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平成 24 年 2 月期における春の店舗計画に関するお知らせ 
 

 

当社グループの、平成 24 年 2 月期における春の新規出店、改装及び退店計画についてお知らせ 

いたします。 

バッグ・ジュエリー事業を行う株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドにおいては、    

平成 23 年春夏シーズンに 20 店舗の新規出店を計画し、アパレル事業を行う株式会社バーンデスト

ジャパンリミテッドにおいては、同期間に 13 店舗の新規出店を計画しております。 

また、同期間における改装店につきましては、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドでは

6店舗を計画し、株式会社バーンデストジャパンリミテッドでは 3店舗を計画しております。 

退店につきましては、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドでは 6 店舗を計画し、株式  

会社バーンデストジャパンリミテッドでは 1店舗を計画しております。 

詳細につきましては、下記のとおりとなります。 

 

 

１．新規出店計画 

①サマンサタバサジャパンリミテッド 

（品目） （ブランド・店舗名） （出店地） （出店日）  

バッグ サマンサキングズ 高島屋大阪 3/1 

ジュエリー サマンサティアラ 大丸心斎橋 3/2 

バッグ ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽﾌﾟﾗｽ アミュプラザ博多 3/3 

バッグ サマンサタバサリゾート アミュプラザ博多 3/3 

ジュエリー サマンサティアラ 博多阪急 3/3 

バッグ サマンサタバサ 博多阪急 3/3 

バッグ サマンサベガ 博多阪急 3/3 

バッグ ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽ 博多阪急 3/3 

バッグ サマンサキングズ 博多阪急 3/3 

バッグ ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽ 金沢百番街 3/3 

バッグ サマンサタバサデート 河原町オーパ 3/11 

ジュエリー サマンサティアラ 大丸札幌 3/16 ｻﾏﾝｻｼﾙｳﾞｧよりﾌﾞﾗﾝﾄﾞ変更

ジュエリー サマンサティアラ そごう横浜 3/18 

ジュエリー サマンサティアラ そごう千葉 3/18 

バッグ ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽ 大丸札幌 3/23 

バッグ ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽ 錦糸町テルミナ２ 3/28 

バッグ ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽ 吉祥寺パルコ 3/31 

バッグ ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽ 名古屋パルコ 4/23 

バッグ ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽ ルクア大阪 5/4 

バッグ アネットハイロウ ルクア大阪 5/4 



 

②バーンデストジャパンリミテッド 

（品目） （ブランド・店舗名） （出店地） （出店日） 

アパレル ウィルセレクション 博多阪急 3/3 

アパレル ハニーバンチ 博多阪急 3/3 

アパレル スウィングル 博多阪急 3/3 

アパレル リッチミーニューヨーク 博多阪急 3/3 

アパレル リッチミーニューヨーク マルイシティ渋谷 3/12 

アパレル ウィルセレクション マルイファミリー溝口 3/18 

バッグ ｶﾗｰｽﾞ ﾊﾞｲ ｼﾞｪﾆﾌｧｰｽｶｲ ｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田ﾌﾟﾗｳ 4/16 

アパレル スウィングル なんばＣＩＴＹ 4/26 

アパレル ハニーバンチ SHIBUYA 109 ABENO 4/26 

アパレル スウィングル 京都マルイ 4/27 

アパレル リッチミーニューヨーク 京都マルイ 4/27 

バッグ ｶﾗｰｽﾞ ﾊﾞｲ ｼﾞｪﾆﾌｧｰｽｶｲ ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中ｿﾚｲﾕ 4/28 

アパレル リッチミーニューヨーク ＪＲ大阪三越伊勢丹 5/4 

 

２．改装店計画 

 ①サマンサタバサジャパンリミテッド 

（品目） （ブランド・店舗名） （店舗地） （改装日） （移設増床、店舗面積）

バッグ サマンサキングズ マルイシティ上野 3/4 8.6 坪→11.6 坪

バッグ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄﾊﾝｶﾞｰﾌﾟﾁｼｮｱ マルイシティ横浜 3/17 

バッグ サマンサベガ マルイシティ横浜 3/17 

バッグ サマンサキングズ 丸井大宮 3/23 11.1 坪→12.6 坪

バッグ サマンサベガ 大丸札幌 3/23 

バッグ サマンサタバサ 名古屋パルコ 4/23 

 

 ②バーンデストジャパンリミテッド 

（品目） （ブランド・店舗名） （店舗地） （改装日）（移設増床、店舗面積）

アパレル スウィングル 福岡パルコ 3/4 

アパレル ウィルセレクション 丸井錦糸町 3/5 11 坪→23.7 坪

アパレル ウィルセレクション マルイシティ上野 3/8 11 坪→23.3 坪

 

３．退店計画 

①サマンサタバサジャパンリミテッド 

（品目） （ブランド・店舗名） （店舗地） （退店日）  

ジュエリー サマンサシルヴァ 大丸心斎橋 3/1 

ジュエリー サマンサシルヴァ 大丸札幌 3/16 ｻﾏﾝｻﾃｨｱﾗへﾌﾞﾗﾝﾄﾞ変更 

バッグ ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽ 横浜シァル 3/27 

バッグ バイオレットハンガー ギャレ大阪 3/31 

バッグ バイオレットハンガー 町田モディ 3/31 

バッグ バイオレットハンガー 名古屋パルコ 4/1 

 

②バーンデストジャパンリミテッド 

（品目） （ブランド・店舗名） （店舗地） （退店日）

アパレル ハニーバンチ 横浜シァル 3/27 

  

なお、本件が平成 24 年 2 月期の業績に与える影響については、今後十分に精査し、その影響が  

重要なものとなる場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


