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丸亀町グリーン株式会社

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、丸亀町商店街G街区（香川

県高松市丸亀町）において開発を進めております複合施設『丸亀町グリーン』を2012年4月19日（木）に

オープンいたします。当施設は、緑と光あふれる広場を中心に、約60店舗の商業施設と175室のホテル、

96戸の住宅、駐車場・駐輪場などが一体となった施設です。

丸亀町商店街の入口に位置し、地元のお客様が徒歩で気軽に立ち寄れる施設であると同時に、国道11号線

に面した立地特性と充実した駐車場施設により、車でのアクセスにも優れた施設になります。

今回は第一弾オープンとして、四国初出店の高感度セレクトショップをはじめ、日常を楽しくする生活雑

貨や地元のこだわりスイーツ等のショップが顔を揃えるとともに、ビジネスと観光の拠点であるホテルが

オープンします。

第二弾オープンでは、地域の豊かな食生活をサポートする食品スーパー及び4階ガーデンレストラン等の

オープンを予定しております。

開発のコンセプト

丸亀町グリーンは、「育むまち」をコンセプトに、約20年の歳月をかけ開発を進めてきたプロジェクト

です。今回の開発では、丸亀町商店街の核として、「住む、集う、遊ぶ、学ぶ、憩う」などの多様な機

能を付加することで、人と街、そして地域をつなぐ新たな拠点を創出します。そして、施設が完成した

後も、人々が集いふれ合うことで、人と街がともに育み合い、つねに成長しつづけるまちを目指します。
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施設のロゴは、「G」をかたどった樹木と6色の葉っぱにより、

自然豊かな郷土の特色とここに集まった個性豊かなショップを

表し、樹木を目指して集まる3羽の鳥は施設に集まるたくさんの

「お客様（家族）」を表現しています。

育むまち丸亀町グリーンの象徴として、地域に貢献できる豊か

な木でありたいという思いを込めています。
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「丸亀町グリーン」フロア構成

地域生活者にとって待望の「四国初出店ショップ」と、地域を代表する「地元の人気ショップ」を集積。

「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に、次世代の都市生活者に

向けたライフスタイルを提案します。特に＜オーガニック＞＜ビューティスタイル＞＜ライブカルチャー＞

の3つのキーワードを軸に、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。
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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階中央の大きな広場周りには、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食品スーパー、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。

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にはバラエティに富んだカ

フェ＆レストランが顔を揃えて、この街で過ごす楽しさと心地よさを高めます。

Favorite & Eating

高松の中心地にここにしかないステキな時間を過ごせる名所がうまれます。ソラの見える都心の屋上と

いうロケーションをいかし地域コミュニティ活動を育む緑の公園は、ショッピング施設・住宅・ホテル

の３つの機能をつなぐ新しいコミュニティの舞台。ブライダルやパーティのできる戸建てレストランは

地域生活者みんなのための“育むまち”のゲストハウスです。

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。

Enjoy & Relax

Park Community

※食品スーパー及び4Fガーデンレストラン等については、第二弾オープンを予定しております。

東館西館
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株式会社株式会社株式会社株式会社ユナイテッドアローズユナイテッドアローズユナイテッドアローズユナイテッドアローズ <メンズメンズメンズメンズ・・・・レディスファッションレディスファッションレディスファッションレディスファッション、、、、服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨、、、、生活雑貨生活雑貨生活雑貨生活雑貨>

四国初出店四国初出店四国初出店四国初出店

アーバンアーバンアーバンアーバン リサーチリサーチリサーチリサーチ ドアーズドアーズドアーズドアーズ

チャオパニックチャオパニックチャオパニックチャオパニック

ラディカラディカラディカラディカ・・・・ドゥスハルモニドゥスハルモニドゥスハルモニドゥスハルモニ

四国初出店の高感度セレクトショップや、地元の人気ショップによるニューコンセプトストアなど、

これまで四国になかった話題のショップが集結します。

「丸亀町グリーン」主要店舗

Be happy 
ココロにいいオシャレな毎日

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
何かがみつかる「Be happy」をコンセプトにしたショップです。

