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「PANDORA」日本初出店に関するお知らせ 
 

 

 

 

当社は、デンマーク発のジュエリーブランド「PANDORA」（パンドラ）の日本国内における店舗展開を開始する

こととしておりましたが、この度、日本１号店の出店が決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

 

１． 出店場所 

 阪神百貨店梅田本店 

 

２．開店日時 

 平成 23 年３月９日（水） 午前 10 時 

 

 

【別紙資料】 

 「デンマーク発ジュエリーブランド「PANDORA」 2011 年 3 月 日本 1 号店にて販売開始決定」 

 

 

  本件に関するお問い合わせ先 

   PANDORA 事業部 井上、榮澤 

    ＴＥＬ：045-415-8888／ＦＡＸ：045-329-1577／MAIL：PR.info@PANDORA-JAPAN.jp 

 

   PANDORA PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 江原、長橋、河井 

ＴＥＬ：03-6894-3200／ＦＡＸ：03-5413-3050／MAIL：pandora@ssu.co.jp 

 

                                                             以 上 



デンマーク発ジュエリーブランド「PANDORA」
2011年3月 日本1号店にて販売開始決定

株式会社ベリテ（神奈川県横浜市神奈川区 代表取締役社長CEO平野和良）は、デンマーク発の
ジュエリーブランド「PANDORA」（パンドラ）の日本におけるフランチャイズ契約をPandora Jewelry Asia-
Pacific Limitedと締結し、本年より日本国内における店舗展開を開始することとなりました。

「PANDORA」は、1982年、デンマーク、コペンハーゲンで創業。2000年に発売したチャームブレスレット
「MOMENTS」（モーメンツ）が世界的な人気となり、2010年6月30日時点で、六大陸、47カ国において
10,000以上の販売拠点で販売されています。また、「PANDORA」は、米国、オーストラリア、ドイツ、イギ
リスなどの市場を中心に強固な存在感を築いています。

株式会社ベリテは、1936年創業。現在、日本国内に88店舗（2010年12月31日現在）の宝飾品専門小売店
チェーンを展開し、「カスタマー・ファースト」をモットーに、世界のネットワークからトレンドを取り入れた上
質なジュエリーを納得価格でお届けし、お客様の何気ない毎日を自信と輝きで彩ることを使命としてお
ります。

当社では、今回の契約締結により、「Unforgettable Moments＝忘れられない瞬間」をコンセプト展開し
ているPANDORAジュエリーコレクションを、日本上陸を待ち望んでいた多くのお客様のもとへお届けす
ることで、生活にさらなる喜びを提供いたします。その1号店として、2011年３月9日、阪神百貨店梅田本
店に出店することが決定いたしました。

報道関係者各位 2011年1月26日
株式会社ベリテ



＜ PANDORAとは ＞

世界中の女性に、個性を表現することへの
インスピレーションを与える

アフォーダブル・ラグジュアリーブランド

人生は、一瞬一瞬が織りなすストーリー。大き
な出来事から小さな出来事まで、どれも愛でる
にふさわしいと私たちは考えます。
“unforgettable moments〜忘れられない瞬間
〜“ を一つ一つ紡いでジュエリーとして身に
まとう。誰にも真似できない、自分だけの個性
豊かなコレクションを叶えるブランド、それが
PANDORAです。

＜ 「PANDORA」（パンドラ） ＞

デンマーク人のPer Enevoldsenとその妻Winnieが1982年、デンマーク コペンハーゲンの建物の地階にタイ
からの輸入宝飾品を販売する小さな店を開店したのがPANDORAの始まりです。「コンビネーション ジュエリー」
というユニークな洞察/構想のもとに、PerとWinnieは世界的に強力で不朽の成功を収めるための基盤を築きま
した。

独特の自由闊達なスタイルを特徴とするPANDORAは、自由な精神に富み、手仕上げで、高品質で現代的な
デザインの宝飾品を、お求めやすい価格で女性に提供する、ということを目標に掲げており、創業以来
PANDORA社が忠実に守り続け、PANDORAブランドの中核を成しています。

PANDORAは、2000年、「MOMENTS」（モーメンツ）というチャームブレスレットのコレクションの発売で大成功
を収めています。女性がジュエリーを自分で「デザインする」ことによって個性を表現でき、その他の人たちより
際立つことが出来るようにしてあげたいという思いから、この交換可能なチャームブレスレットが考案されました。

このコレクションは、約600ものチャームを組み合わせてジュエリーをつくることで、自分のストーリーを語る特
別な機会を提供しており、人生の忘れられない大切な瞬間を表現する画期的な方法として、世界中の消費者
に支持されています。2010年現在、PANDORAは４７カ国以上で展開され、世界中で1秒に2つのPANDORA
ジュエリーが売れています。

PANDORA社 概要
■社名 PANDORA A/S
■代表者 Mikkel Vendelin Olsen
■設立 1982年
■事業内容 「PANDORA」ブランド商品の企画・製造・販売
■本社 Hovedvejen 2 Glostrup, 2600 Denmark

