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丸亀町グリーン株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長 植村博）は、 2012年4月19日（木）に
丸亀町商店街G街区（香川県高松市丸亀町）にてオープン予定の複合施設『丸亀町グリーン』の中核施設
となる商業施設の出店テナントをこの度決定いたしました。
日常を豊かにする商業施設の誕生
「日常を豊かに楽しく過ごすこと」に関心の高い人々を
イメージターゲットとした個性豊かな約50店舗が集積し
ます。そのうち、四国初・香川初出店の店舗が16店舗、
今回の丸亀町グリーン出店に合わせて新たに開発された
新業態の店舗が8店舗となっており、地域にこれまでに
ない魅力をもたらす商業施設となります。
ファッション、雑貨、食品、飲食、サービス等のバラエ
ティ豊かなショップが、それぞれ商品・空間・人との触
れ合いを通じてライフスタイルを提案し、日常を豊かに
するエッセンスを提供します。
お買い物以外にも、散策の途中でくつろいだり、週末に
行われるイベントに参加したり、友人同士で食事をしな
がら語らったり、様々なシーンを提供することで、いつ
来ても楽しい、心地よい、新しい出会いのあるショッピ
ングコミュニティを実現します。
これまで丸亀町商店街は再開発が進むエリアとして注目
されてきましたが、今回『丸亀町グリーン』が加わり新
たな提案・発信を行うことによって、街全体をさらに盛
り上げていきます。
※出店テナントの詳細は、添付資料をご参照ください。

【オープン告知広告】

広場・ガーデンの名称決定
丸亀町グリーンの東西をつなぐ1階の吹抜け広場の名称を『けやき広場』に決定しました。
広場の中央に植樹されるシンボルツリーの“けやき”のもと、地域の方々や来街者の方々が集まる場所
になるように、という思いを込めています。けやき広場では様々なイベントや演出を行い、街の新しい
顔となるにぎわいとふれあいの場を創出します。
また、4階のガーデンは、都心の真ん中で空や風、季節の移ろいといった自然を感じながら憩えるテラス
のような空間となることを願い、『テラスガーデン』と名付けました。クレマチスや桜といった四季
折々に咲く花々を眺めながら、街の喧騒を離れくつろぎを感じられる場所を提供します。
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オープンに向けた取組み
◇オープン記念植樹式
オープン記念植樹式
“育むまち丸亀町グリーン”ならではの取組みの第一歩として、2012年3月23日（金）に1F『けやき広
場』にて植樹式を開催します。未来を担う子どもたちの代表として近隣の光華幼稚園の園児を招待し、
高松ロータリークラブより寄贈されたシンボルツリーの“けやき”を植樹します。ここで植えられたけ
やきと伴に、丸亀町グリーンも育っていきます。
日時：2012年3月23日（金）11:00～11:30 予定
場所：丸亀町グリーン1F 『けやき広場』 シンボルツリー前
◇竣工式
高松丸亀町商店街Ｇ街区第一種市街地再開発事業は、2010年11月に着工し、約16ヶ月の工事期間を経て、
この度竣工を迎えます。それに伴い、2012年3月30日（金）に竣工式を執り行います。
日時：2012年3月30日（金）11:30～12:20 予定
場所：丸亀町グリーン1F 『けやき広場』 特設会場
◇公式ホームページ
公式ホームページ開設
ホームページ開設
2012年4月上旬より、丸亀町グリーンのオフィシャルホームページも本格始動します。
オープンに向けて、ここだけの限定商品や、施設および店舗でのスペシャルイベントのお知らせなど、
さまざまな新しい情報を発信していきます。
http://www.mgreen.jp
http://www.mgreen.jp/
www.mgreen.jp/

「丸亀町グリーン」施設概要

計画名称
所 在 地
敷地面積
延床面積
階
数

：
：
：
：
：

用
途 ：
用途別面積：

駐 車 場
駐 輪 場
開
業

：
：
：

高松丸亀町商店街Ｇ街区第一種市街地再開発事業
香川県高松市丸亀町7-16、8-23、他
約8,900㎡
約44,000㎡
西館 地下1階、地上13階
東館 地下1階、地上12階
商業、住宅、ホテル、駐車場、駐輪場、他
商業
約15,900㎡ （約60店舗）
住宅
約8,600㎡
（96戸）
ホテル 約5,700㎡
（175室）
約400台（一般用約330台、住宅用約70台）
約600台
2012年4月19日(木）

