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平成23年11月11日

各  位

会 社 名 株式会社ベリテ

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 Ｃ Ｅ Ｏ 平野 和良

コード番号 （9904 東証第二部）

問 合 せ 先 執行役員経営企画室長兼経理・財

務グループ部長兼情報システム部長
菊地 広毅

（ＴＥＬ：045-415-8800）

株式会社ベリテ 新規店舗オープンのお知らせ

当社は、「ベリテ」、「PANDORA」の各新規店舗を開店いたしますのでお知らせいたします。

＜ベリテ 倉敷店＞

 出店場所   三井アウトレットパーク倉敷内

 開店日時   平成 23 年 12 月 1 日（木）

 所在地     岡山県倉敷市寿町 12-3

＜ＰＡＮＤＯＲＡ テラスモール湘南店＞

 出店場所   Terrace Mall 湘南 1F

 開店日時   平成 23 年 11 月 11 日（金）

 所在地     神奈川県藤沢市辻堂神台 1-3-1

＜ＰＡＮＤＯＲＡ 丸井今井札幌店＞

 出店場所   丸井今井札幌本店 1F

 開店日時   平成 23 年 11 月 23 日（祝）

 所在地     北海道札幌市中央区南 1 条西 2

＜ＰＡＮＤＯＲＡ 神戸元町店＞

 出店場所   （路面店）

 開店日時   平成 23 年 12 月 2 日（金）

 所在地     兵庫県神戸市中央区三宮町 3-1-1

本件に関するお問い合わせ先

経営企画室 末永

ＰＡＮＤＯＲＡ事業部 井上・栄沢

ＴＥＬ：045-415-8889 / FAX：045-329-1577 / ｍａｉｌ：PR.Info@PANDORA-JAPAN.jp



株式会社ベリテ
新規店舗オープン情報

平成23年11月11日
株式会社ベリテ
（証券コード：9904）



● ベリテ 倉敷店
＜出店場所＞ 三井アウトレットパーク倉敷内
＜開店日時＞ 2011年12月1日（土）
＜所在地＞ 岡山県倉敷市寿町12-3

● PANDORA テラスモール湘南店
＜出店場所＞ Terrace Mall 湘南 1F
＜開店日時＞ 2011年11月11日（金）
＜所在地＞ 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1

● PANDORA 丸井今井札幌店
＜出店場所＞ 丸井今井札幌本店 1F
＜開店日時＞ 2011年11月23日（祝）
＜所在地＞ 北海道札幌市中央区南1条西2

● PANDORA 神戸元町店
＜出店場所＞ 地下鉄海岸線 旧居留地・大丸前駅近く
＜開店日時＞ 2011年12月2日（金）
＜所在地＞ 兵庫県神戸市中央区三宮町3-1-1

新規店舗オープン情報

下記会場、日程にてPANDORA期間限定販売を行います。

新宿伊勢丹 11月2日（水） ～ 11月22日（火）

日本橋三越 11月2日（水） ～ 11月15日（火）

横浜高島屋 11月16日（水） ～ 11月29日（火）

仙台藤崎 12月1日（木） ～ 12月25日（日）

日本橋三越 12月7日（水） ～ 12月25日（日）

京都高島屋 12月7日（水） ～ 12月25日（日）

福岡岩田屋 12月7日（水） ～ 12月25日（日）

新宿伊勢丹 12月14日（水） ～ 12月25日（日）



パンドラは国内に16店舗がオープンします。

阪神梅田店
2011年3月9日open

三宮店
2011年4月29日open

池袋東武店
2011年4月28日open

倉敷イオンモール店
2011年7月15日open

伊勢丹浦和店
2011年8月24日open

名古屋三越栄店
2011年8月26日open

西宮阪急店
2011年9月7日open

銀座店
2011年9月17日open

東急百貨店たまプラーザ店
2011年9月22日open

静岡伊勢丹店
2011年9月28日open

東急百貨店さっぽろ店
2011年10月6日open

井筒屋小倉店
2011年10月12日open

まるひろ川越店
2011年11月9日open

テラスモール湘南店
2011年11月11日open

丸井今井札幌店
2011年11月23日open

12月上旬 改装予定

NOW PRINTING

NOW PRINTING

NOW PRINTING

NOW PRINTING



関西地区旗艦店となる「神戸元町店」が2011年12月2日（金） グランドオープン

■所在地 兵庫県神戸市三宮町3-1-1
■面積 120.40㎡（30.1㎡ × 4F）
■営業時間 11：00 ～ 20：00（予定）

PANDORA神戸元町店

PANDORA三宮店

1F PANDORAのメインアイテムである「モーメンツ」を
中心に構成されたフロア

2F 国内初導入の新型什器「チャームバー」を設置しゆったりと
チャーム選びができるフロア

3F トレーニングルーム 4F オフィスフロア
立地条件を活かし関西圏店舗のセントラルマネージメントを実行



関東地区旗艦店「銀座店」が2011年9月17日（土） グランドオープン

■所在地 東京都中央区銀座1-3-1 銀座外堀通り
■面積 117㎡
■営業時間 11：00 ～ 20：00

PANDORA銀座店



2011年11月7日発売

「VERY」
2011年9月7日発売

「VERY」

2011年11月1日発売

「STORY」

各メディアでPANDORAが紹介されました。

読者プレゼント提供
「GQ JAPAN」「GLOW」

2011年10月28日放送 テレビ東京
「ものスタＭＯＶＥ」

2011年5月28日発売
「ヴァンサンカン」

メディア露出情報



在日デンマーク大使館主催のイベント「デンマーク IN 代官山 ～女王が彩るアンデルセンの童話～」に
PANDORAがスポンサーとして参加しました。期間中はデンマークのヨアキム王子とマリー妃が来日。

PANDORA銀座店に来店され、この日のために作られた特注モデルをご覧いただきました。

イベント情報



本資料には、将来の業績に係る記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証する
ものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は経営環境の変化等により、
異なる可能性があることにご留意ください。

※ 平成24年3月期第2四半期決算発表につきましては、12月5日（月） 決算説明会終了後、

説明資料を当社ホームページに掲載いたします。

当社 ホームページ http://www.verite.jp/

DIGICO Group http://www.digicogroup.com/

Gitanjali Group http://www.gitanjaligroup.com/

PANDORA http://www.pandora.net/

本説明会資料やIRに関するご意見、お問合せは下記までお願いします。
株式会社ベリテ 経営企画室 菊地・末永

TEL 045（415）8870
FAX 045（329）1588

E-Mail  ir.info@verite.co.jp


