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メディア関係各位

2012.spring

～「ＩＭＳ春のニューショップ＆リニューアル」第1弾～

20店舗が
NEW&
RENEWAL

レディス・雑貨など個性あふれるこだわりの１３のショップがオープン。
九州初・福岡初のショップにも注目！

この春イムズでは2月から4月にかけて20のショップがオープン致します！
今回はそのうちの７つのニューショップと6つのリニューアルショップの概要について発表いたします。
＜リニューアルの特徴＞
特徴

Ⅰ
特徴

Ⅱ
特徴

Ⅲ

イムズのファッションターゲットである「自立した大人の男女」に向けて、素材やデザインにこだわりながら、
「自分らしさ」と「ファッションの楽しさ」を感じていただけるショップが揃います。オープンからのコンセプトを
維持しつつ、価格訴求に頼らず時代の流れを取り入れた店舗の導入がイムズの新しい魅力になります。
九州初出店のショップとして、大人のオシャレ可愛いがコンセプトのシューズ･レッグウエア「Piche Abahouse
（ﾋﾟｼｪ ｱﾊﾞﾊｳｽ）」、リネンやコットンの天然素材にこだわったファッションアイテムが充実する「ADIEU
TRISTESSE LOISIR （ｱﾃﾞｭｰﾄﾘｽﾃｽ ﾛﾜｽﾞｨｰﾙ）」、革や生地の優しい風合いと機能性を追及したバッグや小物
が評判の「CLEDLAN FUKUOKA（ｸﾚﾄﾞﾗﾝ ﾌｸｵｶ）」、福岡初出店のショップとして､代官山発祥のセレクトショップ
として定評のある「héliopôle （ｴﾘｵﾎﾟｰﾙ）」がオープン。
他にも、時を超え長く愛される普遍的な女性的なスタイルを提案する「ANGLOBAL SHOP（ｱﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｼｮｯﾌﾟ）」、
ヨーロッパ各地から取り揃えたファブリックとクラフトアイテムが揃う「Le Cadeau（ﾙｷｬﾄﾞ）」がオープンします。
４Ｆは営業中の車のショールームとペット・植物のショップに加え、「ランニング」、「トレイル」、「サイクリング」、
「ヨガ」、「フィットネス」、「ゴルフ」など屋外での活動をスタイリッシュに楽しみたい人たちのフロアに生まれ変
わります。2月に先行オープンする北欧のブランドHAGLOFSを中心に､アウトドアスタイルを提案する
「H PLUS」以外のラインナップについては３月初旬の発表を予定しています。

＜2～4月リニューアル全体概要＞
●店舗数
／
●総面積
／
●対象フロア ／

20店舗 （うちニューオープン11店舗、リニューアル9店舗）
575.38坪
B1F、1F、2F、3F、4F、6F

引き続きオープン情報は、3月に詳細をご報告する予定としています。ご期待下さい！
レディスウェア・靴・バッグなど九州初・福岡初のおしゃれショップが4店舗オープン！
九州初

【B1F】
2/24（金）OPEN

Piche Abahouse
（ﾋﾟｼｪ ｱﾊﾞﾊｳｽ）

九州初

【B1F】
2/24（金）OPEN

ADIEU TRISTESSE LOISIR
（ｱﾃﾞｭｰﾄﾘｽﾃｽ ﾛﾜｽﾞｨｰﾙ）

九州初

【3F】
2月下旬OPEN

CLEDRAN FUKUOKA
（ｸﾚﾄﾞﾗﾝ ﾌｸｵｶ）

福岡初

【1F】
3月下旬OPEN

héliopôle（ｴﾘｵﾎﾟｰﾙ）

※ ご取材頂ける場合はお手数ですが、取材申込書の提出をお願いしておりますので、イムズ広報担当までご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。
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▼ 第1弾ショップ情報 （計13店舗）
ﾌﾛｱ