≪本件に関するお問合せ先≫
丸亀町グリーン株式会社
商業施設開業準備室
担当：浅岡（アサオカ）、久野（クノ）、合田（ゴウダ）
電話：087-811-6600
FAX：087-821-6960
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「丸亀町グリーン」出店テナント

1F

Organic Life

日常の生活にこだわりをもつ次世代コンシューマーのための、心地よさとにぎわいのある都心のライフ
スタイルゲート。１階中央の『けやき広場』の周りには、四国初・香川初出店のナチュラル＆リラック
ス感を持ったファッションセレクトショップや地域を代表するスイーツ、フラワーショップなど。人と
街と地域にやさしい“育むまち丸亀町グリーン”を代表するショップが集います。
店舗名

業態

コンセプト
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」を提案する服と雑貨のブラ

ユナイテッドアローズ
グリーンレーベル リラクシング

四国初

メンズ/レディス/キッズ ンド。自分らしいスタイルにほどよいトレンド感がいろどりを添え心地よい毎日を過ごしても
らいたい。さまざまなライフスタイルにピッタリとフィットした自分らしい何かが見つかる「Be
ファッション
happy」をコンセプトとしたショップです。

アーバンリサーチドアーズ

四国初

メンズ/レディス
ファッション

「心地よい暮らし」をテーマに、洋服から生活雑貨まで幅広いライフスタイルを提案するコン
セプト・セレクトショップが待望の四国初出店。手作りの温かみのある雑貨や健康・安全を
意識した洋服などのロングライフアイテムが揃います。また、地元の食や伝統工芸をＤＯＯ
RSの視点でセレクトして、四国讃岐の魅力を広く発信します。

チャオパニック

四国初

メンズ/レディス
ファッション

We love city and the nature and…!!チャオパニックは、好奇心旺盛な都市生活者のための
ショップです。ファッションはもちろん、街にあふれるアートや音楽、アクティブなスポーツ。
チャオパニックは、街と自然を満喫する都市生活者のために新しい刺激とファッションを発
信します。

ラディカ ドゥスハルモニ

新業態

レディスファッション

「ヨーロッパのリゾート」をテーマに、洋服だけではなく、雑貨など世界中からセレクトされた
商品が集うコンセプトショップです。植物で彩られた店内に一歩足を踏み入れると、まるで
海外のセレクトショップに来たような雰囲気と長居したくなる心地よい空間が広がります。

トッカ

四国初

レディスファッション

TＯＣＣＡというイタリア語のネーミングは、英語でTOUCH。触れてみたくなるような複雑な刺
しゅうや豪華なファブリックを使った、フェミニンで優雅なロマンティックスタイルです。ハンド
クリームやフレグランスなどのビューティグッズも数多く取り揃えています。

クレール

香川初

レディスファッション

シンプルな中にも自分らしさを大切にしたクレールは、気取らないナチュラルなライフスタイ
ルを楽しむ女性をイメージしています。ベーシックでリラックスできるカジュアルなスタイリン
グを通して、心地よく肩の力を抜いたさりげない自分を表現してくれます。

マーガレットハウエル

レディスファッション

英国の伝統的な素材とメンズのスタイルからインスピレーションを得て、上質な素材と確か
なテーラリングの手法を取り入れたタイムレスでモダンなスタイルを提案します。高い美意
識に基づいたデザイン活動はウエアにとどまらず、ライフスタイル全般に及んでいます。

ラコステ

メンズ/レディス
ファッション

フレンチカジュアルブランドの「ラコステ」では、スポーティテイストを取り入れたシンプルか
つモダンなデザインのイージーラグジュアリーを体現。ヤングラインの「ラコステ ライブ」で
は、プレッピースタイルとストリートカルチャーが調和したクールなコンビネーションを演出。
スポーティからエレガントまで幅広いアイテムを取り揃えます。

メンズ/レディス
ファッション

「nﾟ 44」や「nﾟ 11」を中心に、国内外のブランドをセレクトしたメンズ＆レディスのセレクト
ショップです。ミリタリー・カジュアル・モード・ファンタジーなど、様々な要素をミックスさせた
新しいスタイルを発信します。

