
平成29年2月1日

株式会社南栄開発

株式会社櫻井總本店

株式会社南栄開発(代表取締役社長：斉藤 忠)と株式会社櫻井總本店(代表取締役社長：櫻井貴浩)が共同で

開発している、下通NSビル「ＣＯＣＯＳＡ」の開業日が2017年4月27日(木)に決定いたしました。

今回は、各階の店舗構成及び店舗詳細、館内レストスペース、並びにハウスカードとなる［ＣＯＣＯＳＡカード］の詳

細につきましてお知らせいたします。

ファッションやライフスタイルへのこだわりを持つ人々の感性を刺激。自分らしさを表現できるモノ・コトを一つ

一つ丁寧にセレクトし、30代女性を中心にカップル、友人、ファミリーまたはひとりでも、様々なシーンで充実し

た時を過ごせる、熊本の「特別な場所」を提案いたします。

■「ＣＯＣＯＳＡ」ファッションゾーン商業コンセプトは『DESIGN OUR LIFESTYLE』

〜熊本初出店３０店舗 うち九州初３店舗〜

下通ＮＳビル 【ＣＯＣＯＳＡ(ココサ)】

2017年4月27日グランドオープン

ファッションの街・熊本のフラッグシップ

ワンランク上を求める方々を満足させるＣＯＣＯＳＡファッションゾーンでは４４店舗がオープン。中でも九州お

よび熊本初出店の店舗が数多く登場。衣料品店舗１１店、服飾雑貨店舗９店、インテリア・雑貨店舗８店、飲

食店舗２店が展開いたします。常に新鮮な発見があり、心地良くお客さまの感度を刺激します。

■ファッション感度を刺激する 九州・熊本初出店が３０店舗！
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■「ＣＯＣＯＳＡ」フロアイメージ

フロアごとにこだわりのあるデザインを施し、お買い物しやすいレイアウトとしました。各フロアに

熊本初出店の店舗が数多く並びます。

■レストスペース＆レストルーム

1Fイメージ 下通商店街側出入口から市役所側出入口を行き来できる便利な貫通通路

2Fイメージ 3Fイメージ

レストスペース＆レストルームは落ち着いてリフレッシュできる、

木を基調にした優しいくつろぎ空間。アーチ状の集合エントラン

スが優しく迎え入れ、安心感を生み出します。イクメンパパにも

うれしいベビールームも完備しました。
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■九州初・熊本初出店の注目ブランド３０店舗がラインナップ

TOPICS

カップルや夫婦でも一緒にショッピングを楽しめる、レディス＆メンズをトータルで展開するショップが多数出

店。またライフスタイルに刺激を与える、家具・インテリアや生活雑貨のショップが充実するほか、くつろぎの時

間を提案してくれるカフェまで、高感度なショップが各フロアを彩ります。
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■上質な暮らしを約束する家具・インテリア＆生活雑貨店舗

ライフスタイルを豊かに彩り、毎日を楽しく暮らすための家具・インテリア・生活雑貨ショップも多数出店します。

暮らしをワンランクアップさせるコーディネートに出会える空間です。

■4階は『無印良品』の世界観を満喫できる
フロア展開

シンプルで機能的なステーショナリー

や家具まで、暮らしまわりのすべてが揃

う無印良品の魅力を存分に楽しめます。

また、併設される熊本初出店の『Café

＆Meal MUJI』では、 「素の食」をテーマ

にした食事やデザートなどをお楽しみく

ださい。

■街中のオアシスとなる

くつろぎのカフェ空間

モーニング・ブランチ・ディ

ナーと一日を通してお楽しみ

いただける、フランスで人気の

ベーカリーです。

■発信力の高いレディス＆メンズファッション

セレクトショップを中心に、高感度でこだわりのあるカジュアルスタイルやドレススタイルを提案する、発信力

の高いショップが幅広く揃います。

‘and more

‘and more



1F (五十音順)

■各ショップのご案内

(熊本初)

“日常にそっと寄り添う心地よいもの”をコンセプトに、福岡発ア

クセサリーブランド、guttaをお届けいたします。パールひとつ

ひとつの個性を大切にした、さりげないデザインをお楽しみくだ

さい。

月明かりのようにやわらかなヒカリをあなたに...

