
 

              
２０１３年７月２６日 

報道関係各位   
 

ブリーゼブリーゼ開業５周年 第１弾！   
リニューアルに伴う新店舗発表 

国内最大級規模の旗艦店や関西初出店など登場！ 
  

MARGARET HOWELL SHOP & COFFEE 

BCBGMAXAZRIA など 

新店オープンのお知らせ  
開 店 日：  ２０１３年８月２３日（金） 

 
【プレオープニング・レセプション】 
２０１３年８月２２日（木）１１：００～   

※スタート時間は店舗により異なります 

  

ブリーゼブリーゼ（大阪市北区梅田）は本年１０月で開業５周年を迎えるにあたり、物販フロ
ア（ファッション、雑貨）を中心としたリニューアルを行い、新店舗７店が８月２３日（金）に
オープンすることになりましたので、お知らせ致します。 

またオープンに先駆け新店オープンの前日に、ブリーゼブリーゼポイントカード会員様向けに、
開業５周年リニューアルイベント第１弾として、『プレオープニング・レセプション』を実施し、
ノベルティや限定アイテムの販売を始め、お得な特典をご用意して皆様をお迎え致します。 

リニューアル・新店情報は次頁をご参照ください。 
 
オープン日：    ２０１３年８月２３日（金） 
新  店  舗：   計７店（商業床面積 3,000 坪中、313 坪の入替） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

News Release 

 
MARGARET HOWELL SHOP & COFFEE  

店内イメージ 【１Ｆ】 
BCBGMAXAZRIA  

店内イメージ 【１Ｆ＆２Ｆ】 



 

 
 
 
 
 
 
【NEW SHOP】    パディントンテラス（Ｂ１Ｆ） 
          Pure Nail（Ｂ１Ｆ） 

MARGARET HOWELL SHOP & COFFEE（１Ｆ） 
                    BCBGMAXAZRIA（１Ｆ＆２Ｆ） 
            シネクァノン（２Ｆ） 
          TREND TRAP（２Ｆ） 
           エー・ティー（３Ｆ） 
          ※各店舗の詳細は別紙添付資料をご参照ください。 
                               
 
【主な店舗例】 

■店     名  ： 『MARGARET HOWELL SHOP & COFFEE』（１Ｆ） 
業        態  ：  メンズ＆レディース、服飾雑貨                                                                               
店 舗 総 面 積：  約５６坪（約１８５㎡）  
 
英国を代表するデザイナーの一人、マーガレット・ハウエルの大阪旗艦店。ウィメンズ 
とメンズのウェアやアクセサリーがフルラインアップで揃う他、テイクアウト主体の 
カウンターカフェを併設した新しいスタイルのショップ。ロンドンの旗艦店をイメージ 
し、白い壁やダークブラウンのフローリング、スチールとウッドのテーブルを用いた内 
装は、英国人建築家のウィリアム・ラッセルが手掛ける。生活雑貨などのラインである、
ハウスホールドグッズやヴィンテージ家具も販売。 
 

■店     名  ： 『BCBGMAXAZRIA 』（１Ｆ＆２Ｆ） 
業        態  ：  レディース、服飾雑貨                                                                                                    
店 舗 総 面 積：  約１５６坪（約５１５㎡） 
 
1992 年ロサンゼルスにブティックをオープンして以来、ハリウッドセレブリティに熱
狂的に愛され続けているBCBGMAXAZRIA。白を基調とした明るく開放的な店内には、
NY コレクションの Runway ラインを始め、ドレスからカジュアルアイテムまで幅広く
取り揃えています。シューズやバッグ、サングラス、アクセサリーなどの小物類も大変
充実しています。 

 
その他、既存店舗３店（ユナイテッドアローズ、Lamp harajuku y MEXICO CHIDO、COMPLEX
＋）も開業５周年を機に、Shop in Shop のオープンや、店舗業態変更、店名の変更などリニュー

