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コスメ ファッション

蔦屋書店 熊本三年坂

蔦屋書店を中心に、好奇心を刺激するニューショップがデビューします！蔦屋書店を中心に、好奇心を刺激するニューショップがデビューします！

トレンド＆スマート 最新トレンドに出合い、自分を磨くフロア

ファッション＆ビューティ 女性が 知的に美しく装うフロア

クリエイティブ＆コミュニティ   好奇心を想像するコミュニケーションフロア

三年坂の蔦屋書店が大幅リニューアルし、複合施設として生
まれ変わります！　コンセプトは“街の文化の森”。本を中心
としたライフスタイルの提案です。
あなたの日常をワクワク、ドキドキさせる…新しいカルチャー
との出合いがココにあります。

お問合せ
蔦屋書店 熊本三年坂

〒860-0801 熊本市中央区安政町 1-2 カリーノ下通
営業時間／ 10：00 ～ 25：00（一部店舗を除く）
定休／無休（元日のみ休）

TEL 096-212-9111
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いつものファッションにお洒落をプラスする、カ
ラフル＆クラシカルをテーマにした豊富な帽
子をラインナップ。帽子との相性の良い小物・
バッグも多数、コーディネートの幅を広げます
【特典】6/12までポイントカードが2倍

?096-325-1340 10:00~21:00（祝日前・金・土~22:00） ?096-288-0072

New!

上乃裏通りの本店で焙煎した新鮮なコーヒー
豆を、バリスタが丁寧に抽出するスペシャリティ
コーヒー。コーヒーは苦いという方こそぜひ！　
【特典】6/24までコーヒー豆100ｇ以上購入
で、Sサイズドリンクをサービス

10:00~20:00

New!

リフレクソロジー、ボディケアなどのサービス
で贅沢なリラクゼーションのひと時を！
【特典】6/10は先着60名にフリクションボール
ペンをプレゼント。6/14まで全メニューが
10％OFF（他割引との併用不可）

?096-354-7311 10:00~20:00

New!

「SOHO」がこだわりの雑貨＆インテリアをより
充実させてリニューアル。熊本初登場の器
「JICON」などの新商品も続々入荷予定。「気の
利いたモノを贈りたい」方も満足の品揃えです

?096-212-6277 10:00~24:00

New!

美容サイト「＠cosme」がプロデュースするセレク
トショップが熊本初上陸！　【特典】購入特典とし
て6/10・12・14…サンプルセット各先着200名、
6/11…ブランドサンプルセット先着200名、6/13…
シートマスク現品くじ引き（空クジ無し）先着200名

?096-212-9151 10:00~22:00

New!

ワンピースや小物など、フェミニンからクール
系まで幅広いパーティースタイルを提案
【特典】6/12までワンピース＋ボレロ＋ネック
レス同時購入で20％OFF、1万円以上購入でス
トッキングプレゼント

?096-355-5380 10:00~20:00

New!

蔦屋書店の新しい挑戦！
ここはカルチャーの発信地

売り場面積は約2000坪！
全国の蔦屋書店でも
最大級の品揃え！

永く愛用できる時計をテーマにしたセレクト
ショップ。ファッショ二スタから時計好きも満足
のラインナップです。店頭での電池交換などメ
ンテナンスもお気軽に！
【特典】6/19までTポイント5倍キャンペーンを開催

?096-312-0555  10:00~21:00

New!

ビジネスに特化した牛本革専門店。直営店なら
ではのプライスに注目！　【特典】1500円以上
購入で牛本革キーカバーorしおり（先着300
名）、7500円以上購入で次回使える名入れ無料
券をプレゼント(先着50名）

?096-326-0040 10:00~21:00

New!

?096-312-1688 10:00~21:00

オール九州産の九
州パンケーキミッ
クスの全ラインが
揃います。レシピ
本、キッチン雑貨も
豊富！　
【特典】6 / 1 2まで
1000円以上購入で
九州パンケーキプ
レーン1袋プレゼン
ト（先着300名）

?096-342-6878 10:00~21:00

熊本の生産者が作っ
た旬食材が並ぶヒノ
マルマルシェ。三年坂
モリコーネではマル
シェ直結の新鮮食材
をランチ・ディナーで
楽しめます
【特典】6/12まで購入
特典でA4サイズのオリ
ジナルトートバッグプ
レゼント（先着200名）

■ヒノマルマルシェ
?096-206-9941

高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出した
エスプレッソ、サンドイッチやペストリーがバ
ラエティ豊かに揃います。BOOK＆Caféスタイ
ルの店内では蔦屋書店の本を読みながらゆっ
たりとした一時をお過ごしください

?096-312-1901

ベーシックなマリンテイストにさり気なくトレン
ドをプラス。シックで上品なフレンチカジュアル
を提案します
【特典】6/12まで2点購入で10％OFF、1万円以
上購入でルミノアオリジナルポーチをプレゼント
?096-355-4855 10:00~20:00

