
““MARY QUANTMARY QUANT”” NEW OPEN!!NEW OPEN!!

2014年 3月18日

丸亀町グリーン株式会社

丸亀町丸亀町丸亀町丸亀町グリーングリーングリーングリーン

この春おかげさまで2周年を迎え、多くのお客様の笑顔が溢れる『丸亀町グリーン』に、新たな人気ショップ
が仲間入り。色鮮やかなコスメやデイジーの花をモチーフにしたファッションアイテムなど･･･多くの女性から
支持されているブランド“MARY QUANT”が、4月23日(水) 西館１Ｆにオープンいたします。
また、丸亀町グリーンでのオープンに伴い四国初となる“MARY QUANT”のお姉さんコスメブランド「grace 
mary」(グレースマリー)の取扱いもスタート！これまでと少し違った新たな“MARY QUANT”の魅力を発信し、
ブランドファンはもちろん、多くの女性にお楽しみいただける店舗へと生まれ変わります。

～～～～ 4.23 4.23 4.23 4.23 ((((wedwedwedwed)))) 四国初四国初四国初四国初 ! ! ! ! 「「「「grace grace grace grace marymarymarymary」」」」 取扱取扱取扱取扱スタートスタートスタートスタート！！！！～～～～

ＭＡＲＹＭＡＲＹＭＡＲＹＭＡＲＹ QUANTQUANTQUANTQUANT

ＭＡＲＹＭＡＲＹＭＡＲＹＭＡＲＹ ＱＵＡＮＴＱＵＡＮＴＱＵＡＮＴＱＵＡＮＴ ～～～～ブランドコンセプトブランドコンセプトブランドコンセプトブランドコンセプト～～～～

既成のルールにとらわれず、自由に発想するー。
1950年代、それまでタブーとされていたミニスカートを発表し、
世界中を席巻したファッションクリエーターMARY QUANT。彼
女の独創的で好奇心旺盛なその考え方は、現代女性の独創
的で好奇心旺盛なその考え方は、現代女性の社会進出にも
大きな影響を与えてきました。
マリーはコスメもファッションととらえ、自由自在の組み合わせ
で女性の美しさを彩り、「MARY QUANTなら、好きな色が必ず
見つかる」というお客様のご期待にしっかりとお応えします。
またMARY QUANTのファッションアイテムは、ウェアはもちろ
んバッグやアクセサリー・ポーチなど、さまざまな雑貨をライン
ナップ。商品はどれも実用的でファッショナブル。遊び心にあ
ふれたMARY QUANTでは、自由な組み合わせのトータルコー
ディネートをご提案いたします。

【【【【オープンオープンオープンオープン日程日程日程日程】】】】 2014201420142014年年年年 4444月月月月23232323日日日日((((水水水水))))

【【【【場所場所場所場所】】】】 丸亀町丸亀町丸亀町丸亀町グリーングリーングリーングリーン 西館西館西館西館１１１１ＦＦＦＦ

【【【【ブランドブランドブランドブランド公式公式公式公式ＨＰＨＰＨＰＨＰ】】】】 http://http://http://http://www.maryquant.co.jpwww.maryquant.co.jpwww.maryquant.co.jpwww.maryquant.co.jp////
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■■■■ 丸亀町丸亀町丸亀町丸亀町グリーングリーングリーングリーン店店店店オープンオープンオープンオープン記念記念記念記念 限定限定限定限定キットキットキットキット販売販売販売販売！！！！！！！！

丸亀町グリーン店のオープンを記念して、MARY QUANTからアイシャドウ・パレット・アイシャドウチップのメー
クセットにオリジナルポーチがついた限定キットが数量限定で発売！
アイシャドウは、小さめのシルバーパールと偏光のピンクパールを配合したやわらかい印象のパウダーピン
ク。ひと塗りするだけで目もとがパッと明るくなり、透明感を作り出します。限定40個でなくなり次第終了となり
ますので、ぜひ店頭でご覧ください！

■■■■オープンオープンオープンオープン限定限定限定限定キットキットキットキット詳細詳細詳細詳細：：：： アイオープナーアイオープナーアイオープナーアイオープナー(A(A(A(A----32)32)32)32)＋＋＋＋カラーパレットカラーパレットカラーパレットカラーパレットPPPP＋＋＋＋タイニーツインチップタイニーツインチップタイニーツインチップタイニーツインチップ＋＋＋＋ポーチポーチポーチポーチ
■■■■価格価格価格価格：：：：3,2403,2403,2403,240円円円円（（（（税込税込税込税込））））

