファッションと密接に関わりながら、常にビューティーのトレンドをリードします。 

NEW 

 SHISEIDO 

（シセイドウ） 

コスメ 全世界 88の国と地域で共通のプロダクトとイメージを展開するただ一つの化粧品

ブランドが私たち SHISEIDOです。肌本来の働きをすこやかにするスキンケアとその

人自身の魅力を表現するメイクアップで、人の内なる美しさを引き出します。 

AGATHA PARIS 

（アガタ パリ） 

ジュエリー／

ウォッチ 

「シックなデザインをアクセシブルに」をモットーに、Michel Quiniou（ミッシェル・キニ

ュー）が 1974年 パリ 6区モーニュ通りにオープン。エスプリの詰まったデザインと

エッジの効いたセンスで、世界中の女性に愛されています。よりモダンに生まれ変

わった新コンセプトの日本 1号店。定番アイテムに加えて、トレンドにも寄り添った新

しいコレクションを発表します。                                                                                            

【先行販売】「パリ エ ユンヌ フェット」ネックレス 1連：15,120円（税込） タッセ

ル付：18,360円（税込）             

ANGELINA 

（アンジェリーナ） 

ケーキ／ 

焼き菓子 

1903年創業。ココ・シャネルなどの著名人や社交界、パリの貴族階級の華と呼ば

れる人々に愛されています。                                                                                        

【限定商品】モンブラン 4種スペシャルセット 1,296 円（税込） 定番のモンブラン

と、ショコラ、桜、カシスの 4種類の味が楽しめる、スペシャルセットです。 

bareMinerals 

（ベアミネラル） 

コスメ ミネラルコスメのパイオニアとしてベースメイクからスキンケアまでミネラルにこだわ

った製品開発を続けています。自然な美しさで肌をヘルシーに輝かせます。 

ete 

（エテ） 

ジュエリー／

ウォッチ 

｢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

楽しんでいただきたい＂という想いのもと、シンプルな美しさをたたえながら、ひとさ

じの遊び心を添えたジュエリーを展開します。 

Fashion Spice 

（ファッション スパイス） 

ファッション

雑貨 

エントランスからも「季節や旬」を感じられるようゾーニングし、「新しい発見、選ぶ楽

しみ、巡る喜び」を感じていただける商品を提供します。                                                                                 

【イベント】3月 14日（火）・15日（水）・16日（木）ほぐし傘カスタムオーダー 生

地、手元、タッセルを選び、オリジナル傘作成。12,960 円（税込） 

Fun Duce 

（ファンデュース） 

ファッション

雑貨 

ファッションの中心となる NEW YORKの雑貨を中心にセレクトしたバッグやポーチグ

ラス等、ギフトにもぴったりな幅広いアイテムをご紹介します。 

JILL STUART 

（ジルスチュアート） 

コスメ INNOCENT SEXY。少女だけがもつ透明感、大人の女性に漂うセクシーさ。女の子

に同居するイノセントとセクシーを絶妙に引き出し、最高の「かわいい」をかなえま

す。 

L'OCCITANE 

（ロクシタン） 

コスメ 厳選された植物素材を使用したフレグランスやスキンケア製品などを通じて、南仏

プロヴァンスの暮らしを提案するライフスタイルコスメティックブランドです。                                                                            

【限定商品】ハッピーバッグ販売 

Luria4℃ 

（ルリア 4℃） 

財布／  

バッグ 

ジュエリーのようにキラキラときらめくジュエルパースをお届けする「Luria4℃」。 

自然が作り出す繊細なカラー、そっと手になじむ上質感。触れるたび、毎日が輝き

に満たされますように。 



 

 

Maxi  

 (マキシ） 

ジュエリー／

ウォッチ 

ハワイの伝統的な彫り柄に現代的なモダニズムを融合させた新しいスタイルのハワ

イアンジュエリーです。 

【限定商品】プリンセス彫り柄チェーンリング 33,480 円(税込) 他 

【限定プレゼント】32,400円(税込)以上お買い上げでオリジナルスマートフォンケー

スプレゼント。 

NOJESS 

（ノジェス） 

ジュエリー／

ウォッチ／ 

ファッション

雑貨 

時代をとらえ変化を続けながら自由な発想でひとつひとつ個性があるものを提案す

る「ノジェス」。 

【限定商品】ピンキーリング「偶然の出会い～serendipty～」                                                                                                  

【限定プレゼント】21,600円(税込)以上お買い上げでオリジナルジュエリートレーを

プレゼント。 

RMK 

（アールエムケー） 

コスメ 世界中のトップクリエイターが集まる N.Y.の最新ビューティをベースに、独自の発想

からつくり出されるアイテム。健康的かつ洗練されたナチュラルメイクをご提案しま

す。今年で 20周年を迎えます。 

shu uemura 

（シュウ ウエムラ） 

コスメ 日本美容界のパイオニアとして知られるメイクアーティスト植村秀創業のブランド。

豊かな色彩と質感、自由な発想でメイクアップを描き楽しみながら自分だけの美し

さと出会えます。 

【イベント】3月 18日（土）・19日（日）各日 11時～19時（ご予約優先）専属メイ

クアップアーティストによるイベント 

【限定プレゼント】16,200円（税込）以上お買い上げでオリジナルバッグプレゼント 

SWAROVSKI 

（スワロフスキー） 

ジュエリー／

ウォッチ 

1895年創立の世界的クリスタルブランド。 

【限定プレゼント】15,000円(税込)以上お買い上げ先着 80名にクリスタル付きオリ

ジナルノートプレゼント 

VECUA Honey 

（ベキュアハニー） 

コスメ 「蜂蜜の森」をコンセプトに、20～30歳代を中心とした女性に向けたライフスタイル

を提案するナチュラルコスメブランド。 

【限定商品】「オープニング限定キット」販売。 

 