レディスファッション

シーズン毎に世界各国から集められたウェアや靴、アクセサリーなど、程よく流行を取り入
れつつ、女性らしさを表現できるミックススタイルを提案します。「Laguna Moon」や
「BORNY」などのブランドをはじめ、リアルクローズからリュクスなラインまで取り揃えます。
大人の可愛さが漂う空間で、素敵なアイテムに出会えますように・・・。

グランディック ヴィシュヌ

新業態

ルールアンビアンス

オニツカタイガー

四国初

メンズ/レディス
ファッション・シューズ

「オニツカタイガー」は、創業者の鬼塚喜八郎が1949年から1977年まで製造していた商品ブ
ランドで、 2002年から新たに国内初のオリジナルスポーツファッションブランドとしてグロー
バルに展開しています。 四国初となる店舗では、シューズからアパレル・アクセサリーまで
最新のフルラインナップを提供します。

ザ・ノース・
ノース・フェイス

香川初

アウトドア

「アウトドアスポーツ」「ランニング」「旅」「日々の生活」など、子供から大人まで世代を超え
て楽しめる新しいアウトドアライフスタイルを提供します。今回取り扱う“パフォーマンスライ
ン”は、トレイルからロードまでをカバーしたランニングの新しいカテゴリーで、ザ・ノース・
フェイスならではの機能性とスタイルを提案します。

グランドバンクス

香川初

アウトドア

「地球を楽しむすべての人のために」
タウンカジュアルからトップレンジまで、シーンに合わせたＷear＆Ｇearの提案を発信する
アウトドアショップです。“誰にでも使える、誰にでも親しめる”をテーマに、「自由・気軽・気
まま」に楽しめるアウトドアライフを提供します。
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「丸亀町グリーン」出店テナント

1F

Organic Life
店舗名

業態

コンセプト

アネモネ

四国初

アクセサリー・雑貨

まるでヨーロッパの街角にあるアクセサリーショップを思わせる華やかで世界観のあるアク
セサリーやバッグ、時計などを世界中から集めています。最先端のモードを常に意識したこ
だわりのディスプレイで、すべてのお客様に満足を提供し、ゆったりとした時間を約束しま
す。

アイアイ イスズ ブライダル

新業態

ジュエリー

“ふたりの幸せの象徴であるブライダルリングは、ゆったりとした優しい時間の中で心地よく
選んでいただきたい”…そんな想いから生まれた、アイアイイスズ初のブライダルリング専
門店です。「俄」や「AHKAH」などのブランドを中心に、豊富な品揃えと上質な空間、ホスピ
タリティで、おふたりの大切なリング選びをお手伝いします。

ジュピター

香川初

輸入食品・コーヒー豆

直火式自家焙煎コーヒー豆40種類の挽き売り販売と、パスタ、ワインやチーズなど、世界
の食材を5,000種類以上取り扱う輸入食品専門店。世界の食文化の発信と豊かな食生活を
コンセプトに、店頭では随時60点以上のバラエティに富んだお買い得商品が並んでいま
す。見ているだけでも楽しいお店です。

おんまいルーヴ
おんまいルーヴ

新業態

菓子

店名の「おんまい」は、讃岐（香川県）の方言でお菓子のことを表すことに由来したもので、
菓子工房ルーヴが総合的にプロデュースします。洋菓子、和菓子のジャンルにとらわれ
ず、特に香川県産の素材を中心とした身体にやさしい提案型スイーツを展開します。イメー
ジテーマ「懐かしいが新しい」を軸に、伝統と革新のコラボを表現しています。

リトルマーメイド

ベーカリー

いつもそばにある安心感と心はずむ発見のある、私の街のベーカリー。小麦本来の風味を
引き出した食事用パン、季節の素材を使ったパン、ヨーロッパのスイーツ、作りたてのサン
ドイッチなど、「本物の味、焼き立て・出来立てのおいしさ」をお届けします。店内やテラスの
お席で煎れたてのコーヒーとともにお楽しみいただけます。