アルを実施いたします。（添付資料参照） 
 
ブリーゼブリーゼでは、今後も開業５周年プロモーションを実売期に実施していく予定です。 
第２弾は１０月に『業５周年アニバーサリー』として、５周年限定品や限定メニューの販売を始

め、各種イベントやポイントカード会員様向け特典など多彩なプランをご用意する予定です。 
『ブリーゼブリーゼ開業５周年アニバーサリー』の概要は改めてご案内申し上げます。 
                                                          
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
※本資料は、大阪商工記者会、大阪市政記者室へ配布しております。 

―― 報道関係者 お問い合わせ先―― 

株式会社サンケイビル ブリーゼブリーゼ運営部 林 

電話：06-6341-3005  FAX：06-6341-2600 E-mail: jun-hayashi@sankeibldg.co.jp 
 

―― ブリーゼブリーゼ 所在地 ―― 

〒530-0001 大阪市北区梅田２－４－９  電話：06-6343-1633 
 

ブリーゼブリーゼ オフィシャルホームページ  http://www.breeze-breeze.jp 
 

http://www.breeze-breeze.jp


<添付資料>

■ブリーゼブリーゼ 新店一覧

▼B1F

店舗名 支店名 会社名 営業種目 店舗の特徴
関西初 ●
大阪初 ○ 新業態

パディントンテラス
Paddington Terrace ブリーゼブリーゼ店

株式会社
マーレマーレ・ジャパン

靴・服飾雑貨

“新しい靴を履いて、さぁ出掛けよう！”
シンプルかつ上品、お洒落だけど履き心地には妥協したくない。ベーシック
もいいけど、トレンドも取り入れたい！そんな欲張りな靴を手の届く価格で
届けたい。エレガンスカジュアルを軸に、デザイン性×クッション性にとこと
んこだわり抜いた一足をお届けします。

全国初 ●

Pure Nail
ピュアネイル

ブリーゼブリーゼ店
株式会社
フリーゾーン

ネイルサロン
丁寧な施術と安心の技術で、あなたの理想にお応えします。オフィスネイ
ル・ママネイル・イベントネイル、シンプルからゴージャスまで幅広いデザイ
ンをご提案。あなたのお爪のおしゃれをお手伝いします。

上段：正式名称
下段：サブ名称（ある場合のみ）

▼1F

店舗名 支店名 会社名 営業種目 店舗の特徴
関西初 ●
大阪初 ○ 新業態

MARGARET HOWELL SHOP &
COFFEE
マーガレット・ハウエル　ショップ
＆ コーヒー

株式会社
アングローバル

メンズ＆レディー
ス

服飾雑貨

英国を代表するデザイナーの一人、マーガレット・ハウエルの大阪旗艦店。
ウィメンズとメンズのウェアやアクセサリーがフルラインアップで揃う他、テイ
クアウト主体のカウンターカフェを併設した新しいスタイルのショップ。ロンド
ンの旗艦店をイメージし、白い壁やダークブラウンのフローリング、スチール
とウッドのテーブルを用いた内装は、英国人建築家のウィリアム・ラッセルが
手掛ける。生活雑貨などのラインであるハウスホールドグッズやヴィンテー
ジ家具も販売。

全国初
大阪旗艦店

●

BCBGMAXAZRIA
ビーシービージーマックスアズリア

ブリーゼブリーゼ店
ビージービージーマック
スアズリア ジャパン株式
会社

レディース

1992年ロサンゼルスにブティックをオープンして以来、ハリウッドセレブリティ
に熱狂的に愛され続けているBCBGMAXAZRIA。白を基調とした明るく開
放的な店内には、NYコレクションのRunwayラインを始め、ドレスからカジュ
アルアイテムまで幅広く取り揃えています。シューズやバッグ、サングラス、
アクセサリーなどの小物類も大変充実しています。