 

【2F】等身大の自分を楽しむ働く女性のためのフロア 

ショップ名 カテゴリー コメント 

銀座初登場/NEW 

IANNE  

（イアンヌ） 

バッグ／  

ファッション

雑貨 

2012年にパリでデビューしたバッグブランド。 

【カスタムバッグ】前面、後ろ面、底とサイドを別々に選び、ジッパーでつないで作る

カスタマイズ型のトートバッグ登場！ 

【限定プレゼント】お買い上げに関わらず、3月 14・15日にご来店いただいた方

へ、先着 400名に「IANNE クッキー」プレゼント 

銀座初登場/NEW 

RADLEY LONDON 

（ラドリー ロンドン） 

 バッグ／ 

ファッション

雑貨 

遊び心のきいたデザインが特徴的な、ロンドン発のバッグブランド。デイリーライフ

を楽しませてくれる美しさと、身体にフィットする心地よさ、そして高い実用性を兼

ね備えている品を提案します。 

MGオンリー 

Laisse Passe Room 

（レッセ・パッセ ルーム） 

レディス 公式オンラインストア「Laisse Passe Room」のリアルショップ 1号店が OPEN。 

特別感のあるレッセ・パッセルーム限定商品やシーンに応じたお洋服を多数展

開します。                                                                                           

【限定商品】フラワープリント 25,920円（税込）                                                                                                                                

【限定プレゼント】23,760円（税込）以上買い上げでタンブラーをプレゼント。 



 

 

NEW  

Samantha Thavasa Deluxe 

(サマンサタバサデラックス） 

バッグ／  

ファッション

雑貨 

「日常を格上げするエレガンス」がテーマ。シンプルながらも、作りの良さが品をう

かがわせる洗練されたバッグを全ての働く女性に向けて提案します。 

23区・組曲 バッグ 

（ニジュウサンク・クミキョク バッグ） 

バッグ／  

ファッション

雑貨 

世代超えて、シーンを超えて、広く長く愛されるバッグを提案します。 

【限定プレゼント】レザーバッグシリーズお買い上げでレザーチャームプレゼント。 

Apuweiser-riche 

（アプワイザー・リッシェ） 

レディス トレンドを程よくおりこんだシンプルでリッチなスタイルをコンセプトに、時代に敏感

な女性に向けてあらゆるシーンで活躍するワードローブを発信。開放感のある新

しい空間でお買い物をお楽しみください。                                                          

【限定商品】オフショルダーレースブラウス（色限定） 17,280円（税込）                                                                                                                                     

【限定プレゼント】21,600円（税込）以上お買い上げで、オリジナルモバイルチャ

ージャープレゼント。                                                      

COCO DEAL 

（ココ ディール） 

レディス アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。 

モダンでフェミニンなリアルトレンドとベーシックアイテムを MIX した自由で幅広い

スタイリングを提案します。 

EFDEISEE 

（エフデーゼ） 

レディス ef-de/maglieの複合ショップが装いも新たにリフレッシュ OPEN！ フェミニン派

にはたまらない【おとなカワイイ】銀座女子にむけたフラッグシップショップで

す！！  

【限定商品】ホワイトレースセットアップ トップス 14,040 円（税込）、スカート

17,280円(税込） 

gelato pique 

（ジェラート ピケ） 

レディス ブランドコンセプトは大人のデザート。着心地へのこだわり、着る人それぞれのライ

フスタイルに喜ばれるアイテムを提供します。 

JILL by JILLSTUART 

（ジル バイ ジルスチュアート） 

レディス 少しだけ大人なショップインテリアのコンセプトは「ドールハウス」。サロンスペースと

ドラマチックなフィッティングルームでお客様をお待ちしています。 

【限定商品】ビジュー付きトートバッグ 9,396円(税込) ワンピース 15,984円(税

込) 他ノベルティあり  

                     

JUSGLITTY 

（ジャスグリッティー） 

レディス きちんと感は残しつつ、かわいさを忘れないリッチ感のあるワンランク上の着こなし

を提案。 ”大人めかわいいスタイル”を実現した働く女性のためのブランド。スタイ

リッシュに生まれ変わったスペースでお買い物をお楽しみください。                                                                                       

【限定商品】ラッフル Vブラウス（色限定）16,200 円（税込）【限定プレゼント】

21,600円（税込）以上お買い上げで、オリジナルモバイルチャージャープレゼン

ト。                                                                                                                

LANVIN en Bleu 

(ランバン オン ブルー） 

バッグ／  

ファッション

雑貨 

本国・パリのランバンのエッセンスを盛り込み、変わらないエレガンスを表現する

ブランド、「ランバンオンブル―」のバッグとレザーグッズのショップ。 

【限定商品】ミニバッグ「リュクサンブール」限定カラー23,760円(税込) 