様々な都市をリサーチし、カジュアルテイストをベースに世界中

からデイリーウエアやドレス、ライフスタイル雑貨までをセレク

ト。今の空気をモノやカルチャーに乗せて伝えるSPECIALITY

SHOPです。

URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)：レディス・メンズ

メイドインジャパンにこだわる、バッグのブランド『master-

piece』の直営店です。使い勝手の良さと時代を捉えた洗練され

たデザインは、すべて大阪の自社工場から生み出しています。

MSPC PRODUCT(エムエスピーシー プロダクト)：バッグ・革小物

金子眼鏡店(カネコガンキョウテン)：アイウェア

昭和33年(1958)に眼鏡産地・福井県鯖江市に創業した金子眼鏡

の直営店。自社工房の職人により丹念に手造りする「金子眼鏡」

をはじめ、上質な日本製アイウェアを取り揃えます。

kissora(キソラ)：バッグ・革小物

シンプルで上質なレザーバッグを目指し、革づくりからデザイ

ン・製作まで一貫して日本で行う。それが私たちのこだわりです。

使い込むほどに、思い出が染み込んだバッグになれたら嬉しく思

います。

AURA(アウラ)：アクセサリー

(熊本初)

(熊本初)

(熊本初)

(熊本初)

55
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1F (五十音順)

Brioche Dorée & Café(ブリオッシュドーレ アンド カフェ)：ベーカリーカフェ

創業は1976年。現在、フランスに300店舗を展開し「国民的

ベーカリーカフェ」として愛されています。焼きたてベーカリー

と世界的コーヒー豆ブランドillyを使ったカプチーノと共に、カ

フェ空間でゆっくりとおくつろぎください。夜のメニューはアル

コールもご用意しております。

HARE(ハレ)：レディス・メンズ

東京発のストリートスタイルをベースに、モードやアートなどの

エッセンスを加えカジュアルでシンプル、シャープなスタイルを

提案します。今の気分に合った着たい服と、使い勝手のいい定番

服とのコーディネートをお楽しみください。

「積極的に楽しむ生活体験者＝FREAK」として、アメリカンラ

イフスタイルの楽しみ方を提案。創業以来、自分たちが本気で

「かっこいい」と思うものをセレクト。流行を追いかけるのでは

なく、生活に豊かさやワクワク感を届ける面白い「コト」を発信

し続けます。

FREAK’S STORE(フリークス ストア)：レディス・メンズ

オリジナルと国内外から集めた商品による、ベーシックでスタン

ダードなアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクト。

カテゴリーにとらわれないグローバルな商品と情報を常に提案し

ています。

JOURNAL STANDARD(ジャーナル スタンダード)：レディス・メンズ

中川政七商店(ナカガワマサシチショウテン)：生活雑貨

300年の歴史を持つ老舗ならではの温故知新の想いを根底に、品
質やこだわりを大切にし、家・生活に根ざした機能的で美しい
「暮らしの道具」の数々を取り揃えております。
道具として単に実用的というだけでなく、使っていて気持ちが良
いこと、使い続けることで愛着あるものに育つということも大切
にしています。

(熊本初)

(熊本初)

(熊本初)

(熊本初)

(熊本初)
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Manhattan Portage(マンハッタン ポーテージ)：バッグ

