報道関係資料
２０１９年９月１２日

より多様な提供価値を創出する「融合型リテーラー」への挑戦

２０１９年１２月５日（木）開業 「東急プラザ渋谷」に
東急百貨店が運営する２つの新業態を出店
大人の女性の“頼れるマイストア”「ＫＡＺＵＲＡ （カズラ）」
“ワコール×東急百貨店”のコラボレーションショップ「ワコール +Ｑ （プラスク）」
～大人の世代ならではのご要望やお悩みに上質なホスピタリティでお応えします～
株式会社東急百貨店

ワコール +Ｑ （プラスク） ショップイメージ

ＫＡＺＵＲＡ （カズラ） ストアイメージ

株式会社東急百貨店（以下、当社）は、２０１９年１２月５日（木）に開業する「東急プラザ渋谷」に、新業態の「ＫＡＺ
ＵＲＡ （カズラ）」と「ワコール +Ｑ （プラスク）」を出店します。
「ＫＡＺＵＲＡ （カズラ）」と「ワコール +Ｑ （プラスク）」は、「東急プラザ渋谷」のコンセプト「大人をたのしめる渋谷
へ」を踏まえ、大きく様変わりする渋谷において、成熟した大人の女性のライフスタイル目線で、自分が本当に必要な
ものと出会うために百貨店事業で培った目利き力・編集力を生かした品揃えとともに、上質なホスピタリティでお応え
する２つの新業態です。
３階の「ＫＡＺＵＲＡ （カズラ）」は、「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｐｒｅｃｉｏｕｓ Ｆａｓｈｉｏｎ」をコンセプトに、上質な空間が広がる大人の
女性の“頼れるマイストア”として、レディースウェアや化粧品、ファッション雑貨など幅広い品揃えで、カテゴリーを超
えたコーディネートを提案するファッションセレクトストアです。専門性を備えた販売スタッフが、お客さまに寄り添い、
フィッティングやコーディネートなどのご相談にお応えします。また、ＰＯＰ‐ＵＰスペースでは季節に合わせたアクセサ
リーや雑貨を期間限定で取り扱います。
４階の「ワコール +Ｑ （プラスク）」は、「今一番愛せる自分になる」をコンセプトに、インナーファッションを軸に“女
性共感企業”を目指す株式会社ワコールと当社がコラボレーションしたトータルビューティーショップです。自分の体
を整え、健康でいたい大人の女性たちへ、体型の変化や目的に合わせたインナーウェアを中心に提案します。また、
期間限定ショップでは、美容器具やヨガウェア、フードなど美と健康にまつわるアイテムを取り扱います。
なお、２つの新業態では当社のハウスカードである「ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ ＣｌｕｂＱ」カードご利用に際し、東急百貨店
と同様のカード会員サービスを提供します。
東急百貨店東横店は、２０２０年３月３１日(火)をもって地下１階の食品売場等を除き営業を終了しますが、２０１９年
１１月１日（金）開業の「渋谷スクランブルスクエア」や今般の「東急プラザ渋谷」への出店など、当社は百貨店事業で
培ったノウハウを生かし、中期経営計画で掲げている新しいビジネスモデル「融合型リテーラー」への進化へ向け、取
り組みを推進していきます。
各フロアのテナントやブランド詳細につきましては別紙をご参照ください。
【「東急プラザ渋谷」（「渋谷フクラス」内商業ゾーン） 出店概要】
事業主体

東急不動産株式会社

運営会社

東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

開

２０１９年１２月５日（木）

営業時間

当社出店区画：午前１０時～午後９時

業

所 在 地

東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号

売場面積

当社出店区画 合計 ： 約３５３㎡
３階 「ＫＡＺＵＲＡ （カズラ）」／レディースウェア、化粧品、ファッション雑貨 ： 約２６９㎡
４階 「ワコール +Ｑ （プラスク）」／レディースインナーウェア、雑貨 ： 約８４㎡

（参考） 本日、この資料は東商記者クラブにお届けしています。
＜本件に関する報道関係のお問い合わせ先＞
東急百貨店ＰＲ事務局（ピーポイントプロモーション内）
担当：藤丸、佐瀬
1
ＴＥＬ：０３－３５８４－７３５３ ＦＡＸ：０３－３５８４－１３１０ Ｅ－ｍａｉｌ： pr-tds@ppoint.co.jp