【限定プレゼント】12,960円(税込)以上買い上げでオリジナル IDケースプレゼン

ト。 

Lily Brown boutique 

(リリー ブラウン ブティック) 

レディス ヴィンテージの確かな魅力をリスペクトし現代にブレイクダウンした Lily Brown。オ

リジナルアイテム達と、ファッションの歴史が今に残る価値あるヴィンテージアイテ

ムを取り揃える融合ショップ。 

QUEENS COURT HISTOIRE  

 (クイーンズコートイストワ―ル) 

レディス QUEENS COURTが追求し続ける永遠のベーシックスタイル＋SWEETなスパイス

と上質な素材で毎日が特別な一日になれるアイテムを提案します。 



 

 

Rirandture 

（リランドチュール） 

レディス おしゃれを楽しみたい女の子が、いつもと違う自分と出会うための、大人カジュア

ル Styleがコンセプト。上質で遊び心を忘れない「ドレスアップ・カジュアル」を提

案します。銀座ならではのゆったりとした空間でお買い物をお楽しみください。                                                                                                                                                                         

【限定商品】オープンショルダーレースニット（色限定） 16,200円（税込）                                                                                                                                        

【限定プレゼント】21,600円（税込）以上買い上げで、オリジナルモバイルチャー

ジャープレゼント。  

Salon de The ANGELINA 

（サロン･ド･テ･アンジェリーナ） 

カフェ 1903年創業、パリの老舗サロン。大人気のモンブランはもちろん、お食事メニュ

ーもリニューアルしました。 

テーブルやチェアも新たに、パリのエスプリ満載です。 

SAZABY 

（サザビー） 

バッグ／  

ファッション

雑貨 

45年前の創業以来、変わらぬクラフトマンシップで、時代の気分を反映した上質

なバッグを作り続けるブランド。 

Swingle  

 (スウィングル） 

レディス トラッド&エレガンスをキーワードに、トレンドを取り入れた大人フェミニンスタイル。

ロマンティックな要素を取り入れたカジュアルスタイル。女性の「今の気分」をくす

ぐるスタイリングを提案します。 

 

 

 

【3F】ポジティブに自分を楽しむ働く女性のためのフロア 

ショップ名 カテゴリー コメント 

銀座初登場/NEW 

Chut！INTIMATES 

(シュット！インティメイツ） 

ランジェリー

／ルームウ

ェア／コスメ 

ランジェリーをファッションへ。大人の女性がときめくファッション性と軽く心地よい

フィッティングにこだわったランジェリーブランドです。                            

【限定プレゼント】16,200円（税込）以上お買い上げで、オリジナルクッキーとティ

ーバッグセットをプレゼント。 

銀座初登場/NEW 

GOODNESS 

（グッドネス） 

ジュエリー／

ファッション

雑貨 

「ラフ」で「自由」なミックススタイルを追い求める女性のために生まれたジュエリ

ー・アクセサリーのセレクトショップ。新しい発見とお気に入りに出逢える SHOP を

目指します。                                                                              

【限定商品】シルバーダイナソーネックレス 8,640 円（税込） 

銀座初登場/NEW 

KiwaSylphy 

(キワシルフィー） 

レディス／ 

ファッション

雑貨 

イタリア、フランスのブランドをメインにクラス感の高いウェア、シューズ、バッグを

取り揃えるセレクトショップ。カジュアルからエレガントまで、上品で女性らしさを忘

れないコーディネートを提案します。                                                                          

【限定商品】シャツ（カラー限定） 【先行販売】ワンピース                                                                                                                                                           

銀座初登場/NEW 

Mystrada 

（マイストラーダ） 

レディス ベーシック×モードの絶妙なバランスで、自由なマインドでファッションを楽しみた

いすべての大人の女性に向けて、日常をクラスアップさせる個性的なリアルクロ

ーズを提案します。 

銀座初登場/NEW 

neufnoi by Atelier03 

(ヌフノイ バイ アトリエゼロサン) 

ジュエリー／

ファッション

雑貨 

天然石と淡水パールをメインにシーンに合わせたアクセサリーを提案。コンセプト

は『自分らしさを楽しむ全ての女性へ』。neufnoi by Atelier03 唯一の独立ショッ

プとなります。 

銀座初登場/NEW 

The Cat’s Wiskers 

（ザ  キャット ウィスカーズ） 

アクセサリー “猫のヒゲ”を意味するブランド名には、 ”スペシャルなもの”という意味もあり、特

にヨーロッパでは縁起が良いとされます。猫のヒゲのように繊細なアクセサリーを

はじめ、レディスブランド「ダブルスタンダード」のフィルターを通った雑貨 SHOP。 



 

 

NEW 

 To b. by agnès b.                            