店舗名

INDEX （ｲﾝﾃﾞｯｸｽ）

B1F

九州
初

九州
初

Piche Abahouse
（ﾋﾟｼｪ ｱﾊﾞﾊｳｽ）

ADIEU TRISTESSE LOISIR
（ｱﾃﾞｭｰﾄﾘｽﾃｽ ﾛﾜｽﾞｨｰﾙ）

NEW or
RENEWAL

RENEWAL

NEW

NEW

面積
（坪）

業態

ｵｰﾌﾟﾝ日

ﾚﾃﾞｨｽ

2/18
（土）

40.24 実し、定番アイテムは素材とエッジが効いたデザイン
に進化。シーンに合わせてMany Way な着こなしを
坪

2/24
（金）

35.41 レンドのエッセンスを加えながらも、シンプル且つスタ
イリングしやすいリアルシューズをラインナップ。ソッ
坪

2/24
（金）

41.66 ティーク感のあるカラーのアイテムが充実。ボーダー
やデニムなどの大人のリラックスマリン、インポートア
坪

2/23
（木）

22.35 を充実し、リニューアルオープン。ハンドメイドで製作
された陶器を中心にグラス、キャンドルなどのコレク
坪

靴

ﾚﾃﾞｨｽ

ショップについて
新しいINDEXはスタイリングの幅が広がる雑貨が充

提案。

“大人のオシャレ可愛いシューズ”をコンセプトに、ト

クスやレギンスを組み合わせたレッグファッションも。
リネンやコットンなどの天然素材にこだわり、アン

イテム、シューズとソックスを中心とした雑貨も充実。
フランスのブランドASTIER de VILLATTEのコーナー

H.P.DECO好奇心の小部屋
（ｴｲﾁ ﾋﾟｰ ﾃﾞｺ）

RENEWAL ｲﾝﾃﾘｱ・雑貨

Usagi pour toi
（ｳｻｷﾞ ﾌﾟｩ ﾄﾜ）

ﾚﾃﾞｨｽ・
RENEWAL
ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨

2/23
（木）

8.60
坪

H.P.FRANCE Boutique
（ｱｯｼｭﾍﾟｰﾌﾗﾝｽ ﾌﾞﾃｨｯｸ）

RENEWAL ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨

2/25
（土）

14.56 ティークな空間に、バイヤー フランソワーズ・セーグ
ル・キャロルがセレクトしたヨーロッパのアクセサリー、
坪

3月
下旬

17.69 女性のためのセレクトショップ。仏、伊を中心とした
ヨーロッパのセレクトアイテムにオリジナルアイテム
坪
をプラス。クオリティを感じさせながらもトレンドを敏感

1F

ションを展開。

フランス人アーティスト ナタリ・レテの世界観と独自
のアイテムセレクトが人気の『Ｕｓａｇｉ pour toi』がリ
ニューアル。ショップコンセプトの「雑貨」「雑服」をもと
に日本や海外からセレクトした洋服、バッグ、靴、ア
クセサリー、雑貨が更に充実。
モノトーン、レッドを基調としたスタイリッシュかつアン

バッグ、ストールなどを展開。

自分の価値観で物を見たりチョイスできる等身大の

héliopôle
（エリオポール）

福岡
初

NEW

ﾚﾃﾞｨｽ

にキャッチしたスタイルを提案。

ANGLOBAL SHOP
（ｱﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｼｮｯﾌﾟ）

2F

パラスパレス

NEW

2/24
（金）

25.24 時を超え、長く愛される普遍的なスタイルに優雅で気
品のある女性らしさを提案するインポートセレクト
坪
ショップ。

2/17
（金）

32.58 中心に展開するカジュアルブランド。人の手が作り出
す繊細で柔らかな味わいを大切にし、心と身体をや
坪

2月
ﾊﾞｯｸﾞ・革小物
下旬

26.91 りのデザイン、使う人の心を捉えた機能性を追及した
バッグや財布など、革小物を中心に柔らかな雰囲気
坪
の洋服、靴も併せて展開。大阪の本店、表参道の路

ﾚﾃﾞｨｽ

RENEWAL ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ

四季折々の草花の柄をウェアにのせ、インディゴを

さしく包むアイテムを提案。

優しい革の風合い、ファッションのアクセントになる拘

3F

九州
初

CLEDRAN FUKUOKA
（ｸﾚﾄﾞﾗﾝ ﾌｸｵｶ）

NEW

面店に続き、九州初のショップ。

ワコール デューブルベ

RENEWAL

ｲﾝﾅｰｳｪｱ

ワコールのセミオーダーインナーウエアショップ。

3/1
（木）

29.34 一人ひとりのサイズを正確に測定、コンサルティング
しながら全3,030通りものサイズ・バリエーションの中
坪
から最適な商品を提案。

4F

H PLUS （ｴｲﾁﾌﾟﾗｽ）

NEW

ｱｳﾄﾄﾞｱｳｪｱ
・ｱｳﾄﾄﾞｱ雑貨

2/11
（土）

26.91 北欧のスタイリッシュなブランドHAGLOFSを中心とし
たアウトドアウエア＆ギアショップ。
坪

6F

Le Cadeau （ﾙｷｬﾄﾞ）

NEW

ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ

2/23
（木）

33.84 ヨーロッパ各地から取り揃えたファブリックを中心に、
インテリア、雑貨、クラフト商材が揃いWORKSHOP
坪
コーナーも併設。お子様連れの方も楽しめる空間に。

※ ご取材頂ける場合はお手数ですが、取材申込書の提出をお願いしておりますので、イムズ広報担当までご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。