＜別 紙＞

３階 「ＫＡＺＵＲＡ （カズラ）」／レディースウェア、化粧品、ファッション雑貨
「頼れるマイストア」。
大人の女性の“欲しい”が詰まった
ファッションセレクトストア。
「あなたとともに」が花言葉のフウセンカズラが店名の由来です。レデ
ィースウェアや化粧品、ファッション雑貨を編集し、専門性を備えた販売
スタッフが、お客さまに寄り添い、フィッティングやコーディネートなどの
ご相談にお応えします。
ＫＡＺＵＲＡ （カズラ） ストアイメージ

レディースウェアは、大人の女性のライフシーンに対応するブランドを展開します。＜Ｌｅｉｌｉａｎ＞では、デザイ
ン性の高さと高品質なモノ作りに定評のあるファッションをゆったりとした空間でお選びいただけます。また、スペ
インのクリエーターがデザインする美しいラインと着心地の良さが魅力の＜Ｓｙｂｉｌｌａ＞が出店するほか、＜Ｔｈｅｏ
ｒｙ ｌｕｘｅ＞では洗練されたシンプルでクリーンなコレクションを紹介します。化粧品は、＜ＨＩＫＡＲＩＭＩＲＡＩ ／
綾花＞がダブルブランドショップとして渋谷エリアに初出店するほか、＜Ｄｒ．Ｃｉ：Ｌａｂｏ＞、＜ＡＹＵＲＡ＞といっ
た上質なスキンケアブランドが出店します。また、＜ファッションパーツ＞では当社のバイヤーがセレクトした、コ
ーディネートのワンポイントやギフトにおすすめのファッション雑貨を取り揃えるほか、季節に合わせたアクセサリ
ーや雑貨などを期間限定で紹介するＰＯＰ‐ＵＰスペースを展開します。

４階 「ワコール +Ｑ （プラスク）」／レディースインナーウェア、雑貨
“ワコール×東急百貨店”のコラボレーション。
「今一番愛せる自分になる」をコンセプトに、
自分の体を整え、いつまでも健康でいたい大人の女性たちへ
“こころと体の美しさ”を提案。
体型の変化や目的に合わせたインナーウェアを中心に、スポーツから
リラクゼーションまで幅広く展開します。「お悩み解決ツール」を用いて
お客さまのお悩みを具体化し、ワコールの強みである接客力・フィッティ
ング力を最大限に生かしたコンサルティングを実施します。また、美容器
具やヨガウェア、フードなど美と健康にまつわるアイテムを期間限定ショ
ップで取り扱います。

ワコール +Ｑ （プラスク） ショップイメージ

■「+Ｑ （プラスク）」
東急百貨店の目利き力・編集力を生かし、エリア特性やマーケットに
あわせて編集する新たなファッション・ライフスタイル専門店業態です。
「東急プラザ渋谷」には、「ワコール +Ｑ （プラスク）」を展開するほか、
１１月１日(金)開業の「渋谷スクランブルスクエア」には
「+Ｑ (プラスク） ビューティー」「+Ｑ （プラスク） グッズ」を出店。
今後、多店舗展開を想定しています。
名称の由来 :

東急百貨店の「Ｑ」の文字に、日々の暮らしにクオリティ（Ｑｕａｌｉｔｙ）・探求心（Ｑｕｅｓｔ）・
神髄（Ｑｕｉｎｔｅｓｓｅｎｃｅ）・飛躍（Ｑｕａｎｔｕｍ）、４つの意味をプラス。
あなたの毎日をさまざまな面から少しプラスしていきたい、という意味を込めました。
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出店テナント一覧
新業態

３階「ＫＡＺＵＲＡ （カズラ）」

レディースウェア、化粧品、ファッション雑貨

「頼れるマイストア」。
大人の女性の“欲しい”が詰まったファッションセレクトストア。「あなたとともに」が花言葉のフウセンカズラが店名の由来で
す。レディースウェアや化粧品、ファッション雑貨を編集し、専門性を備えた販売スタッフが、お客さまに寄り添い、フィッティ
ングやコーディネートなどのご相談にお応えします。
ブランド