（トゥービー バイ アニエスベー） 

レディス／ 

ファッション

雑貨 

フェミニンなアーバンスタイルをベースに、洗練されたフレンチカジュアルで個性

豊かなパリジェンヌスタイルを提案します。                                                                                                     

【限定商品】リボン付きドレス（限定カラー）                                                                                                         

【限定プレゼント】来店先着 100名にマドレーヌプレゼント／16,200円（税込）以

上お買い上げでオリジナルノベルティプレゼント  

AMBIENT DELIGHT 

（アンビエント ディライト） 

レディス セクシーさと気品を兼ね備えたウェアを提案する AMBIENTが、このショップだけ

の特別なセミオーダーシステムを導入。店舗限定デザインのドレスなど、お客様

のサイズを採寸し、パターンを起こしぴったりサイズに仕立てます。                                                                                         

【限定プレゼント】15,000円（税込）以上お買い上げでスプリングニッ 

トを、25,000円（税込）以上お買い上げでショルダーバッグをプレゼント。                                                                  

anatelier 

(アナトリエ) 

レディス 大人フェミニンテイストを軸に本物志向の価値観を持つ女性に向けたセレクトショ

ップ。仕事も休日もファッションも自分らしく楽しむことを知っている聡明でピュアな

現代女性の近くにアナトリエは存在します。 

BOSCH SUPERIOR EDITION                                            

(ボッシュ スーぺリア エディション） 

レディス ＢＯＳＣＨが打ち出す新しいコンセプトショップ。トレンドとベーシックのミックスで洗

練されたスタイルからなる＜ＢＯＳＣＨ＞とプレミアムライン<Ｂ ability>を豊富に

取り揃えたワンランク上のリアルクローズを提案します。 

DOUBLE STANDARD CLOTHING               

（ダブルスタンダードクロージング） 

レディス モダンとクラシック、カジュアルとフェミニンなど対になる要素をリミックスする、そ

んなオリジナルミックスが DOUBLE STANDARD CLOTHINGの基準（Standard )

です。  

【限定商品】ジャケット（ドット柄前身ごろ裏地）45,360 円(税込） 

FRAY I.D                               

（フレイ アイディ） 

レディス 本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を、先

進的で 自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代の『ニューモードキャリ

ア』を提案。過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日

常」のリアルな達成を楽しみます。 

INDIVI 

（インディヴィ） 

レディス INDIVIのコンセプトは、自分らしさを大切にする全ての女性に向けて、シャープで

洗練されたテイストをベースにトレンドを表現したスタイルを提案します。 

LANVIN en Bleu 

(ランバン オン ブルー） 

レディス 本国パリ・ランバンのエッセンスを盛り込み、変わらないエレガンスを表現したブラ

ンドです。 

【限定商品】ブルーカラーカットソー 17,280円(税込) 他 

【限定プレゼント】27,000円(税込)以上買い上げでオリジナルグラスプレゼント 

LAUTREAMONT 

（ロートレアモン） 

レディス シンプルな中にも”今”の空気が感じられる服。大人の上質感とトレンドエッセンス

をバランス良く散りばめ自分らしくライフスタイルを楽しむ女性が、色々なシーンで

輝けるトータルコーディネイトを提案します。  

【限定商品】ネイビー柄 ジャケット 31,320円(税込）、スカート 19,440円（税

込） 

Ｍila Owen 

（ミラオーウェン） 

レディス 「ＮＥＸＴ ＢＡＳＩＣ」をコンセプトにトレンドやコレクションに全てを委ねない、都会の

高感度女性が選ぶ洗練された服。本当のトータルファッションを楽しむ女性たち

に贈る次世代ベーシックブランドです。 

【限定商品】リネン 2WAYベスト 11,880円（税込） 

 

PINKY&DIANNE 

（ピンキー＆ダイアン） 

レディス "EASYエレガンス"をキーワードに、エレガントな中にも抜け感がある、洗練された

スタイリッシュなイメージを提案します。 



 

 

ROPE'  

（ロペ） 

レディス 自分らしい品を持つ、知的でポジティブな女性たちのために、洗練されたエレガン

スを清潔感のあるスタイルで提案。 

【限定商品】パンプスとベルトのカスタムオーダー 

【限定プレゼント】30,000円(税込)以上買い上げでオリジナル雨兼用折り畳み傘

プレゼント  

snidel 

（スナイデル） 

レディス ‟ストリート×フォーマル”をコンセプトに‟大人の遊び心”を表現した snidel。女心

をくすぐる大人の甘さを感じるアイテムで常に新時代を意識したストリートファッショ

ンを提案し続けます。 

 

【4F】おしゃれママのときめきとくつろぎを提案するフロア 

ショップ名 カテゴリー コメント 

銀座初登場/NEW 

Armoffinée BOUTIQUE nicole 

 (アルモフィーネ ブティックニコル)        

レディス／ 

ファッション

雑貨 

自分のために価値ある洋服、雑貨に投資できる目と耳をもった 30～40代の「お

しゃれママ」のために、品質、クオリティを重視した、こだわりのオリジナルアイテム

と厳選した旬な雑貨を揃えます。  

【限定商品】イラストレーター林青那氏イラストプリント T シャツ 3,888円（税込）                                                                                                                                                                                                                                    

【限定プレゼント】店内商品 2点以上お買い上げでトートバッグプレゼント。 

銀座初登場/NEW 

glaz  

 (グラズ) 

