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2017年4月13日

株式会社南栄開発

株式会社櫻井總本店

4月27日(木)グランドオープン

オープニングテープカットにスザンヌさんが登場！

4月25日(火) プレオープン
ＣＯＣＯＳＡカード会員様ご招待！

いよいよ、熊本の新名物!? 【ＣＯＣＯＳＡ】がオープン

NEWS RELEASE

＜セレモニー＞

■日時 2017年4月27日(木) 9:30〜(開式) 予定

■内容

【テープカット】

＜プロフィール＞
1986年10月28日生まれ、熊本県出身(熊本県宣伝部長)。K DASH Stage所属。

ゲストにタレントのスザンヌさんをお迎えし、熊本愛あふれる女性として、またＣＯＣＯＳＡ
のターゲット層でもある女性として、テープカットにご参加いただきます。
当日は、お祝いのひと言メッセージもいただく予定です。

ＣＯＣＯＳＡプレオープン

■日時 2017年4月25日(火) 12:00〜16:00

■内容 ＣＯＣＯＳＡカード会員のお客様、近隣関係者、オフィスの皆さまをご招待してのプレオープン。

当日は販売も行います。

ＣＯＣＯＳＡ内覧会

■日時 2017年4月24日(月) 14:00〜18:00

■内容 事業者ご招待客、テナントご招待客を招いての内覧会。販売はございません。

【グランドオープン】 10：00(予定)

【グランドオープン記念プレゼント】

①開店をお待ちのお客様に、コカ・コーラ様より開業記念ご協賛の人気ドリンクを先着1,500名様に配布

②ＣＯＣＯＳＡにちなみ、ご来館のお客様先着553名様にオリジナルエコバッグをプレゼント

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)は、

2017年4月27日(木)に、下通ＮＳビル「ＣＯＣＯＳＡ」を開業いたします。

開業を記念し、オープニングセレモニーには、タレントのスザンヌさん登場や、オープニング限定プレゼントを

用意。また開業直前には、プレオープンを実施いたします。開業を記念し、ＣＯＣＯＳＡに出店する店舗が

オリジナリティあふれる限定商品やノベルティをご用意しております。また、グランドオープンのメインビジュアル

や、オープンまでのイベントのご案内もいたします。

※2017年4月24日ＣＯＣＯＳＡ記者会見につきましては別途ご案内状を送付いたします。



オープニングイベント

オープン記念ノベルティ

先行＆限定アイテム

4/27(木) 14:00〜16:00(予定)

ロベルタピエリ社副社長来店！

【ＣＯＣＯＳＡ】 (1F～4F) グランドオープンを記念したプレミアムなアイテムが続々!!先行＆限定販売

やノベルティ、イベントなど各ショップのこだわりがキラリ。

ＣＯＣＯＳＡに出店することを記念し、熊本の特産品とコラボした限定品やノベルティが登場！

■PELLETTERIA HITMAN&Co. ■URBAN RESEARCH ■CRASH GATE

■URBAN RESEARCH
JAPAN MADE 

PROJECT“KUMAMOTO”

■中川政七商店
花手箱 りんどう 木地/白地
3号2,484円、4号2,916円

■濱文様
絵てぬぐい1,296円
てぬぐい1,080円

■Les Sakurai
レザーブートニー(大峡製鞄)

5,184円

■XLARGE /X-girl
オリジナルデザインＴシャツ各
5,400円、オリジナルデザイン

キャップ5,184円

■URBAN RESEARCH DOORS
えびめしの素(磯見海産)810円、

みかんチップス(明るい農村
天水)540円

■URBAN RESEARCH 
お菓子の香梅×URBAN 

RESEARCH「特製誉の陣太鼓」

■CARTOLERIA
チロルチョコ２個
ボールペン１本

■AVIREX
オリジナルタンブラー

4/27(木) 10:00～12:00

熊本県内の酒造メーカーとコラボ

レーションした酒粕石けんの販売。

また日本酒試飲会を開催！

4/27(木)〜5/8(月)

２BUY 10%OFF for FURNITURE

セールを開催！
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※商品は一例です。
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【コンセプト】

毎日たいくつな日々を過ごしているター

ゲット像をモチーフに、開業コンセプトを

立案しました。

4月12日(水)からスタートした、

幅10,561㎜×高さ10,730㎜を

誇る巨大ビルボードは、街を明るく

することまちがいナシ。

① グランドオープン キャッチコピー

② COCOSA市役所側に巨大ビルボード出現!!