株式会社株式会社株式会社株式会社アーバンリサーチアーバンリサーチアーバンリサーチアーバンリサーチ <メンズメンズメンズメンズ・・・・レディスファッションレディスファッションレディスファッションレディスファッション、、、、服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨、、、、生活雑貨生活雑貨生活雑貨生活雑貨>

四国初出店四国初出店四国初出店四国初出店

株式会社株式会社株式会社株式会社パルパルパルパル <メンズメンズメンズメンズ・・・・レディスファッションレディスファッションレディスファッションレディスファッション、、、、服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨>

四国初出店四国初出店四国初出店四国初出店

株式会社株式会社株式会社株式会社エヌディシージャパンエヌディシージャパンエヌディシージャパンエヌディシージャパン <レディスファッションレディスファッションレディスファッションレディスファッション、、、、服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨>

新業態新業態新業態新業態

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。

スタイリッシュなオリジナルは、風合いや作りにこだわったベーシック
コレクション。国内外からセレクトした高感度なカジュアルアイテムは、

スタイリングに特別な意味を持たせてくれます。
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。さまざまな刺激が、私たちの日常をハッピーにしてくれる。

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。
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「心地良い暮らし」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。手づく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DOORSの視点でセレクトして、四国讃岐
の魅力をニッポン、世界に向けて発信します。

「ヨーロッパの自然とリゾート」をテーマに、洋服だけではなく、雑貨・

コスメ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。

※画像は一部イメージとなります。
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ユザワヤユザワヤユザワヤユザワヤ商事株式会社商事株式会社商事株式会社商事株式会社 <手芸手芸手芸手芸・・・・クラフトクラフトクラフトクラフト>

四国初出店四国初出店四国初出店四国初出店

ファッション以外にも、四国初・香川初出店となる手芸・音楽等のカルチャー関連のショップや、日

常の食卓を楽しくする輸入食品、地元スイーツ店の新業態ショップが顔を揃えるほか、多くの会員数

を誇る地元カルチャースクールが移転オープンします。

タワーレコードタワーレコードタワーレコードタワーレコード株式会社株式会社株式会社株式会社 <音楽音楽音楽音楽・・・・映像映像映像映像ソフトソフトソフトソフト>

香川香川香川香川初出店初出店初出店初出店

ジュピターコーヒージュピターコーヒージュピターコーヒージュピターコーヒー株式会社株式会社株式会社株式会社 <輸入食品輸入食品輸入食品輸入食品・・・・コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー豆豆豆豆 >

香川香川香川香川初出店初出店初出店初出店

株式会社株式会社株式会社株式会社ルーヴルーヴルーヴルーヴ <スイーツスイーツスイーツスイーツ>

新業態新業態新業態新業態

ユザワヤユザワヤユザワヤユザワヤ

タワーレコードタワーレコードタワーレコードタワーレコード

ジュピタージュピタージュピタージュピター

リビングカルチャーセンターリビングカルチャーセンターリビングカルチャーセンターリビングカルチャーセンター

高松高松高松高松リビングリビングリビングリビング新聞社新聞社新聞社新聞社 <カルチャースクールカルチャースクールカルチャースクールカルチャースクール>

おんまいおんまいおんまいおんまい

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。

関東地区を中心に全国に33店舗を展開するユザワヤの四国初の店舗では、
約5万点以上の幅広い商品構成を行い、高松の手芸愛好家のニーズに応えます。

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5000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。見るだけでも楽しいお店です。

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。仕事に家事に子どものこと、忙しいけれど

それだけじゃつまらない－そんな女性たちの気持ちを満たす年間1200以上の
講座を主催。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…と多彩。今後も、女ゴコロをくすぐる講座が
続々登場するほか、参加しやすい1日教室も!

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。地域の新しい
方向性、話題性を念頭に、特に香川県産の素材を中心に展開します。また洋菓

子、和菓子のジャンルにとらわれず、身体にやさしい新しい提案型スイーツを

目指しています。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。

※画像は一部イメージとなります。

「丸亀町グリーン」主要店舗

店内には、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ます。
最新ヒット商品はもちろん、話題のK-POPアーティストの輸入盤や旧作、
人気企画「千円生活」をはじめとするお買い得な洋楽名盤、更には邦楽
インディーズ系アーティストやエルダー層へ向けた大人のJ-POPコーナー
まで、幅広い年齢層のお客様の音楽ライフに対応し、
満足して頂ける店作りを目指します。