■■■■ 限定限定限定限定80808080個個個個！！！！ オープンオープンオープンオープン記念記念記念記念ポーチポーチポーチポーチ プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント！！！！！！！！

コスメ商品5,400円（税込）以上ご購入のお客様に、オープン記念ポーチをプレゼント！「MARY QUANT」 らし
いファッショナブルで遊び心のあるデザインで、5種類のデザインの中から選んでいただけます。限定80個で
すので、ぜひお早めに！！

人気子供服人気子供服人気子供服人気子供服ブランドブランドブランドブランド四国初出店四国初出店四国初出店四国初出店

petit mainpetit mainpetit mainpetit main ((((ププププティティティティマインマインマインマイン)))) 四国初四国初四国初四国初

シーズントレンドを子供らしく取り入れたデザインが人気のガールズ＆ボーイズブランド
「petit main」の四国初となるショップが、3月13日(木)丸亀町グリーン西館２Fにオープ
ン！ママ目線の日常着を追究し、着心地にこだわってつくられた子供服を多数取り揃え、訪
れる多くのご家族にファミリーで楽しめるファッションをご提案いたします。

【【【【場所場所場所場所】】】】 丸亀町丸亀町丸亀町丸亀町グリーングリーングリーングリーン西館西館西館西館2F2F2F2F

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 087087087087 –––– 802802802802---- 3501350135013501

【【【【オープンオープンオープンオープン記念特典記念特典記念特典記念特典】】】】
ALL10ALL10ALL10ALL10％％％％OFFOFFOFFOFF！！！！！！！！更更更更にににに3333点以上購入点以上購入点以上購入点以上購入でででで20202020％％％％OFFOFFOFFOFF！！！！

期間：3月13日(木)～3月23日(日)

““““ＭＡＲＹＭＡＲＹＭＡＲＹＭＡＲＹ ＱＵＡＮＴＱＵＡＮＴＱＵＡＮＴＱＵＡＮＴ”””” オープニングキャンペーンオープニングキャンペーンオープニングキャンペーンオープニングキャンペーン

MARY QUANT 丸亀町グリーン店では、４月23日のオープンを記念して、お得なオープニングキャン
ペーンを開催！ 人気コスメが入った限定キットの販売や豪華ノベルティのプレゼントなど、この期間だ
からこそお楽しみいただける、お得な内容を多数ご用意し、多くのお客様をお迎えいたします。
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2nd ANNIVERSARY!!2nd ANNIVERSARY!!2nd ANNIVERSARY!!2nd ANNIVERSARY!!

2012年4月19日の開業より、「育む街」として地域の方々
と共に成長しつづける『丸亀町グリーン』は、おかげさま
でこの春2周年を迎えます。
そこで、これまでご支援いただいた皆様に感謝の気持を
込めて『2nd ANNIVERSARY!! 』を開催！
お得なフェアやイベントはもちろん、新たなショップの
オープンまで…いつ来てもお楽しみいただける様々な内
容盛りだくさん！3年目を迎える丸亀町グリーンに、たくさ
んの「笑顔」と「ありがとう」が溢れます。

フェアフェアフェアフェア期間期間期間期間：：：： 4444月月月月1111日日日日（（（（火火火火）））） ～～～～ 5555月月月月6666日日日日（（（（火祝火祝火祝火祝））））

おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで２２２２周年周年周年周年 「「「「２２２２ndndndnd ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ!!!!!!!!」」」」 好評開催中好評開催中好評開催中好評開催中

『『『『 ～～～～ ＴｈａｎｋｓＴｈａｎｋｓＴｈａｎｋｓＴｈａｎｋｓ 2 you 2 you 2 you 2 you ～～～～ weekly presentsweekly presentsweekly presentsweekly presents！！！！！！！！』』』』