BLOOM(ブルーム)：アクセサリー

1983年にNYのメッセンジャーカルチャーから誕生したバッグ

ブランド。「New York Tough」をスローガンに掲げ、あらゆ

るライフスタイルと時代の変化に対応した様々な商品を世に送

り出し続けています。

～My Story My jewelry～定番商品を軸にトレンド感や高級感

をプラスしたスタイルを提案。ジュエリーの販売やリフォーム、

セミオーダーまで “家族をつなぐを”テーマに展開。エアプラン

ツや、時計など雑貨も新展開。

履きやすさにこだわりを持つ、ヒットマンのコンセプトショッ

プ。イタリア・スペインなど世界中から可愛く、履きやすい

シューズや軽量で持ちやすいバッグをセレクト。おしゃれに敏

感な女性たちに話題の″チエミハラ″、”ロベルタピエリ″など多数

展開。

PELLETTERIA HITMAN&Co.(ペレテリアヒットマン)：シューズ・バッグ

穏やかな空気の中で、大切な時間をゆっくり・じっくり、愉し

みながら過してください。ＭＡＲｃｏｕｒｔはオリジナルブラ

ンドを中心に国内外のアイテムをミックスしたセレクトショッ

プです。

MARcourt(マーコート)：レディス

Les Sakurai(レ・サクライ)：シューズ・バッグ

″日常に高級を、上質を身近に″をコンセプトに櫻井總本店が新

たに展開するラグジュアリーラインショップ。シューズは国内

外のブランドを中心にセレクト。各界著名人にも愛用者が多く、

最高級素材の革だけを使用した「大峡製鞄」のビジネスバッグ

や財布、名刺入れなどをご用意しております。

(九州初)

(熊本初)

(熊本初)

1F (五十音順)
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2F (五十音順)

URBAN RESEARCH DOORS(アーバンリサーチドアーズ)：レディス・メンズ・キッズ・生活雑貨

AVIREX(アヴィレックス)：メンズ・レディス・キッズ

adidas Originals Shop(アディダス オリジナルスショップ)：レディス・メンズ

「新しい価値観へのドア」を開く案内役として「着る・食べる・

住む」という日々の暮らしの中で大切なものをご提案していきた

いと考えています。あなたらしいスタイル、あなたにとっての

ベーシックをURBAN RESEARCH DOORSへ探しにきてください。

アメリカ軍にフライトジャケットを供給していた正式コントラク

ター。厳しい軍規格をクリアしてきた実績を基にしたサープラス

カジュアルラインをはじめ、メンズのディテールを落とし込んだ

レディス＆キッズラインなど充実の商品が一堂に会しています。

2001年にスタートしたストリートスポーツウエアブランド。ト

レフォイルロゴ（三つ葉のロゴ）をシンボルマークとし、アディ

ダスが持つ歴史を継承しながら、トレンドを反映させた新作モデ

ルやコラボレーション商品まで幅広い展開です。

XLARGE/X-girl(エクストララージ／エックスガール)：レディス・メンズ

ワーク、ヒップホップ、スケートの要素を取り入れたストリート

ブランド「XLARGE」と、リアルガールズクロージングを提案す

る「X-girl」の複合型ショップ。

(熊本初)

(熊本初)
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2F (五十音順)

Eyelash Salon Blanc(アイラッシュサロン ブラン)：まつげエクステ

もっとも自然のまつげに近く自まつげへのダメージが少ない、良

質なオリジナルエクステを使用。

一人ひとりに合わせた丁寧な施術で、自まつげのように自然な仕

上がりをお届けします。

Piumagi(ピュマージ)：コスメ

自分の好きなコスメに囲まれることで、自分自身を磨き、もっと

きれいになれる。女性としての可能性を発見でき、なりたい自分

を実現できるバラエティーコスメショップです。話題のコスメや

フレグランス、美容雑貨など幅広くラインアップ。

櫻井總本店(サクライソウホンテン)：シューズ・バッグ

Champion(チャンピオン)：メンズ・レディス

創業123年・櫻井總本店はレディス・メンズともにカジュアルか

らドレス系までお客様のニーズに合ったオシャレな靴と、本革を

使用した職人手作りのぴょんちゃんランドセルを販売しておりま

す。お客様にご満足いただける商品を丁寧にご提案いたします。

60～70年代のアメリカンカレッジスポーツを彷彿とさせる店内。

リバースウィーブ®をはじめとするスウェットやTシャツを中心

に、カレッジテイスト溢れるアイテムを豊富にラインアップして

います。

(熊本初)