ヨガ／    

レディス／ 

ファッション

雑貨 

ヨガウエアからドレスまで女性のライフスタイルのシーンをすべて一つのショップの

中で表現。ブランド名は「黒に近いインディゴブルー」の意味で、インディゴのよう

に年月を楽しめるような普遍的なものづくりを目指します。 

NEW  

お直しラボ   

 (オナオシラボ) 

リフォーム／

リメイク 

お客様の大切な一着を、リフォーム/リメイク/リペアする事で『服活』させ、活躍の

機会を提供します。 

【限定特典】3月 15日～3月 28日の 2週間、洋服・バッグのリフォームが

10％オフ。 

NEW 

PRIMA 

（プリマ） 

インテリア リアルさを追求した高品質なアーティフィシャルフラワーショップ。インテリア雑貨

やアンティーク家具も揃え、癒しのある暮らしを提案します。期間限定イベントや

フラワーアレンジ講座も実施します。 

【限定レッスン】3月 14日（火）・15日（水）13：30「多肉植物ワイヤーボトル」／

15：30「カードコラー」／18：30「サンキャッチャー」（各 1時間程度）各 7名限

定 2,000円                                                                              

【限定プレゼント】5,000円以上買い上げで、コンフォートボールをプレゼント。 

armoire caprice  

(アーモワール カプリス) 

レディス ヨーロッパの女性が日常楽しむファッションをラインナップしたインポートセレクトシ

ョップ。 

as know as de wan 

 (アズ ノウ アズ デ ワン) 

ドッグウェア 「着心地とファッションを愛犬と一緒に楽しむ」をコンセプトに、愛犬との豊かな暮

らしをご提案。 

【限定プレゼント】オリジナルラベル付きペットボトルウォーターとボトルキャップをプ

レゼント 

COMPTOIR DES COTONNIERS 

(コントワー・デ・コトニエ) 

レディス コントワー・デ・コトニエは、1995 年にフランスで誕生したファッションブランドです。

すべての女性たちのあらゆるシーンにマッチする、フランスの‘自然体で飾らな

い’ファッションとライフスタイルを提案しています 

COUP DE CHANCE 

(クードシャンス) 

レディス 『Aesthetic Sense』美しさの本質を知り、常に感性を豊かにしていきたい・・そう思

う女性に向けたファッションを提案します。 

deluxee'm MAYSON GREY 

(デラクシィーム メイソングレイ) 

レディス リラックスしているけど、女性らしさを忘れないアパレル、バッグや、ライフスタイル

雑貨などトータル的に楽しめるショップです。 



 

 

HATAKE CAFÉ                                                                     

(ハタケ カフェ) 

レストラン 農家さんが我が子の様に育てている農作物に HATAKE のエッセンスを加え「食

に生きる」をテーマに和洋中を織り交ぜた‘農食’を提供します。 

HOUSE OF ROSE 

（ハウス オブ ローゼ） 

コスメ 肌にやさしい自然志向の化粧品を中心に、ボディケア・バスプロダクツなど生活に

うるおいを与える商品を揃えた楽しいショップです。自然の恵みで素肌本来の美

しさを引き出します。 

【限定商品】オープン記念お楽しみ袋 3,240円（税込） 

【限定プレゼント】お買い上げの方先着 200名に入浴剤プレゼント                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

JETSET SOLO PLUS 

(ジェットセット ソロプラス) 

レディス まるでプライベートジェットで旅しているような心地よい空間で、世界各国からセレ

クトした素敵な洋服や雑貨、アクセサリー、生活雑貨などの幅広いアイテムを取り

揃え、大人の女性にわくわくしていただくような新感覚のセレクトショップです。 

ＫＵＭＩＫＹＯＫＵ 

 (クミキョク) 

レディス／

キッズ 

ママと子供が一緒にオシャレを楽しめる、新コンセプト複合ショップ。 

【限定商品】ワンピース 

【限定プレゼント】21,600円(税込)以上お買い上げでフレーバーティープレゼント 

la.f... 

（ラ・エフ） 

レディス ラ・エフは素材、縫製、ディテールにこだわりを持ち、着心地や機能に特化したハ

イレベルな商品を提案するパンツブランドです。 

ＬＵＳＳＯ ＶＩＡＧＧＩＯ ＢＬＵ                                                        

（ルッソ ビアッジョブルー） 

レディス 「シンプル」で「モノトーン」なテイストが持つ強さと本物の贅沢なスタイルにビアッジ

ョブルーの「エレガンス」をプラスした「華やかモード」を「新しい洗練された日常モ

ード服」として提案します。 

【限定商品】ブラウス 19,440 円（税込）・パンツ 21,600 円(税込）・スカート 

18,360円(税込） 

M'S GRACY 

（エムズグレィシー） 

レディス 流されることなく着る人の個性を引き立てる服。グレース・ケリーをイメージに、ク

ラシカルで大人の女性の可愛らしさを大切にした服づくりを基本コンセプトにしてい

ます。デイリースタイルからパーティースタイルまで、いろいろなシーンに使えるア

イテムを展開しています。フェミニンでエレガント、ちょっぴりキュート。トレンドを程

よく取り入れたスタイリンを提案します。                                               

Oliver Gal 

（オリバー ガル） 

キャンバス

アート 

NY を中心に活躍しているオリバーガルアーティストは、飾るだけで一気にお部屋

を華やかに彩り、ラグジュアリーな空間に仕上げてくれるアート作品です。   

【限定特典】お買上げのアートに、デザイナーによる直筆サイン 

robe  et  robe 

(ローブエローブ) 