ジャポニズムを感じ
させる「芽風」「萌」を
中心としたブランド
をご紹介！
【特典】6/12までアニ
バーサリーフェア開
催。一部商品を10％
OFFでご奉仕。先着
50名にお買上ノベル
ティをプレゼント

?096-355-1550 10:00~20:00

ベーシックでありな
がら、時代性のある
上質なファッション。
等身大で着こなし、
時代の旬を感じ、輝
き続けたい女性たち
へ提案します
【特典】夏物新作を
ご 用 意して、アニ
バーサリーフェア開
催。先着50名に来店
粗品を進呈

?096-327-2016 10:00~20:00

フランス直輸入の「旬」なファッションをお届
けします。お勧めアイテムは、個性を演出する
多彩なワンピース！
【特典】6/12まで、3240円均一セールを開催。
先着50名に来店粗品を進呈
?096-355-3400 10:00~20:00

小さいサイズの専
門店、大人の女性に
向けた上品さとトレ
ンドを提案します
【特典】6/12までオー
プン記念スペシャル
セールを開催。お買
得アイテムを限定販
売。2万1600円以上
購入でトートバッグ
をプレゼント

?070-5369-2657 10:00~20:00

トレンドを程よく取り
入れたフェミニンで
エレガント、ちょっぴ
りキュートなスタイ
ルを提案。花柄ワン
ピに注目です！
【特典】6/12までス
ペシャルセールを開
催。2万1600円以上
購入でオリジナルミ
ラーをプレゼント

?096-359-0051 10:00~20:00

?096-206-9966 10:00~20:00

TSUTAYAのスマホ「TONE」が
熊本初上陸！　月額1000円（税
抜）の基本プラン。ドコモ回線
使用でいざという時も安心。初
めての方もお子様も、家族み
んなで使えるスマホです

【特典】6/30まで契約事務手数料3000円
（税抜）がもれなく無料！

ブライダルカウンター

?096-327-9595 11:00~20:00

New!

式場探しから結納、引
出物、海外挙式など何
でも無料で相談できる
総合案内所。個室も備
えたゆとりのスペース、
カフェサービスも！

【特典】7/31まで事前予約をして新規来店すると、
来店特典、成約特典をプレゼント

カフェNew!

地下にモリコーネがリニューア
ルオープン。こだわりのコー
ヒーと軽食、カフェスタイルでく
つろぎのスペースを提供します
【特典】6/12までコーヒー1杯
が無料に！

メガネNew!

福井県鯖江産ブランド「DJUAL」を
はじめ、カッコいいメガネが揃い
ます。全品レンズ込み価格、レンズ
の度数や種類による追加料金0円
【特典】6/25まで1万5000円（税
抜）以上購入でセルロイドフレー
ム専用メンテクリームプレゼント
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ファッション

ファッション

10:00~20:00

■三年坂モリコーネ
?096-212-9893
11:00~23:00

New!

New!

靴修理・シューケア

?096-288-4400 10:00~20:00

New!

国内外の靴に精通した店主によるリ
ペアをはじめ、大切な靴を長く履くた
めの靴磨きやケア、お手入れを提案。
お気に入りの一足との出合いのため
に、オーダーメイドもサポートします
【特典】6/30まで修理依頼で靴磨き
をサービス

Renewal Point
1スターバックス店内で蔦屋書
店 の 本 が 自 由 に 読 め る
Book&Caféスタイル。コーヒー
を片手にゆっくり試し読みがで
きます
2約2000坪の書店フロアには、
大型書店らしいさまざまなジャ
ンルの書籍が並びます
3三年坂からの入口イメージ。
街中が人の動きが変わります

※6.10(金）～はリニューアルオープン記念イベントが開催されます！   詳しくは21ページをチェック※6.10(金）～はリニューアルオープン記念イベントが開催されます！   詳しくは21ページをチェック
※表示のない価格はすべて消費税込みです。割引は各店通常料金からの値引きとなります
※一部の写真はイメージパースです。実際とは異なる場合があります

熊本初登場！
スターバックスとのBook&Café

?096-206-9965 10:00~21:00

こだわりのオリジナ
ルコーヒー豆30種
をはじめ、世界各国
の珍しい食材やワイ
ンなどが所狭しと並
んでいます
【特典】6/12まで店
内商品10％OFF

New! New!

?096-212-9122 10:00~23:00

※6.11（土）より一部店舗にて
　オープン時間が異なります

New!

10:00~25:00

※写真は代官山蔦屋書店

スマートフォンNew!

2016.6.10（金）全館10:00～OPEN
全店舗でTポイントが

貯まります！
全店舗でTポイントが

貯まります！

蔦屋書店 熊本三年坂

蔦屋書店を中心に、好奇心を刺激するニューショップがデビューします！蔦屋書店を中心に、好奇心を刺激するニューショップがデビューします！蔦屋書店を中心に、好奇心を刺激するニューショップがデビューします！

「街の文化の森」誕生