生活の
生活の木

ハーブ・アロマテラピー

ハーブある暮らし「ハーバルライフ」を提案するハーブ・アロマテラピーの専門店です。世界
51カ国の提携農園から厳選したオーガニックハーブや精油などを取り揃えます。自然・健
康・楽しさをテーマに、生活科学（生活をよりよく識る）と生活哲学（生活をよりよく考える）を
通して、モノ、コト、そしてココロの豊かさある生活を提案します。

ハナヨシ

花屋

街に人に花物語―――家族や自分の毎日を豊かにするための一鉢のグリーンから人生の
特別なシーンに送る花束まで・・・四季折々の花でお客様の生活を彩ります。「すべての人
に植物をもっと身近に感じて欲しい」・・・その想いを胸に、街に人に、花と緑をお届けしま
す。

逸見文具店

文具・雑貨

創業123年の逸見文具店が「丸亀町グリーン」にオシャレな文房具店として新しく生まれ変
わります。実用性とデザインの両方を兼ね揃えたノート・ペン・手帳等の文房具や、ビジネ
スに役立つ事務用品等、幅広いアイテムを取り揃えています。

サークルＫ
サークルＫ

コンビニエンスストア

通常の「サークルＫ」のラインナップに加え、“ＣＡＦＥのワンシーンのような楽しさを提供した
い”という想いから誕生したオリジナルブランド「Ｋ’ｓ ＣＡＦＥ」の商品を取り揃えています。
その場で焼き上げるホットドッグや『ＨＡＭＡＹＡ』の豆を使用したコーヒー等、素材と味への
こだわりを提供します。

四宮理容院

理容室

地元に昔からあるアットホームな理容院で、「散髪は苦手・・・」という男性の方も来店しやす
い雰囲気です。完全予約制で、一人ひとりのお客様にあった丁寧な接客とサービスを目指
します。明るく開放的な店内では、ゆったりとしたくつろぎの時間を提供します。

四国銀行 (5月7日オープン予定
オープン予定)
予定)

銀行

明治11年の創業以来、“地域のみなさまに最も愛され、親しまれ、信頼される銀行”をモッ
トーとし、地域社会に貢献することを使命としてきた四国銀行が移転オープンします。今後
とも地域とともに歩む地域金融機関として、より快適で、より多様な金融サービスを提供し
ます。
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「丸亀町グリーン」出店テナント

2F

Favorite & Eating

シンプルで上質感のある暮らしを大切にする女性やファミリーのためのファッション＆コスメ、キッチ
ン＆リビング雑貨フロア。毎日のお買い物ついでに、アフターファイブや休日のひとときに、ふらっと
立ち寄って心ときめくお気に入りが見つかります。東西をつなぐデッキ周りのカフェ＆レストランが、
この街で過ごす楽しさと心地よさを高めます。
店舗名

業態

コンセプト

アレックスコンフォート

生活雑貨

身の回りのもの一つ一つにこだわりと愛情を持つことで生活はゆとりあるものに―――
「iittala」や「柳宗理」、「野田琺瑯」などを始めとした、使い勝手のいい国内外ブランドのキッ
チンツールや、日常を楽しく美しく過ごせる生活雑貨、普段着などをセレクトしたライフスタ
イルショップです。

チャーリー

コスメ・雑貨

世界中のコスメティクスを取り揃えた専門店です。香水やインポートブランド化粧品、国内
化粧品をメインに、雑貨やネイルグッズ、フットケアに至るまで、それぞれのひとがそれぞれ
に思うトータルビューティを目指して、自由に楽しく、気軽に商品を選ぶことが出来るお店で
す。

マスターピース

四国初

ジグソーパズル・玩具

イラスト、風景等の定番柄や若者に人気のキャラクターパズル、お子様向けパズルなど、
1,000種類以上の品揃えを誇るジグソーパズル専門店です。見やすい店内で、たくさんの絵
柄の中からジグソーパズル選びができる、老若男女の方々に楽しんでいただけるお店で
す。

アイアイ イスズ ジータイム

新業態

時計

「BREITLING」や「G-SHOCK」などの、オフタイムで使えるこだわりの腕時計を中心に、シー
ンに合わせた時計選びを提案します。“時を楽しむ”をコンセプトに、クラシックからカジュア
ルモデルまで、お客様のスタイルに合わせた商品を幅広く取り揃えます。

