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このたび、近鉄百貨店四日市店は、百貨店らしい上質感と地域に密着した品揃えの充実に向けて、１階から

６階を改装し、来る３月１２日（木）にリフレッシュオープンいたします。 

1階では旬の情報を発信するイベントスペースの新設をはじめ、「4℃」・「パーリーゲイツ」など大型人

気ショップの拡充、２階では「ジェラートピケ」などの新規導入による婦人ヤング・キャリアゾーンの充実、

３階では「自由区S」の新規導入による婦人服Sサイズゾーンの品揃えの充実を図るなど、当店の強みである

ファッションゾーンを強化します。また、4月１６日（木）には、３階の下着ブランド「ワコール」コーナー

が、婦人・紳士・子供用下着ほか、フィットネスウエアなどをトータルで取り揃えるサロンへリニューアルす

るなど、よりご満足いただける品揃えを目指します。 

リフレッシュオープンを記念して、３月１２日（木）から４月１日（水）までの３週間、「春めくフェス

タ」と題し、記念ライブや有資格者によるアドバイス会などの各種イベントや、人気の物産催事を開催します。

また、各ショップにおいては春の新作を豊富にラインアップするとともに、お買いあげ特典をご用意してお客

様をお迎えします。 

 

１．オープン日        平成２７年３月１２日（木） 

 

２．新ブランド数       １５ブランド（うち三重県初登場：９ブランド） 

 

３．リフレッシュブランド数  １６ブランド ※ワコールは含まず 

 

４．改装面積         約２，５００㎡ ※営業面積 

 

５．改装投資額        約 1 億円 

 

６．年間増収目標       約 2 億 4 千万円 

 

７．リフレッシュオープンの主な概要 

（１）１階 イベントスペース・婦人洋品売場  

北西入口前に、店のトレンド発信地として、旬のブランドの期間限定ショップ

の開催やシーズン商品の特集などを週替わりで行うイベントスペースを新設しま

す。また、アクセサリーブランド「4
ヨン

℃
ドシー

」がハンドバッグや財布などを加えた

ショップとして、またおしゃれなゴルフブランド「パーリーゲイツ」はパーリー

ゲイツの機能派シリーズのブランド「マスターバニーエディション」の品揃えを

拡充し、中部地区初登場の２ウエイショップとしてそれぞれリフレッシュしま

す。 

  

◎イベントスペース 
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■3 月 12 日（木）～１８日（水）のイベントスペースの展開 

「イッツ インターナショナル＆７
ｾﾌﾞﾝ

-
－

ＩＤ
アイディ

 期間限定ショップ」 

 上質素材の「イッツインターナショナル」と、大人の女性のためのエレガ

ントなアイテムが揃う「７-ＩＤコンセプト」。２つの人気ブランドを集

めたセレクトショップが登場します。 

 

 

（２）２階 婦人ヤング・キャリアウエア売場 

三重県初登場のデニムブランド「リプレイ」をはじめ、「ジェラートピケ」・

「フレイ アイ ディ」・「ケティ」の４ブランドを新規導入し、ますます高感度

なファッションを提案します。 

 

（３）３階 婦人服売場（婦人プレタポルテ売場・婦人 S＆L サイズウエア売場） 

S サイズゾーンでは、程よいトレンド感のあるミセス向けブランド「自由区

S」を新規導入し、幅広い年齢のお客様にご満足いただける品揃えになりま

す。また、プレタポルテ売場には「ダナパリ」・「ヴォヤージュ センソユニ

コ」の２ブランドを新規導入し、より洗練されたゾーンへ、L サイズゾーンに

は、フェミニンな｢ローズティアラ｣を新規導入するほか３階のゾーニングの再

編を行い、回遊性を高めます。 

 

（４）３階 ワコールサロン ４月１６日（木）オープン 

 婦人用下着のみのコーナーを、婦人・紳士・マタニティ・子供用下着、婦人・

紳士フィットネスウエア、ルームウエアなどワコールブランドをトータルで取り

揃える「ワコールサロン」へリニューアル。ゆったりとした空間の中で、知識豊

富なインナーウエアアドバイザーが快適な品選びをサポートします。 

 

※新ブランド・リフレッシュブランド詳細は別紙をご覧ください。 

 

「イッツ インターナショナル＆   

７-ＩＤ期間限定ショップ」イメージ 

 

 

〈ジェラートピケ〉 

◎婦人ヤングウエア売場 

 

 

〈自由区Ｓ〉 

◎３階婦人Ｓサイズ売場 

 

 

８．春めくフェスタの主な概要 

（１）期 間   ３月１２日（木）～４月１日（水）※３月１９日（木）は休ませていただきます。 

（２）内 容   リフレッシュオープンを記念して、３週間を「春めくフェスタ」と題し、記念ライブや有資格

者によるアドバイス会などの各種イベントや人気の物産催事を開催します。各ショップにおい

ては春の新作を豊富にラインアップするとともにお買いあげ特典をご用意してお客様をお迎え

します。 

       一例①「リフレッシュオープン記念ライブ」 

■月日：３月１２日（木） 

■場所：シャンデリア広場 特設ステージ 
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■内容：近鉄百貨店諏訪太鼓 ①  ９時４０分～ ② 午後２時～ 