レディス／ 

フォーマル 

銀座最大級のフォーマル売り場。特別な日を彩るパーティードレスをはじめ、お

客様の着用シーンに合わせたドレスを幅広くラインナップ。ブラックフォーマルも

種類豊富に揃え、上質で美しいスタイリングを提案します。 

SunaUna 

（スーナウーナ） 

レディス 女性が大切にしている「優しさ、甘さ、可愛さ、華やかさ」を素材、クラフト感、オリ

エンタルモチーフで表現したスウィートキャラクターブランド。 

【限定商品】フラワープリントワンピース 28,080円（税込） 

THALASSA FAMILIAｒ      身飾り

品ストア銀座                                                                  

（サラサファミリア ミカザリヒンストア ギン

ザ）  

ジュエリー／

ファッション

雑貨 

サラサファミリアは、アクセサリーディレクター浪上依里が立ち上げた東京発信の

100％国内生産にこだわる総合的身飾り品ブランド。その全てが一点作品であ

り、天然石や高級クリスタルガラス・スワロフスキーをふんだんに使用。 

 

 

 

 



 

 

【B1F】いつも私にちょうどいい、シューズとセレクトコスメのフロア 

ショップ名 カテゴリー コメント 

銀座初登場/NEW 

Au BANNISTER  

（オウバニスター） 

シューズ／  

バッグ 

シンプルでベーシックな中に、知的な女性らしさ、大人ならではのフェミニンさ

を感じさせるシューズブランド。                                                                     

【イベント】フレグランスバー 好みの香りをうかがい、「香りのバーテン」がその

場でシェイクし、リネンウォーター兼ルームスプレーを調香します。 

全国初登場（銀座初登場）/NEW 

マロニエセレクト(靴売り場） 

※神戸シューズ 

シューズ エレガントからカジュアルまで、シーンに合わせて選べるシューズ売り場「マロニ

エセレクト」。計 40 ブランドが集積する、女性の味方の靴売り場です。日本製

にこだわるカーリー・エ・フェリーチェをはじめ、今回全国初登場となる「神戸シ

ューズ」も登場。 

NEW 

AINZ & TULPE 

(アインズ アンド トルペ） 

コスメ／医薬品

／ライフスタイ

ル雑貨 

「らしく・楽しく・美しく」をコンセプトに、キレイと幸せをお届けする女性の為だけ

のコスメのセレクトショップ。                                                                                          

【限定プレゼント】お買い上げの方にハンドクリームをプレゼント、他ハッピーバッ

グご用意 

BARCLAY 

（バークレー） 

シューズ 日本の「銀座」ではなくアジアの中の「GINZA」と位置付け、高品質な Made in 

Kobeの商品と接客サービスを提供する新しい BARCLAYをオープンします。                                                                               

【限定商品】ポインテッドフラットシューズ 限定カラー12,960円（税込） 

Cosme Clinic 

（コスメクリニック） 

コスメ 上質コスメのセレクトショップです。 

DIANA 

（ダイアナ） 

シューズ エレガンスを基調とし女性らしさ際立つ「ダイアナ」、流行に左右されない女性

の為に履き心地を提案する｢ウェルフィット」、ファンクション×ビューティをコン

セプトにした「タラントン」の 3 ブランドを新たにハイブリッド展開します。 

MISTER MINIT 

（ミスターミニット） 

修理サービス 【くつ修理・くつ磨き・足に合わない靴の調整】などの足元のお悩みや、【合カ

ギ作製】【時計電池交換】【スマホ修理】などにも対応します。 

POOLSIDE 

（プールサイド） 

シューズ 常におしゃれ心を大切に、毎日を積極的に楽しむ女性のためのシューズブラ

ンドです。                                                                                                                         

【限定商品】パンプス 14,980円（税込） 

REZOY 

（リゾイ） 

シューズ 「ヨーロピアンカジュアルスタイル」をテーマに、時代や気分をほど良く取り入れ

ながら、履き心地も追及し、毎日の靴選びをもっと楽しくするシューズブランド

です。                                   

【限定商品】スカラップエナメルヒールパンプス 7,452円(税込） 

VECUA 

（ベキュア） 

ビューティ スキンケア、フェイシャルトリートメント、メイクアップを提案する、エステ併設型

ブランド。お客様のお肌の状態や悩みに合わせてカスタマイズできるエステメ

ニューを導入します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【B2F】美と健康を考える女性のためのウェルネスのフロア 

ショップ名 カテゴリー コメント 

銀座初登場/NEW 

DANSKIN  

(ダンスキン) 