ランドリー

四国初

メンズ/レディス
ファッション

レトロアメリカンをテーマに、キャラクターやイラスト、グラフィックなどバリエーション豊かな
プリントTシャツはもちろん、アウター、バック小物類など、幅広いラインナップを展開し、毎
日が楽しくHAPPYな気持ちになれるような商品を取り揃えるユニセックス・カジュアルショッ
プです。

クラーデルアンドライフ

新業態

メンズ/レディス
ファッション

なにげなく過ごす日常にジーンズがあるという生活―――ワンランク上のカジュアルを提案
するセレクトショップです。スウェーデン生まれのブランド「nudie jeans」を中心に、その他
「SCOTCH＆SODA」や「MAISON SCOTCH」など、国内外のアイテムを提供します。

マーチ

レディスファッション

幅広いコンセプトで、流行にとらわれない、一歩先のブランドを提案するハイセンスなセレク
トショップです。世界中から集めたブランドを一つの空間に落とし込み、独自の世界観を演
出。ベーシックなものから、遊びのきいた個性的なアイテムまで取り揃え、移り気な女心を
アゲルおしゃれ女子の強い味方であり続けるお店です。

シェルブルー

レディスファッション

独創的でちょっぴり甘めテイストの「franchelippee」、パリの女の子のお部屋をイメージソー
スにした自然体な大人向けの「yangany」、フレンチトラッドをベースにしたシンプルラインの
「NOMBRE IMPAIR」、これらのブランドのいい所だけをピックアップした“かわいい大人服”
を揃えたセレクトショップです。

リケリケ

メンズ/レディス
ファッション・雑貨

「クロックス」を中心に、アメリカンアパレルも取り揃えたセレクトショップです。定番のクロッ
クスを始め、飲食店や医療の現場でも大人気のワックスシューズなど、幅広いラインナップ
を揃えています。その他、LA・ハワイの現地で買い付けた「アバクロンビー＆フィッチ」・「ホ
リスター」・「88tees」などのアパレルやレアな雑貨なども展開します。

フロレスタ

ドーナツ

体にやさしくおいしいドーナツのお店です。安心して召し上がっていただけるよう、添加物を
含まない自然な材料を出来る限り選び、お店で一つひとつ丁寧に手作りしています。お子
様からお年寄りまで、食べるだけでしあわせな気持ちになれる―――そんな居心地の良い
ドーナツカフェを目指します。

スープ

スープと白胡麻ごはん、スープと石窯ライ麦パンを基本スタイルとする新しいタイプのスー
プ専門ファーストフード店です。フレンチビーフシチューやバターを溶かした濃厚ボルシチな
ど、スープだけでお腹がいっぱいになるような各種メニューを取り揃えています。店内での
お食事、テイクアウトのご利用、どちらも可能です。

ひな野
ひな野

ビュッフェ

食の安心安全をコンセプトとしたオーガニックのビュッフェレストランです。旬の食材は美味
しいだけでなく栄養価も高いことが特徴です。それら季節の食材を使用した新メニューを毎
月10品程登場させながら、無添加調理にこだわった約50種類の料理と20種類の飲み物・
デザートを、ビュッフェスタイルで提供します。

サマサマ

カフェダイニング

温かな光の射し込む店内では、色とりどりの野菜をふんだんに使った料理や、新鮮な季節
のフルーツと手作りジャムを使ったデザートフレンチトースト、“ご飯”として食べられるフー
ドフレンチトーストなど、バリエーション豊富なメニューを提供します。季節ごとに変わるラン
チメニューもオススメです。

ベリーベリースープ

四国初

５

「丸亀町グリーン」出店テナント

3F

Enjoy & Relax

日常をモチベートさせるモノ・ヒト・コトを集めたフロア。四国初出店の手作りホビーストアやカラフ
ルなライフグッズなど毎日を楽しく心豊かにするアイテムや、音楽、カルチャー、ビューティなどのメ
ディアや自分磨きのためのホスピタリティサービスまで。さまざまな年代、ライフスタイル、ニーズに
応え、新しい出会いとふれあい、地域の文化を育む交流拠点です。
店舗名