梅田初
日本最大規模
の大阪旗艦店

上段：正式名称
下段：サブ名称（ある場合のみ）

▼２F

店舗名 支店名 会社名 営業種目 店舗の特徴
関西初 ●
大阪初 ○ 新業態

シネクァノン
Sinequanone

梅田店
株式会社
ストックマン

レディース

1973年フランスに設立。現在はフランス国内72の直営店、海外26ヶ国に展
開。日本には2009年3月青山に初上陸し、現在都内に４店舗、関西初上
陸。パリのドレス文化の影響を強く受け、フランス国内でも名高いパタン
ナーによって計算しつくされたディテールが、美しいラインと美しいシルエッ
トを作り出します。モード界トップに君臨するパリならではのデザインは、トレ
ンド感一杯で日本のブランドにはないパリならではの色使いやプリントも充
実。

関西初

TREND TRAP
トレンドトラップ

マツオインターナショナ
ル株式会社

レディース

インポートブランドを中心にスタイリッシュカジュアルな国内外のアイテムが
揃う、セレクトショップ！ 『PIANURA STUDIO』、『JNBY』など、ライフスタイル
をかっこよく、誰よりもワンランク上のファッションを目指す方に、おしゃれ心
を満足させるラインをご提案致します。

大阪初

▼３F

店舗名 支店名 会社名 営業種目 店舗の特徴
関西初 ●
大阪初 ○ 新業態

エー・ティー
A.T

ブリーゼブリーゼ店
クロスプラス
株式会社

レディース

「コレクション」・「ストリート」 この2つの大きなトレンド発信に対してMODEと
STREETを融合させたスタイルを生かし、個性を新鮮に表現しているA.T。
2010年代の新たなニーズを捉えつつ、バッグを中心に服作りのアイデン
ティティーを雑貨にも表現しています。

関西初

上段：正式名称
下段：サブ名称（ある場合のみ）

■ブリーゼブリーゼ 既存店のリニューアル一覧

店舗名 階層 会社名 営業種目 リニューアルの内容
関西初 ●
大阪初 ○ 新業態

ユナイテッドアローズ
UNITED ARROWS

２Ｆ
株式会社
ユナイテッドアローズ

メンズ
服飾雑貨

OFFICINA SLOWEARのショップ・イン・ショップが9月末に誕生します。イン
コテックス、ザノーネ、モンテドーロ、グランシャツの4ブランドを手がける
SLOWEARがこれらブランドを集約し、独自の世界観で展開をするショップ
がOFFICINA SLOWEARです。各分野のエキスパートである4ブランドの製
品と、独自の目線で選びぬかれたアクセサリー類を揃え、上質な生活を求
める幅広い男性に提案をいたします。

○

usagi pour toi Marche
ウサギ プゥ トワ マルシェ

３Ｆ
アッシュ・ペー・フランス
株式会社

服飾雑貨

Lamp harajuku y MEXICO CHIDOが、『usagi pour toi Marche』に8/23
（金）より業態を変更します。フランス人アーティスト、ナタリーレテが手掛け
る作品中心に、国内外を問わず取り扱いをしています。服飾雑貨だけでは
なく、インテリア雑貨まで毎日の生活が楽しくなるアイテムをセレクト。新たに
提案する『usagi pour toi Marche』は、よりコンセプトに忠実に、さまざまなモ
ノや文化が入りまじったライフスタイルのお店です。

金子眼鏡店 ４Ｆ 金子眼鏡株式会社 アイウェア

福井県鯖江市の金子眼鏡の直営店として２００８年にオープンしたコンプ
レックス梅田は、５周年を機に店名を「金子眼鏡店」に改め、スタートさせて
頂きます。鯖江の自社工房で作られる金子眼鏡をはじめ、伝統を継承する
日本の眼鏡職人シリーズといった上質な日本製のアイウェアを、そこに内
包された職人たちの情熱やこだわりのストーリーとともに世界に向けて発信
します。