Pandora Jewelry Asia-pacific Limited 概要
■社名 Pandora Jewelry Asia-pacific Limited
■代表者 Michael Aagaard Andersen
■設立 2009年11月1日
■事業内容 「PANDORA」ブランド商品の販売及びアジア太平洋地域のマスターフランチャイジー
■本社 Suites 1117-18, 11th Floor, Ocean Centre Harbour City, Kowloon, Hong Kong



MOMENTS（モーメンツ）
2000年発売以来、PANDORAを代表するコレクション。特許を取得した取替
可能なチャームを楽しむことのできる「MOMENTS」（モーメンツ）は、自分自身
の創造力をつかって個性的で多様なスタイルを試すことが出来るブレスレット、
ネックレスのコレクションです。
ブレスレット、ネックレスのスレッドには14金と高品質の純銀の双方が使われて
おり、金や銀、宝石、真珠、エナメル、ムラノガラスなど600種以上のチャームを
組合せたり、取り替えたりすることで、個々人のメッセージやストーリーをブレス
レットに反映することが出来ます。人生の大切な瞬間「Unforgettable 
MOMENTS」をこのコレクションで表現しましょう。

STORIES（ストーリーズ）
ロマンチックで女性的なデザインのイヤリング、指輪、ペンダント付きネックレス
など、その日の自分の気分に合わせてセット使いできるジュエリーのコレクション
全ピースはあらゆる色の宝石または半貴石、真珠で豪華に装飾されています。
クラシックでありながら現代的で繊細なデザインや彩色に富んだものなど、女性
のどのようなスタイルに対しても、ストーリーズのコンセプトは個性の表現を可能
にし、女性に自分が特別な存在だと感じさせるコレクションです。

COMPOSE（コンポーズ）
取替可能なフープ（輪）型イヤリング、ピアスで、個人のスタイルや流行に合わ
せてハンガータイプのチャームを様々に組合わせることができるコレクション。
本コレクションは14金か純銀製のフープやチャームから成り、細部にまでこだ
わった繊細な細工が施されています。各チャームはセンスよく組合せることが
でき、様々な機会にぴったりと合う多様性を特徴とし、女性らしいデザインの
コレクションです。

LOVEPODS（ラブポッズ）
自然界のユニークな表現に啓発され創作された、18金またはホワイトゴールド
使用の高級品コレクション。幅広い彩色の美しい宝石が使用され、単品でも
他との組合せでもシンプルで純粋な自然の美しさを表現することができます。
このコレクションは、ぺリドット、黒スピネル、ブリリアントカットダイヤモンドなどの
宝石がはめ込まれた指輪、ネックレス、ブレスレットで構成されています。
本コレクションの指輪は重ねてつけることができ、2～3個一緒に身に着けると
上品で魅力的です。

RING UPON RING（リング アポン リング）
クラシックでありながら現代的。自然からのインスピレーションからアイデアが
生まれた、PANDORAの指輪コレクション。
14金と純銀製の本コレクションは、上品さと楽しさのいずれもよく表現してくれ
ます。シンプルなタイプから、美しい彩色の宝石や半貴石、真珠など様々タイプ
があり、3～4個重ね付けすることも可能で、シンプルなスタイルがエレガントに
変わります。

LIQUID SILVER（リキッド シルバー）
水からインスピレーションをうけた「LIQUID SILVER（リキッド シルバー）」は、
現代的で時を超越した高品質で上品な純銀製宝飾ジュエリーコレクション。
イヤリング、ペンダント、指輪、ブレスレットが、水を捉えた女性らしい流線的な
形で、神秘的でミニマリスティックな仕上がりになっています。控えめでいて
上品、純粋さとシンプルさを表現しつつも大胆で個性的なファッションの自己
表現に 適なコレクションです。

＜ PANDORA 製品コレクション概要＞



＜ 日本１号店概要 ＞

■店舗名 PANDORA 阪神百貨店梅田本店 （パンドラ ハンシンヒャッカテンウメダホンテン）
■所在地 〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神百貨店梅田本店２階
■面積 26㎡
■営業時間 10:00～20:00 （月・火は20:30まで）
■店休日 阪神百貨店梅田本店 店休日に準ずる
■オープン日 2011年3月9日（水）

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ベリテ PANDORA事業部 井上、榮澤
〒221-8705 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アサヒビルヂング8Ｆ

TEL：045-415-8888 ／FAX：045-329-1577 ／MAIL：PR.info@PANDORA-JAPAN.jp

PANDORA PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 江原、長橋、河井
TEＬ：03-6894-3200／ＦＡＸ：03-5413-3050／MAIL：pandora@ssu.co.jp

＜ 株式会社ベリテ 概要 ＞
■社名 株式会社ベリテ
■資本金 3,772百万円
■代表者 代表取締役社長CEO 平野和良
■創業 1936年
■法人設立 1948年5月
■従業員数 368人 （パートタイマー、嘱託を除く。2010年９月末現在）
■事業内容 宝飾専門小売店チェーン （取扱商品：宝飾品、宝石、貴金属、時計、ファッショングッズ）
■本社 〒221-8705 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8
■親会社 DIGICO HOLDINGS LIMITED
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