レディススポー

ツ 

トレーニング、ヨガ、ランニングなど、高機能で身体を綺麗に見せるシルエット

にこだわったスポーツウエアを展開。DANCE と SKIN（肌）を合わせた名前に

は第 2の肌のように快適に包み込むようなウエアを提供したいという思いを

込めています。                                                                                                    

【限定商品】バッグ 2種（カラー限定） 各 14,040 円（税込）                                                                                                                                               

【限定プレゼント】5,000円（税込）以上買い上げで、オーガニックコットンタオ

ルと無添加せっけんプレゼント 

銀座初登場/NEW 

sakura 食堂   

(サクラショクドウ) 

レストラン 玄米（Brown Rice)バランス（Balace)美と健康（Beauty&health)の’3Ｂ’のこ

だわりを持ったバランスの良い食事をご用意。玄米ご飯に、野菜をたっぷり使

ったおかずのヘルシー定食を提供します。マロニエゲート銀座店では、管理

栄養士監修のもと、「美と健康」をテーマに、カロリーが気になる方にも満足い

ただける「500kcal」定食や、風邪予防効果のあるβカロテンやむくみ防止の

ビタミン E、カリウムを含む「チアシードたっぷりかぼちゃプリン」などのデザート

も提案します。 

銀座初登場/NEW 

With Green 

（ウィズ グリーン） 

イートイン／  

テイクアウト 

"さまざまな物語を持った野菜たちを、ひとつのサラダボウルに" がコンセプト

のサラダボウル専門店。スタッフが訪れて契約した農家の野菜を中心に使用

しています。自分の好きなようにサラダをカスタマイズできることも魅力です。 

NEW 

asics women 

（アシックス ウィメン） 

ランニングアパ

レル／雑貨 

アシックスストア初のレディス専門店。直営店限定商品や、多くのシューズバ

リエーションを提供します。 

NEW 

HEALTHY-Ｏｎｅ 

（ヘルシーワン） 

健康食品 できるかぎり天然の素材を追求し、毎日の美容・健康をサポート。カウンセリン

グをもとに、あなた専用のサプリメントパック『マイビタミン』を作ります。 

ビゴの店                                                                                    ベーカリー 銀座で 32年の老舗。レジオン・ド・ヌール勲章受勲フィリップビゴの店。ライ

麦やふすま、全粒粉を使用した、ヘルシー志向なパンをご提供します。 

ルチアーノ bio 銀座 

（ルチアーノ ビオ ギンザ） 

イートイン 「ヘルシー＆ビューティー」をコンセプトに、厳選した素材を、専門のジェラート

職人、メディカルハーブブレンダーが心を込めて丁寧に造りあげ、幅広いお客

様に楽しんで頂けるジェラート＆ハーブティーの専門店です。 

Anri&bebe  

(アンリ アンド べべ) 

レディススポー

ツ 

「体に優しく環境にも優しい」をモットーに、エコと高品質にこだわりを持った芦

屋発のオリジナルヨガブランド。 

bebible 

(ベビブレ） 

イートイン 身体の中からキレイに！をコンセプトにしたスムージー専門ショップです。野菜

と果物をバランスよく配合した bebible クレンズスムージーを飲んで健康的に

エネルギーチャージ!女性はもちろん幅広い年齢層の方におすすめです。 

Chacott  

(チャコット)         

バレエ／    

ダンス用品 

レオタードやウェア、シューズなど、バレエ・ダンス専門店ならではのこだわりの

商品をラインナップ。ヨガウェアやコスメティクスなど、レッスンだけでなく普段

使いもできるアイテムも充実しています。 



 

 

collection24select 

（コレクション 24セレクト） 

レディススポー

ツ 

フィットネス・ヨガ・スイムウェア・シューズの 4 アイテムで構成。セレブ御用達

ヨガウエア「alo（アロー）」の品揃えは、ここが一番です。 

COMPHO 

(コムフォー) 

イートイン 日本初のフォー専門店として１５年。”女性が一人でも安心して食べられる空

間と飽きのこない味”をコンセプトに、やさしくヘルシーなフォーをご用意してい

ます。 

easyoga store銀座 plus 

（イージーヨガストアギンザ プラス） 

レディススポー

ツ／ヨガ 

デザイン性、機能性、耐久性を追求し、上質さと快適さにこだわったプレミア

ムなヨガウェア＆グッズ・スーパーフード等多数取り揃え。 

【限定商品】ハッピーバッグ 10,000円(税込) 限定 20個 

FLEMEW Yoga&Fitness GINZA  

(フレミュー ヨガアンドフィットネス ギンザ) 

レディススポー

ツ／ヨガ 

スポーツシーンでも自分らしさを忘れない女性へ提案する、ヨガ＆フィットネ

スブランド。機能性はもちろん、女性の持つ可憐さ・しなやかさ・強さを表現

し、心地よい時間に寄り添うようなウエアを作りました。                                                                    

【先行販売】ヨガだけでなく、ラン、ジム、ダンス等さまざまなスポーツシーンに

対応した新コレクション「AnyFit」が登場。                                                                                                                         

【限定プレゼント】16,200円（税込）以上お買い上げでフロストポーチプレゼン

ト。 

LA BODY 

(エル･エーボディ） 

レディススポー

ツ／メンズスポ

ーツ 

海外のフィットネスファッションの最新トレンドを発信するセレクトショップ LA 

BODY（エル・エーボディ）。バイヤーが世界中よりピックアップしたオシャレアイ

テムを揃えています。 

PUMA  

(プーマ) 