(熊本初)



10

2F (五十音順)

Lee(リー)：レディス・メンズ・キッズ・雑貨

100年を超える歴史を持ち、これまでも数々のマスターピースを

残してきたLee。伝統的なディテールは継承しつつ、現代的に

アップデイトされたスタイル、美しいシルエット、そしてデニム

メーカーならではのクオリティーの高さが特徴です。

BAYFLOW(ベイフロー)：レディス・メンズ・生活雑貨

きもちのいい自然の風と、最先端のトレンドの風。

そんなふたつの心地よさを感じられるような、健康的で、スタイ

リッシュなライフスタイル。それがBAYFLOWが提案するシアワ

セのかたちです。

モリオ・フロム・ロンドン(モリオ・フロム・ロンドン)：ヘアサロン

サロンコンセプトは『PARK』。ロンドンの風を熊本に!!ロンド

ンの公園で癒されているような空間でヘアスタイルを提案させて

いただきます。最新のモードを提案する一方で、お客様の髪のコ

ンディションや心のケアまで心がけています。

(熊本初)

(熊本初)

BRONX(ブロンクス)：バッグ・帽子

「ライフスタイルから生まれるフィーリングを大切にしたアメカ

ジファッション」がコンセプト。トレンドを踏まえながらも、デ

ザイン性・クオリティーの高さ・幅広いラインアップで楽しんで

いただけるセレクトショップです。
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3F (五十音順)

CRASH GATE(クラッシュゲート)：家具・インテリア・生活雑貨

unico(ウニコ)：家具・インテリア・生活雑貨

CARTOLERIA(カルトレリア)：ステーショナリー・雑貨

”壊すことで生まれるなにか”をテーマに掲げ、「こうあるべ

き」というルールや固定観念に縛られず、心躍るもの・好きな

ものを自由にミックスする楽しさや、個性的でカジュアルな心

地の良い暮らしを発信いたします。

“unico”とは「たったひとつの」「大切な」「ユニークな」など

の意味を持つ言葉。自分らしくいられる心地いい空間づくりを

コンセプトにオリジナルの家具やラグ、カーテン、ファブリッ

ク、セレクト雑貨をラインアップ。

「CARTOLERIA」とは、イタリア語で「文房具屋」。日々の暮

らしに欠かせない日常文具、こだわりのあるデザイン文具を揃

え、新鮮な文房具をご提案します。いつも傍らに感じられる居

心地の良い空間をご提供します。

織部(オリベ)：生活雑貨

「暮らしアートフル」が私たちの提案です。暮らしを豊かに、そ

して華やかに彩る食器・生活雑貨をリーズナブルでバラエティー

豊富にラインアップ。普段使いはもちろん、各種ギフトも取り揃

えております。

OWNDAYS(オンデーズ)：アイウェア

個性豊かなオリジナルブランドを取り揃ております。

全て薄型非球面レンズがセットの価格で、度数による追加料金は

一切ございません。

(熊本初)

(熊本初)

(熊本初)
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3F (五十音順)