丸亀町グリーンでは「2nd ANNIVERSARY!!」期間中『Thanks 2 you ～
weekly presents』を開催中。館内の各店舗にて、2,000円以上(税込)
ご利用につき１枚進呈されるアンケートに必要事項を明記のうえ館内
設置の専用BOXにご応募いただくと、毎週抽選で20名様に丸亀町グリー
ン商品券1,000円分をプレゼントいたします。期間中ご来館いただく度
に毎週チャンスが訪れるお得な内容となっており、いつ来ても丸亀町
グリーンでの、ショッピングやお食事をお楽しみいただけます。

期間期間期間期間：：：： 3333月月月月1111日日日日（（（（土土土土）））） ～～～～ 5555月月月月6666日日日日（（（（火祝火祝火祝火祝）））） ※期間中最終週のみ、5月9日(金)となります

配布場所配布場所配布場所配布場所：：：： 丸亀町丸亀町丸亀町丸亀町グリーングリーングリーングリーン全店舗全店舗全店舗全店舗

投函投函投函投函BOXBOXBOXBOX：：：： 西館西館西館西館１１１１ＦＦＦＦエスカレータエスカレータエスカレータエスカレータ横横横横

4月1日（火）からは、 「2nd ANNIVERSARY!! 」第２弾として、丸亀町グリーン各ショップにて『Ｔｈａｎｋｓ
2 you Ｆａｉｒ』を開催！期間中、各ショップから日替わり・週替わりで、２年間の「ありがとう」の気持を込
めたお得なキャンペーンやノベルティプレゼント等の嬉しい特典が登場し、訪れるお客様にいつ来て
もお得で楽しいひと時をお届けいたします。

～～～～ ショップショップショップショップからのからのからのからの「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」 ～～～～ ＴｈａｎｋｓＴｈａｎｋｓＴｈａｎｋｓＴｈａｎｋｓ 2 you2 you2 you2 you Ｆａｉｒ！Ｆａｉｒ！Ｆａｉｒ！Ｆａｉｒ！

フェアフェアフェアフェア開催開催開催開催期間期間期間期間：：：： 4444月月月月1111日日日日（（（（火火火火）））） ～～～～ 5555月月月月6666日日日日（（（（火祝火祝火祝火祝））））
※各ショップの詳細は3月18日(火)のプレスリリースをご覧ください
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店舗最新情報店舗最新情報店舗最新情報店舗最新情報

リトルマーメイドリトルマーメイドリトルマーメイドリトルマーメイド 「「「「春春春春のののの親子親子親子親子パンパンパンパン教室教室教室教室」」」」 どうぶつどうぶつどうぶつどうぶつパンパンパンパンをつくろうをつくろうをつくろうをつくろう！！！！

店内の石窯オーブンを使って焼き上げた出来立ての石釜パンが大人気の「リトルマーメイド」では、
3月22日(土)に「春の親子パン教室」を開催！
プロのパン職人さんに、パンの生地成型・トッピングを教わりながら、自分だけのオリジナルパンづくり
を体験していただいた後、自分達でつくった焼き立てのパンをお召し上がりいただけます。
「リトルマーメイド」が多くの子供達に『パンづくり』を通して、自分達でつくる手作りの楽しさ、美味しさ
をお届けいたします。

【【【【日時日時日時日時】】】】 3333月月月月22222222日日日日((((土土土土)))) 14141414時時時時 ～～～～ (2時間程度)

【【【【参加費参加費参加費参加費】】】】 おおおお子様子様子様子様１１１１人人人人につきにつきにつきにつき500500500500円円円円 (ジュース代含む)

【【【【場所場所場所場所】】】】 丸亀町丸亀町丸亀町丸亀町グリーングリーングリーングリーンけやきけやきけやきけやき広場広場広場広場

【【【【対象対象対象対象】】】】小学生小学生小学生小学生のおのおのおのお子様子様子様子様 ((((保護者同伴保護者同伴保護者同伴保護者同伴))))

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】 エプロンエプロンエプロンエプロン・・・・三角巾三角巾三角巾三角巾・・・・ハンドタオルハンドタオルハンドタオルハンドタオル

【【【【ごごごご予約予約予約予約】】】】 東館東館東館東館１１１１ＦＦＦＦ リトルマーメイドリトルマーメイドリトルマーメイドリトルマーメイド高松店高松店高松店高松店

ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：087087087087----813813813813----0242024202420242