レディススポー

ツ 

「DO YOU＝自分らしく」をテーマにスポーツもライフスタイルもおしゃれに着ら

れるトータルコーディネートできる店舗としてオープンします｡ 

Tully's Coffee 

(タリーズコーヒー) 

カフェ 世界各国より厳選した豆を使用、最高の品質を追求し、一杯一杯手作りで

提供する本格的なエスプレッソを気軽にお楽しみいただけるスペシャルティコ

ーヒーショップ。 

UNDER ARMOUR WOMEN'S STUDIO

銀座 

(アンダーアーマー ウーマンズスタジオ 

ギンザ) 

レディススポー

ツ 

スポーツを通じて、女性を強く美しく進化させる拠点として、スポーツに精通し

たアンバサダーが理想のライフスタイルをサポート。様々なイベントも予定。 

【イベント】3月 14日（火）18時～約 30分 モデル Kelly さんが登場！最

新コーディネートを披露。 

【限定商品】オリジナルＴシャツ 200枚 4,320 円（税込） 

 

【5F・6F】ニトリ 

ニトリ 家具／インテリア 今回、１フロアを増床し、5階・6階フロアでリニューアルオープンします。 

品揃えが豊富になり、お客様にとってより身近に、気軽に、プレゼンテーション

を重視したホームコーディネートを提案します。 

 

【7F】ユニクロ 

ユニクロ レディス ユニクロは LifeWear をコンセプトとし、あらゆる人々の生活に寄り添い、上質

にする商品を販売しています。当店はユニクロ唯一のウィメンズ専門店とし

て、特にオフィスワーカーに特化したスタイリングを提案しています。 

 

 

 



 

 

○マロニエゲート銀座３フロア紹介 

【B2F】 

ショップ名 カテゴリー コメント 

chocolat couture                                                                     

（ショコラクチュール） 

ウェディングドレ

ス／タキシード

／アクセサリー

／シューズ 

『ウェディングドレスをもっと自由に楽しみたい花嫁の為に』ハイクオリティ＆リ

ーズナブルな販売ドレス専門店。2次会ドレス、花嫁用ドレスならショコラクチ

ュールをご利用ください。 

mod's hair 銀座店                                                                    

（モッズ・ヘア ギンザテン） 

ヘアサロン 1968年パリで誕生。洋服を選ぶように写真を見ながら仕上がりのイメージを

わかりやすく共有。年２回新しいトレンドを発信し、常に流行の最先端をいくと

ともに再現性が高く扱いやすいヘアスタイルを提案します。 

 

【B1～2F】 

BANANA REPUBLIC                                                                    

（バナナ・リパブリック） 

レディス／メンズ 

 

バナナ・リパブリックは、汎用性があり、コンテンポラリーで上

品、そして長く愛用できるアパレルやアクセサリーを提供する

グローバルブランドです。 

 

【3F】 

MG オンリー 

占いショップ Fprtune Cure                         

（フォーチュンキュア） 

占い 「新しい生き方の発見」をコンセプトに、年齢もライフスタイルも

幅広い女性のお客様にご満足いただけるよう、「時間制では

ない」占いショップとしてオープンします。 

リラクゼーションスペース・ラフィネ リラクゼーション／ 

ボディケア 

ボディケアやリフレクソロジーなどのリラクゼーションサービスを

提供しています。 

私たちのサービスは、道具や器具を一切使わず一押し一押

しを丁寧に心をこめて施術します。 

Re.Ra.Ku                                 

（リラク） 

リラクゼーション 店舗数東京 No.1のリラクゼーションスタジオ。マロニエゲート

店では、Re.Ra.Ku プロデュース「タイ古式ストレッチ」をご提供

し、全身くまなくほぐします。首肩腰のお疲れが気になる方に

もオススメです。 

 

【4F】 

ウィメンズ整体サロン POWWOW                     

（パウワウ） 

サービス／リラクゼーション／レ

ディス／美容／ライフスタイル 

女性の健康と美容は表裏一体であるという考えのもと確立さ

れた「ウィメンズ整体」。リニューアルに伴い、オイルを使った

全身ケアとウサインボルト選手も使用していた、アクチベータ

ーという機械を使用した施術が可能になりました。 

【限定サービス】マタニティ整体コース 

Procare Eyelash 

(プロケア アイラッシュ） 

ビューティー 目の印象は、まつ毛で変わります。驚くほど変わります。プロ

ケアアイラッシュは日本を代表する「まつ毛エクステンション」

トップブランドです。 

フランシュールデンタルクリニック デンタルビューティーサロン 銀座で開業 17年「一人ひとりのための最善のホワイトニング

を」を合言葉に、カウンセリング施術、アフターフォローまでを

女性歯科医師が担当していります。リーズナブルな価格と、

熟練の技術が特徴です。 

 