Smartlabo.style(スマートラボドットスタイル)：携帯アクセサリー

スマホアクセサリーショップ“Smart Labo”のクラスアップ

ショップ。iPhone&Android対応ケース、モバイルバッテリー、

液晶画面を守る保護フィルム、イヤホンなど幅広い品揃えが魅力。

保護フィルムをその場で貼り付けるサービスも行います。

SPORTS AUTHORITY(スポーツオーソリティ)：スポーツウエア

THE SUIT COMPANY(ザ・スーツカンパニー)：レディス・メンズ

スーツからカジュアルウエアまで取り揃える、ビジネスパーソ

ンのためのトータルファッションブランド。ファッション性と

品質、適正な価格にこだわったリアルクローズをお届けします。

CORNERS (コーナーズ)：レディス・メンズ

スポーツオーソリティが新たにプロデュースしたコンセプト

ショップ。スニーカーを中心に、「スポーツ×ファッション」に

興味のある方、新しい物や流行に敏感な方におすすめのスポー

ツアイテムで展開。

GREEN NOTE-RELISH(グリーンノートレリッシュ)：家具・インテリア・生活雑貨

「日々の生活を楽しく過ごす」をコンセプトに、天草に本店を

構えるGREENNOTEの姉妹店、GREENNOTE-RELISHがOPEN。

新たな試みとして、全国の雑貨ブランドやクラフトを月替わり

で紹介するキュレーターブースと熊本の人気ショップが期間限

定で登場するPOP-UPブースを併設。新たなライフスタイル複合

ショップを展開します。

(熊本初)

(九州初)

アンダーアーマーのトレーニングウエアを定番商品から最新モ

デルまで品揃え。またランニングシューズ、ウエアも展開し、

幅広い品揃えでお客さまのニーズにお応えします。

(熊本初)
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3F (五十音順)

yuino(ユイノ)：靴下・生活雑貨

move(ムーヴ)：ウォッチ

ＣＯＣＯＳＡカードカウンター(ココサカードカウンター)：クレジットカウンター

自然素材たっぷりの締めつけないくつ下や、着心地の良いアパ

レル及び生活雑貨の販売を通じてお客様に心地よいライフスタ

イルを提案いたします

私たちが過ごす様々な時間。人それぞれのストーリー、それぞれ

のシーンに合わせてその時がより引き立つ時計を提案します。修

理工房を併設し、アフターサービスやメンテナンスも行っていま

す。

お得なクレジットカード『ＣＯＣＯＳＡカード』の入会募集・

受付を行っております。また、いつでもポイントの照会、貯

まったポイントをショッピングチケット(商品券)に交換できる

サービスを行っております。入会に関するご相談など、お気軽

にご利用ください。

濱文様(ハマモンヨウ)：生活雑貨

伝統の横浜捺染で染めあげたてぬぐいや和雑貨のお店です。和

の温もりを残しつつ、現代風にアレンジしたオリジナルのデザ

インが人気です。限定柄はもちろん、四季折々の柄まで豊富な

柄やアイテムを取り揃えております。

(熊本初)

(九州初)

(熊本初)

Yogibo Store(ヨギボーストア)：家具・インテリア

快適で動けなくなる魔法のソファ「Yogibo」日本上陸！イス、

リクライナー、ソファ、ベッド、Yogiboだけで全て解決。さま

ざまな形に変身する魔法のビーズソファが天国の座り心地であ

なたを包み込みます。

(熊本初)
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4F (五十音順)