業態

コンセプト

ユザワヤ

四国初

手芸用品・クラフト

創業57年を迎える日本最大級の手芸用品、手作りホビー材料の大型専門店。四国初とな
る店舗では、生地、和洋裁用品、服飾雑貨、ミシン、毛糸、手芸材料、工芸材料、フラワー
材料など、さまざまな材料や道具を約5万点取り揃えています。

タワーレコード

香川初

音楽・映像ソフト

店舗面積約80坪ながら専門バイヤーがセレクトするオールジャンルの商品を揃えていま
す。話題の最新ヒット商品は勿論、洋楽・邦楽の歴史的名盤やお買い得な輸入盤、今最も
旬なＫ-ＰＯＰまで、幅広い年齢層のお客様の音楽ライフに対応し、満足して頂けるお店作り
を目指します。

リビングカルチャーセンター

カルチャー教室

女性を動かす地元情報紙「リビングたかまつ」を発行している、高松リビング新聞社が運営
するカルチャー教室。再就職やステップアップに役立つ「資格系」から、ヨガ、メイク、フラ
ワーアレンジ、ゴスペルまで、年間1,200以上の多彩な講座をラインナップ。女ゴコロをくす
ぐる数多くの講座のほか、参加しやすい1日教室も開催します。

セリア

100円ショップ

「Color the days 日常を彩る」をコンセプトに、彩り豊かな商品をそろえた100円ショップ。
キッチン・文具・収納・インテリア雑貨などのほか、ラッピング・お菓子作りの道具など手作り
素材も充実。あらゆるスタイルにとけこむベーシックアイテムに加え、流行を取り入れたか
わいい新商品も数多くラインナップします。

セブンズ

四国初

古着・雑貨

西日本初上陸！原宿発、オモシロ☆ハチャメチャ！！な古着ショップです。ブランド古着や
リメイク古着、小物に雑貨・・・ほとんどのアイテムがラッキープライスの777円。一点物も数
多く、まるで宝探しのような「sevensワールド」を展開します。

アッシュ

新業態

帽子

商店街の帽子屋でおなじみのCAP:TAINが新規格の店舗をＯＰＥＮ！！定番の帽子はもち
ろん、新ブランド、新デザインを含むトレンドの帽子まで、学生さんからご年配の方まで幅広
い方々に使って頂ける商品を数多く取り揃えます。

眼鏡市場

メガネ

眼鏡市場はより魅力的な商品を提供するため「新メガネ開発プロジェクト」を発足し、究極
のかけ心地の「フリーフィット」「ゼログラ」等、新商品を開発しています。当店ではフルバリ
エーションのプロジェクト商品等、約1,000本を展示。超薄型や遠近両用レンズも、追加料金
0円で安心の【一式価格15,750円より】お作りします。

ハートフラッター

シューズ

人気のレディスシューズブランド、「mare mare」、「SALUS」、「majo aile」、「Jelly Beans」など
を集めたショップです。「FASHION」と「健康」をテーマに、女性の輝く生活を足元から演出し
ます。

イーオン (5月中旬オープン
月中旬オープン予定
オープン予定)
予定)

英会話教室

幼児から社会人まで、安心して学べる英会話スクールです。キッズクラスでは、満１歳から
のベビークラスをはじめ年齢別・学年別のコースを用意。社会人クラスでは、はじめての英
会話からビジネス英会話まで豊富なコースを提供します。情熱をもった質の高いプロの教
師陣が上達をしっかりサポートします。

ほけんの窓口
ほけんの窓口

保険代理店

保険の専門家が保険選びについて中立的な立場から分かりやすくアドバイスする保険のコ
ンサルティングショップです。約35社の保険商品からお客様の要望に合ったプランを組み合
わせて提案します。相談は何度でも“無料”です。

エステティックリリ

脱毛エステサロン

大人からお子様まで、幅広い年齢の方に通って頂ける安心のハイスピード無痛脱毛サロン
です。女性専門・完全個室で、デリケートなお顔全体からＶ・Ｉ・Ｏライン、つま先まで全身脱
毛が可能です。カフェをイメージした店内は、初めてのお客様にもリラックスして頂けます。

※第二弾オープンの店舗につきましては、後日改めて発表いたします。
※2012年3月21日現在の情報のため、店舗名・業態は変更になる可能性がございます。
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