※定員に達し次第、受付終了となります

※当日参加も一部承ります

おんまいおんまいおんまいおんまいルーヴルーヴルーヴルーヴ 「「「「Thanks 2 youThanks 2 youThanks 2 youThanks 2 you！」！」！」！」丸亀町丸亀町丸亀町丸亀町グリーンバースデーセレモニーグリーンバースデーセレモニーグリーンバースデーセレモニーグリーンバースデーセレモニー

4月19日(土)の「丸亀町グリーン」２回目の誕生日を記
念して、人気スイーツショップ『おんまいルーヴ』による、
“丸亀町グリーンバースデーセレモニー”を開催！
当日は、ルーヴパティシエによる巨大バースデーケー
キのお披露目をはじめ、楽しいイベント盛りだくさん！
お越しいただいた多くのお客様と共に、2回目のバー
スデーを盛大に祝います。

【【【【日程日程日程日程】】】】 4444月月月月19191919日日日日((((土土土土))))

【【【【時間時間時間時間】】】】 15151515時時時時 ～～～～

【【【【場所場所場所場所】】】】 丸亀町丸亀町丸亀町丸亀町グリーングリーングリーングリーンけやきけやきけやきけやき広場広場広場広場

【【【【主催主催主催主催】】】】 西館西館西館西館１１１１ＦＦＦＦ おんまいおんまいおんまいおんまいルーヴルーヴルーヴルーヴ

※昨年のバースデーセレモニーの様子
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URBAN  RESERCH DOORS URBAN  RESERCH DOORS URBAN  RESERCH DOORS URBAN  RESERCH DOORS 「「「「苔玉盆栽苔玉盆栽苔玉盆栽苔玉盆栽ワークショップワークショップワークショップワークショップ」」」」

“盆栽の里”として知られる香川県高松。
この度、「URBAN  RESERCH DOORS高松丸亀町グリーン店」では、
前回も大変ご好評いただいた「花澤明春園」講師の方をお招きして
の『苔玉盆栽ワークショップ』を開催いたします。
お好きな五葉松の苗を選んでいただき、苔をはって形を整えるまでを
体験していただけます。苔や土に触れ、自分だけの盆栽作りをお楽し
みください。

5555月月月月4444日日日日((((日日日日))))
第第第第1111回回回回 14141414時時時時～～～～ 第第第第2222回回回回 15151515時時時時～～～～
※※※※各回各回各回各回45454545～～～～50505050分程度分程度分程度分程度

アーアーアーアーババババンリンリンリンリササササーチーチーチーチ ドアードアードアードアーズズズズ丸亀町丸亀町丸亀町丸亀町グリーングリーングリーングリーン高松高松高松高松店店店店
おおおお1111人様人様人様人様 2222,,,,500500500500円円円円
各回先着各回先着各回先着各回先着10101010名名名名 ((((要要要要予約予約予約予約))))

ＷＯＷＯＷＯＷＯＲＲＲＲＫＫＫＫＳＨＳＨＳＨＳＨＯＯＯＯＰＰＰＰ ＩＮＦＩＮＦＩＮＦＩＮＦＯＯＯＯRＭＡＴＩＭＡＴＩＭＡＴＩＭＡＴＩＯＯＯＯＮＮＮＮ

【【【【日程日程日程日程】】】】

【【【【時間時間時間時間】】】】

【【【【会場会場会場会場】】】】

【【【【参加費参加費参加費参加費】】】】

【【【【参加受付方法参加受付方法参加受付方法参加受付方法】】】】

【【【【定定定定員員員員】】】】

本文に【ご氏名・電話番号・参加人数参加時間帯を明記のうえ

件名を「盆栽ワークショップ予約」とし
doors-takamatsu@urban-research.com までご応募ください。

※定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

【【【【主催主催主催主催】】】】 西館西館西館西館１１１１ＦＦＦＦ 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 ドアーズドアーズドアーズドアーズ 高松丸亀町高松丸亀町高松丸亀町高松丸亀町グリーングリーングリーングリーン店店店店

《本件に関するお問い合わせ先》

丸亀町グリーン運営室 担当 ：藤本（フジモト） 合田(ゴウダ)

〒760-0029 香川県高松市丸亀町7番地16 丸亀町グリーン西館４Ｆ

ＴＥＬ：087-811-6600 ＦＡＸ：087-821-6960
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