4階には、誰もが気軽に利用出来る屋

上ガーデンを整備。

今回1階に出店する「ユナイテッド

アローズ グリーンレーベル リラク

シング」のクリエイティブアドバイ

ザーによるデザイン監修の元、地域

の人々に愛されるくつろぎのコミュ

ニティ・ガーデンを創出します。

1階広場イメージ

広場広場広場広場・・・・デッキデッキデッキデッキ －－－－街街街街のののの新新新新しいしいしいしい顔顔顔顔となるにぎわいとふれあいのとなるにぎわいとふれあいのとなるにぎわいとふれあいのとなるにぎわいとふれあいの広場広場広場広場－－－－

丸亀町グリーンの東西をつなぐ1階中央スペース

には、シンボルツリーを囲む吹抜け広場を整備。

商店街に今までなかった、出会いとくつろぎの

場を提供します。
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ガーデンガーデンガーデンガーデン －－－－ソラソラソラソラのののの見見見見えるえるえるえる都心都心都心都心のののの屋上屋上屋上屋上ガーデンガーデンガーデンガーデン－－－－
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高松では、早くから世界に向けたモノ作りや先端的芸術分野での発信が行われ、それらが今も脈々と受け継がれて
いる風土は高松の街そのものの魅力を高めています。

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシングでは、今回の高松への出店にあたり、それらの歴史的な背景
に共鳴しつつも、これからの未来にむけた地域社会と商業施設のあり方、あるいは地元に根ざすブランドのあり方を
第一に考えてきました。
今回の特別な取り組みである4階ガーデンのコンセプト・デザインプロデュースでは、高松の美しい街並みや歴史的
風土、世界に開かれた街としての特徴を踏まえ、世界に誇る地元産品を使った外壁デザインや、四季の花が咲き誇る

ガーデニングプランを行いました。なかでも、花言葉「精神的な美しさ・美しい心」を持ち、四季に渡って咲く花
「クレマチス」を植栽し、多様な世代での利用を想定するガーデンの象徴的位置づけとしています。
ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシングのショップと共に、地元の皆様に末長く愛されるガーデンで
あることを願っております。

雨に濡れず明るく開放的な広場空間では、季節

ごとに様々なイベントを開催し、賑わいを演出

します。

また、施設の2階と3階には、東館・西館をつな

ぐ空中デッキを設置。広場で行われるイベント

や商店街を行きかう人々を眼下に望みながら、

施設全体を回遊することが可能になります。

4階ガーデンイメージ

施設の特徴・ポイント



計画名称 ： 高松丸亀町商店街Ｇ街区第一種市街地再開発事業

所 在 地 ： 香川県高松市丸亀町7-16、8-23、他

区域面積 ： 約1.2ha

敷地面積 ： 約8,900㎡

延床面積 ： 約44,000㎡

階 数 ： 西館 地下1階、地上13階

東館 地下1階、地上12階

構 造 ： 西館 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造

東館 鉄骨造

用 途 ： 商業、住宅、ホテル、駐車場、駐輪場、他

用途別面積： 商業 約15,900㎡ （約60店舗）

住宅 約8,600㎡ （96戸）

ホテル 約5,700㎡ （175室）

駐 車 場 ： 約400台（一般用約330台、住宅用約70台）

駐 輪 場 ： 約600台

事 業 主 ： 高松丸亀町商店街Ｇ街区市街地再開発組合

業務代行者： 森ビル都市企画株式会社

商業運営者： 丸亀町グリーン株式会社

参加組合員： 大和ハウス工業株式会社

設 計 者 ： 戸田建設株式会社

施 工 者 ： 株式会社淺沼組

設計監理 ： 森ビル都市企画株式会社、株式会社入江三宅設計事務所

開 業 ： 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

■■■■アクセスアクセスアクセスアクセス

【鉄道】

JR「高松」駅より徒歩約15分

ことでん「瓦町」駅より徒歩約7分

〃 「片原町」駅より徒歩約10分

【バス】

ことでんバス「五番町」停留所より徒歩約3分

〃 「兵庫町」 〃 約6分

【 車 】

「番町」交差点から約100m

６

「丸亀町グリーン」施設概要