アメリア＆ス・ワンダフルデュオ 

① 午前１１時～ ② 午後３時～ ③ 午後４時～ 

②「カラー診断＆骨格診断」※有料 

■日時 ：３月１３日（金）・１４日（土） 午前１１時～午後５時※定員に達し次第、終了。 

■場所 ： ２階イベントスペース（アフタヌーンティー・ティールーム横） 

■内容 ：１級カラーコーディネイター･ファッションアナリストによる、 

似合う色や素材、デザインの提案。 

 

        ③有資格者によるアドバイス会 

          ◎シューフィッターによる足型計測会 

           足の長さや幅など足の特徴を見て、より適した靴選びのアドバイスをします。 

■日時 ： ３月１２日（木）～１４日（土）午前１０時～午後８時 

■場所 ： １階 婦人くつ売場 

          ◎日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパートおすすめ 春の食材にあうワイン試飲会 

           春の食材にあうワインの魅力や楽しみ方をアドバイスします。 

           ■日時 ： ３月１３日（金）～１４日（土） 午前１０時～午後８時 

           ■場所 ：１階 和洋酒売場  

          

     ④ＫＩＰＳメール会員さま限定 お買いあげプレゼント 

■日時 ：３月１２日（木）～１８日（水）※なくなり次第終了します。 

■内容 ：お買いあげレシート（税込 5,400 円以上）と KIPS メール画面のご提示

で先着３００名さまに＜ブールミッシュ＞ハートマカロンを進呈。 

 

⑤「第５３回 諸国味くらべ大会」 

■期間：３月１２日（木）～１８日（水） ７日間  

■場所：５階 催会場 

■内容：北海道から九州まで全国各地の自慢の味５2 店のグルメが一堂に集結する

物産展。今回は１１の店が初登場し、ますますパワーアップして開催しま

す。※詳細は「第５３回 諸国味くらべ大会」リリース（平成２７年３月４日付）をご

覧ください。 

（以 上） 

 



【別紙】

■新ブランド（３月１２日（木）オープン）

フロア ゾーン 売場 ブランド名 三重県初登場 ブランドコンセプト

1F 婦人洋品 アクセサリー 4℃（バッグ） ○ 使いやすさにこだわったトレンド感のあるバッグブランド

1F 婦人洋品 ハンドバッグ 組曲 ○ ナチュラルでシンプルながら程よい上質感のあるバッグブランド

1F 婦人洋品 ハンドバッグ 23区 ○ 程よくトレンドをミックスした大人可愛いバッグブランド

1F 婦人洋品 ハンドバッグ オサム  デザイナー「梶谷修」による斬新なデザインと機能性を兼ね備えたバッグブランド

2F 婦人服 キャリアウエア リプレイ ○ 独創性と本物志向を求めるファッションフリークに人気のデニムブランド

2F 婦人服 ヤングウエア ケティ ○ 洗練された素材、シルエットを追及する「大人の可愛らしさ」を提案するブランド

2F 婦人服 ヤングウエア フレイ アイ ディー 「モードな日常」をテーマに、楽しさとエレガントなスタイリングを提案するブランド

2F 婦人服 ヤングウエア ジェラートピケ 「大人のデザート」がコンセプトの、着心地にこだわったルームウエアブランド

3F 婦人服 プレタポルテ ダナパリ パリの街角を感じさせる遊び心ある大人の女性のためのブランド

3F 婦人服 プレタポルテ ヴォヤージュ センソユニコ 大人の女性のためのカジュアルからモードまで提案するブランド

3F 婦人服 Ｓサイズ 自由区Ｓ ○ 外出着から日常着まで、自然体でライフスタイルを楽しむ女性のためのブランド

3F 婦人服 Ｌサイズ ローズティアラ ○  フェミニンで甘くなりすぎない大人のエレガンスを提案するブランド

4F 紳士服 紳士服 トッドハウス ○ クオリティを重視し縫製にこだわった大人のビジネスファッションブランド

4F スポーツウェア フィットネスウエア ダンスキン ニューヨーク生まれのフィットネスウエアブランド

6Ｆ 子供服 子供服 センス オブ ワンダー ○

オーガニックコットンの使った〈センス オブ ワンダー〉をはじめ、明るいカラーの

〈ベイビーチアー〉、カジュアル＆トレンドの〈ラブ＆ピース＆マネー〉の３ブランド

の複合ショップ

■リフレッシュブランド（３月１２日（木）オープン）

1F 婦人洋品 アクセサリー  アナスイ

1F 婦人洋品 アクセサリー   アンテプリマ

1F 婦人洋品 アクセサリー  ヴァンドームブティック

1F 婦人洋品 アクセサリー タイム プラス スタイル

1F 婦人洋品 アクセサリー エフ・エ・ぺ

1F 婦人洋品 アクセサリー  クリスタルティアラ

1F 婦人洋品 アクセサリー  スイートフラッフィ

1F 婦人洋品 婦人くつ バニティービューティー

1F 婦人洋品 旅行用品 エース

1F 婦人洋品 ハンドバッグ セレンシー

1Ｆ 婦人服 ゴルフウエア・用品 パーリーゲイツ

2Ｆ 婦人服 ヤングウエア リップスター

3F 婦人服 プレタポルテ カーサ センソユニコ

3F 婦人服 プレタポルテ BCアミ

6Ｆ 子供服 子供服 ドーリーリボン

6Ｆ 玩具 玩具 ボーネルンド

■リフレッシュブランド（４月１６日（木）オープン）

3F

婦人・紳士・

子供下着／

婦人・紳士

フィットネス

ウエア

下着・

フィットネス

ウエア

ワコールサロン
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