無印良品(ムジルシリョウヒン)：レディス・メンズ・キッズファッション、服飾雑貨、バッグ、生活雑貨、化粧品、文具、家具、食品・飲料

Café&Meal MUJI(カフェアンドミールムジ)：カフェレストラン

着心地の良いウエアや、素材にこだわった食品。そして使い勝

手を考えた、シンプルで機能的なステーショナリーや家具まで、

暮らしまわりのすべてが揃います。

Café＆Meal MUJIが大切にしているのは、「素の食」です。素材

そのものの味を生かし、自然のうまみを引き出すために、できる

だけシンプルに調理しています。生産者の方々とも交流しながら

日本各地の伝統料理に学んだメニューを中心に、毎日店内で手作

りしています。

下通り献血ルーム(シモトオリケンケツルーム)：献血

西部ガスショールーム ヒナタ熊本(サイブガスショールーム ヒナタクマモト)：ショールーム

「水と緑のくに KUMAMOTO」～熊本の自然景観を空間で感じる

ギャラリー～がテーマ。「待合・休憩エリア」は清涼感溢れる水

のギャラリーとして、「採血エリア」は落ち着いて献血いただけ

る緑のギャラリーとして、安らぎと心地よさを感じてもらえます。

広いオープンスペースでは、ガス暖炉の優しい温もりの中で休憩

や待ち合わせ場所としても利用いただけます。展示スペースには、

熊本初ガスの温水式床暖房と電気エアコンの比較室やガスコンロ

と電磁調理器の比較、リフォーム紹介などくらしが快適になるヒ

ントがたくさん。

5F (五十音順)

(熊本初)
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■グランドオープン前から「ＣＯＣＯＳＡ」のファンづくり！

お得が満載の［ＣＯＣＯＳＡカード］誕生！

2月1日(水)から先行会員募集スタート。

ＣＯＣＯＳＡファッションゾーンでお得に楽しく

ショッピングいただける ［ＣＯＣＯＳＡカード］が

誕生いたします。また、4月27日(木)のグラン

ドオープン初日から ［ＣＯＣＯＳＡカード］で

ショッピングができるよう、2月1日(水)から先行

入会受付もスタートいたします。 ［ＣＯＣＯＳＡ

カード］は、初年度年会費無料。年１回以上ご

利用いただくと翌年度も無料となります。

※但し、ご利用がない場合は本人会費1,250円(税

別)、家族会員400円(税別)の年会費が必要です。

利用特典

１）ＣＯＣＯＳＡファッションゾーンで使うと、ポイント３倍おトク！

貯まったポイントは、500ポイントごとに500円のＣＯＣＯＳＡショッピングチケットと交換が可能です。

２）会員限定10％offご優待を年数回開催。

３）ポイントアップキャンペーンを年数回開催。

［ＣＯＣＯＳＡカード］を作るなら、特典いっぱいのグランドオープン前がチャンス！

オープン前にお申込みいただいた、先着2,000名様だけの限定特典をご用意しました。

週末のＣＯＣＯＳＡ前での臨時カウンター、または日専連ファイナンス本社2F窓口でお申込受付の

方が対象です。※Web入会の場合は特典内容が一部変更となります。

１）ＣＯＣＯＳＡプレオープンご招待券プレゼント。
２）オリジナルQUOカード500円分プレゼント。

３）ＣＯＣＯＳＡショッピングチケット1,000円分プレゼント。

（ＣＯＣＯＳＡファッションゾーンでお買い物の際ご利用いただけるお買物券です。）

４）ＣＯＣＯＳＡプレミアムチケット1,000円分プレゼント。

（ＣＯＣＯＳＡファッションゾーンにてＣＯＣＯＳＡカードでのお支払い時にご利用いただけるプレミアムチケットです。）

株式会社日専連ファイナンス
本社／熊本市中央区安政町6-5

日専連コールセンター

TEL.096-324-6611
(平日：9:00〜17:00)http://www.nissenren.co.jp

［ＣＯＣＯＳＡカード］に関するお問い合わせ

先行入会者様限定４大特典

■4月27日(木)からＣＯＣＯＳＡ3FにＣＯＣＯＳＡカードカウンターを開設します。
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〔本件に関する報道関係者からのお問い合わせ〕

●【ファッションゾーン（１階～４階）】に関するお問い合わせ
株式会社プライムプレイス
担当：清永（kiyonaga@prime-place.co.jp) 藏原（kurahara@prime-place.co.jp) 
TEL：070-1514-7914 FAX：096-353-3007

●【フードストア（地下１階）、サービスゾーン（５階）】に関するお問い合わせ
合同会社熊本下通インベストメント（窓口：株式会社南栄開発）
担当：上田（t-ueda@nan-ei.com) 加藤（katou@nan-ei.com)
TEL：096-234-6445 FAX：096-234-6447

【ＣＯＣＯＳＡ】 ホームページ http://cocosa.jp/