特徴

取り扱いアイテム

画像

スペインのクリエーター、Ｓｙｂｉｌｌａがデザインするブランド。女性が
着た時に、エレガントで美しいと感じることができる服作りを基本と
Ｓｙｂｉｌｌａ

しています。「女性独特の美しいラインを損ねることなく、しかも動

（シビラ）

きやすく着心地の良い服を」という考えのもと作られており、トレン
ドに左右されることなく、自由に組み合わせて着ることができま

婦人服

す。さまざまな表情を持つすべての作品が、一人ひとりの個性とし
っくりなじみ、最高の美しさを発揮する服を作りたいという思いが
込められています。
キャリアとともにファッションやライフスタイルを確立した、大人の

Ｔｈｅｏｒｙ ｌｕｘｅ
（セオリーリュクス）
婦人服

女性に向けたコレクションを揃えます。トレンドを取り入れながら、
クールで気品のある、洗練されたスタイルを提案するブランドで
す。ブランドの強みであるパンツを軸に、３号～１３号まで豊富な
サイズをご用意し、コーディネート提案します。定番素材のスーツ
ラインはビジネス、マザーニーズ、オケージョンまで幅広く対応し
ています。
＜Ｌｅｉｌｉａｎ＞は、１９６８年にプレタポルテ感覚のファッションブラン
ドとして誕生しました。洗練、気品、女性らしさをコンセプトに、品

Ｌｅｉｌｉａｎ

質と着心地を追求した大人のファッションを提案します。「お客さま

（レリアン）

の立場に立った服作り」を大切にし、着心地の良さとエレガントな
シルエットが魅力です。

婦人服

また、＜Ｌｅｉｌｉａｎ＞のファッション感覚をそのままにサイズだけひと
回り大きくしたプラスサイズも展開します。着やすさを大切にした
デザインと、クオリティを感じさせる仕立ての良さが特徴です。
現代女性に寄り添った視点で「肌は、からだや心を表す鏡として、
日々刻々とゆらいでいる」という事実に着目。ホリスティックケアの

ＡＹＵＲＡ
（アユーラ）
化粧品

視点から、「肌・からだ・心」のバランスを整えて、ダメージに負け
ない肌を実現するためのスキンケア・ボディケア・メイクアップ・フ
レグランスをご用意しています。店頭では肌測定器や問診を用い
たカウンセリングを取り入れ、お客さまの肌状態や生活環境から
さまざまなダメージに「負けない肌」へ導くためのお手入れを提案
します。ホリスティックケアを体験できるお手入れサービスも実施
します。
「肌トラブルに悩む全ての人々を救う」という企業理念のもと、先

Ｄｒ．Ｃｉ：Ｌａｂｏ
（ドクターシーラボ）
化粧品

端の科学によってすこやかな肌へサポートする商品を目指し、研
究開発を続けています。肌本来の美しくなろうとする力を助け、自
然なエネルギーを引き出し、維持するという発想が、＜Ｄｒ．Ｃｉ：Ｌａ
ｂｏ＞の考えるスキンケアです。ラグジュアリーライン＜ＧＥＮＯＭ
ＥＲ＞（皮膚の専門家によって開発された大人の女性のためのエ
イジングケアブランド）も展開します。
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＜ＨＩＫＡＲＩＭＩＲＡＩ＞は、昨年誕生したちふれグループの百貨店
ＨＩＫＡＲＩＭＩＲＡＩ ／

ブランド。光に着目し、スキンケアは光（紫外線）によるダメージか

綾花

ら肌を守ること、メイクアップは光を味方につけて肌を美しく見せる

（ヒカリミライ ／

ことを目的としています。＜綾花＞は、「実感、もっと、輝く大人肌

アヤカ）

へ。」をコンセプトに、上質なエイジングケアをもっと身近なものと
して使ってほしいという想いから誕生したブランドです。渋谷エリア

化粧品

初の＜ＨＩＫＡＲＩＭＩＲＡＩ ／ 綾花＞ダブルブランドショップとして上
質なカウンセリングを提供します。
当社のバイヤーがセレクトした、訪れるたびに旬の変化を感じら
れるファッション雑貨をラインナップ。レディースウェア、化粧品な