ターゲット像の日常を切り取り、女性の本音をクローズアップ。

たいくつな毎日にシゲキを与えるCOCOSAでありたいと考えます。

放映予定日：4月13日(木)～5月11日(木)

③ テレビCM放送開始

～COCOSAグランドオープンの広告は刺激があってオモシロイ～

震災から1年、元気を取り戻しつつある熊本の皆さまに、元気と刺激を少しでも

感じていただけたら、と明るいビジュアルに企画いたしました。
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４月12日(水)〜

４月13日(木)〜

４月19日(水)・20日(木)

４月22日(土)・23日(日)

４月24日(月)

４月25日(火)

４月27日(木)

GRAND OPENまでのスケジュール

市役所側外壁に巨大ビルボード出現

テレビCM放送開始(地上波４局)

ホームページ本サイト開設

PR誌配布(リビング熊本に折込、27万部配布)

COCOSAガールが中心商店街をファッションウォーク、およびハウスオーガンサンプリング

報道・メディア者向け記者会見／ご招待者様内覧会

COCOSAカード会員、事業者、テナントご招待者向けのプレオープン

GRAND OPEN スザンヌさんによるテープカット

先着のお客様にコカ・コーラのドリンクやエコバッグをプレゼント。

限定商品販売開始、ノベルティの配布

4月22日号の「リビング熊本」に12ページの

COCOSAハウスオーガン同時配布！COCOSA全

ショップのNEWSが盛り沢山！この春おすすめアイ

テムの紹介やショップいちおしアイテムをライン

ナップしています。

〔本件に関する報道関係者からのお問い合わせ〕

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：096-352-5535 FAX：096-353-3007

4月22日(土)、4月23日(日) 14:00〜15:00（予定）

④

⑤ ＣＯＣＯＳＡガール10名が、中心商店街を練り歩きます。

COCOSAガール10名が風船やプラカードを持って4/27(木)の

グランドオープンをPRしながら、中心商店街をパレードします。

熊本市内をロケ地に選定し、モデルカットの撮影を実施。
PR誌配布 4月19日(水) 20日(木) 
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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。

COCOSA (1~4F)  ショップ情報
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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
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COCOSA(1F～4F) 出 店 店 舗 一 覧

カテゴリー 店舗名（正式表記） 店舗名（ヨミガナ） サブカテゴリー
出店状況

九州初 熊本初

衣料品/
FASHION

URBAN RESEARCH アーバンリサーチ レディス・メンズ ★

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 ★

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

CORNERS スポーツオーソリティ コーナーズ スポーツオーソリティ シューズ・レディス・メンズ ★

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 ★

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

Champion チャンピオン メンズ・レディス ★

HARE ハレ レディス・メンズ ★

FREAK'S STORE フリークス ストア レディス・メンズ ★

BAYFLOW ベイフロー レディス・メンズ・生活雑貨 ★

MARcourt マーコート レディス ★

Lee リー レディス・メンズ・キッズ・雑貨 ★

服飾雑貨/
FASHION GOODS

AURA アウラ アクセサリー ★

ＭＳＰＣ ＰＲＯＤＵＣＴ エムエスピーシー プロダクト バッグ・革小物 ★

OWNDAYS オンデーズ アイウェア

金子眼鏡店 カネコガンキョウテン アイウェア ★

kissora キソラ バッグ・革小物 ★

櫻井總本店 サクライソウホンテン シューズ・バッグ

BLOOM ブルーム アクセサリー

BRONX ブロンクス バッグ・帽子

PELLETTERIA HITMAN&Co. ペレテリア ヒットマン シューズ・バッグ ★ ★

Manhattan Portage マンハッタン ポーテージ バッグ ★

move ムーヴ ウォッチ・修理 ★

yuino ユイノ 靴下・生活雑貨 ★ ★

Les sakurai レ サクライ シューズ・バッグ

インテリア・雑貨/LIFESTYLE 
GOODS

unico ウニコ 家具・インテリア・生活雑貨 ★

織部 オリベ 生活雑貨

CARTOLERIA カルトレリア ステーショナリー・雑貨 ★

CRASH GATE クラッシュゲート 家具・インテリア・生活雑貨 ★

GREENNOTE-RELISH グリーンノートレリッシュ 家具・インテリア・雑貨

Smartlabo.style スマートラボドットスタイル スマホアクセサリー ★ ★

中川政七商店 ナカガワマサシチショウテン 生活雑貨 ★

濱文様 ハマモンヨウ 生活雑貨 ★

Piumagi ピュマージ コスメ ★

無印良品 ムジルシリョウヒン
レディス・メンズ・キッズ、服飾雑貨、バッグ、生活雑貨、コ

スメ、ステーショナリー、家具、食品

Yogibo Store ヨギボーストア 家具・インテリア ★

飲食/CAFÉ & RESTAURANT

Café＆Meal MUJI カフェアンドミールムジ カフェレストラン ★

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 ★

サービス/SERVICE

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

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

ＣＯＣＯＳＡカードカウンター ココサカードカウンター ハウスカードカウンター