ファッションパーツ

ど「ＫＡＺＵＲＡ （カズラ）」内のショップと合わせて、大人の女性の
ほどよいトレンド感のあるコーディネートが完成します。販売のス

靴下／ストッキング

ペシャリストによるスタイリングの提案はもちろん、ギフトのアドバ

ストール／ハンカチ

イスなど、会話をお楽しみいただきながら、お買い物できる売り場

手袋／傘／帽子／

です。ＰＯＰ‐ＵＰスペースでは季節に合わせたアクセサリーや雑

バッグ／財布小物

貨などを紹介します。
１２月５日(木)～１８日(水)
■ニコライバーグマン×ディオニス（スカーフ、ハンカチ、バッグ）

新業態

４階「ワコール +Ｑ （プラスク）」

レディースインナーウェア、雑貨

“ワコール×東急百貨店”のコラボレーション。「今一番愛せる自分になる」をコンセプトに、自分の体を整え、いつまでも健康
でいたい女性たちへ“こころと体の美しさ”を提案します。
ブランド

特徴

取り扱いアイテム
Ｗａｃｏａｌ
（ワコール）
婦人インナーウェア

画像

エイジングの悩みに応えるデイリーアイテムを中心に、ノンワイヤ
ーで快適なブラジャーから体を美しく保つインナー、運動時に着用
するコンディショニングウェアまでを揃えました。「無料診断サービ
ス」や「お悩み解決ツール」を用いて、美と健康を追究するプロフェ
ッショナルが、大人の世代ならではの体型の変化や目的に合わ
せ、丁寧にコンサルティングします。
美とこころにまつわるテーマで、週～月単位で可変する期間限定シ
ョップ。インナーウェアと親和性の高いブランドや、美容器具、スー

期間限定ショップ

パーフード、ヨガウェアなど多岐にわたるアイテムを紹介します。
１２月５日(木)～２５日(水)

期間限定ショップ

■美顔器＜ＮＥＷＡリフト＞
■美顔器のようなシャワーヘッド＜ウルトラファインミスト ミラブ
ル＞
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【成長戦略】新ビジネスモデル「融合型リテーラー」について

目 指 す べ き 姿
お客様の毎日に寄り添い、
さまざまな場所やお店で、
さまざまなライフシーンで、
お客様の暮らしに向き合います

１１月１日（金）、「渋谷スクランブルスクエア
ショップ＆レストラン」に新業態「＋Ｑ」「４２８‐
２２４」「東急フードショーエッジ」を出店予定
１１月１３日(水)、「グランベリーパーク」に２店
舗目となる「ＳｈｉｎＱｓ ビューティー パレット」
を出店予定
１２月５日(木)、「東急プラザ渋谷」に新業態
「ワコール ＋Ｑ」「ＫＡＺＵＲＡ」を出店予定

＜融合型リテーラー＞ お客様接点の拡大・従業員の活躍の場の拡大
「融合型リテーラー」とは、百貨店とショッピングセンターの融合に加え、新規事業を創出し、事業構成の多様
化を図る当社独自の新たなビジネスモデルです。これにより、お客さまとの接点を拡大し、従業員の活躍の場の
拡大にもつなげていきます。
具体的には、以下のとおりです。
■店舗販売事業
 百貨店店舗とショッピングセンター店舗のハイブリッド化により、顧客層の拡大を図り、利用価値の向上に
つなげていきます。加えて、運営形態や業務フロー、コンテンツなどを融合し、収益性・効率性の向上にも
つなげていきます。
 専門店事業の開発としては、すでに本年３月には、「ＳｈｉｎＱｓ ビューティー パレット 町田」や「あざみ野
東急フードショースライス」を出店しています。１１月には、渋谷に「+Ｑ (プラスク） ビューティー」「+Ｑ （プ
ラスク） グッズ」「４２８－２２４（シブヤ２２４）」「東急フードショーエッジ」、南町田に「ＳｈｉｎＱｓ ビューティー
パレット」を出店する予定で、今後も百貨店で培ったノウハウを生かし、専門店を出店していきます。
■無店舗販売事業/運営サポート事業
 ＥＣ・通販事業、アウトセールス事業（外商）、そして、運営サポート事業として人材サービス事業の分野で
も新規事業を強化します。
今後、目利き力・編集力・販売力といった百貨店ならではの強みを活用してマーケットを開拓するとともに、
「生活サービス提案企業」として、より一層お客さまのさまざまな生活シーンに貢献することを目指します。
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