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フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田坂吉朗）は、プリントシール機専門店『girls mignon＊1 （ガール

ズミニョン）』を、2016年8月3日（水）にファッションビル「八王子東急スクエア」（東京都八王子市）へオープンいたします。“おん
なのこがかわいくなれる場所”をコンセプトとし、地域に根差した店舗づくりを行います。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『girls mignon』八王子東急スクエア店では、最新のプリントシール機（以下、プリ機）など 6 台を設置する予定です。『girls 
mignon』最大級のメイクアップカウンターやソファースペースを設け、待ち合わせ場所としてもご利用いただけるような開放
的で気持ちの良い空間を提供いたします。また、当店では、スタッフが常駐しており、ヘアアイロンの無料レンタルサービスな
どを実施。“かわいい・キレイ”を体験でき、楽しく、安全に過ごせる新しいプリ機専門店として、店舗から流行を発信していきま
す。また、本店舗のオープンを記念し、人気モデル・紗蘭（さら）さん、mam(マム)さんと一緒にプリ機で撮影できるイベント「八
王子プリモ会」を 8月 25日（木）に開催いたします。 
 

【『girls mignon』八王子東急スクエア店 店舗概要】 
・店 舗 名： 『girls mignon』八王子東急スクエア店 
・営業開始日： 2016年 8月 3日（水）AM 10：00オープン 
・場 所： 八王子東急スクエア 4F  

（住所：東京都八王子市旭町 9-1 4F） 
・U R L：http://www.tokyu-square.com/ 

・営 業 時 間： 10：00～21：00 
・展 開 内 容： 最新のプリントシール機 6台、メイクアップカウンター 

ヘアアイロン無料レンタルサービス など 
・備 考： 『girls mignon』の象徴である鹿オブジェは、 

本店舗限定で八王子名物・高尾山の天狗伝説をモチーフに 
“天狗のお面をかぶる鹿オブジェ”へ変更し展示。 

 

【人気モデル・紗蘭さん、mamさん来店イベント「八王子プリモ会」開催概要】 
・名 称： 八王子プリモ会 
・日 程： 2016年 8月 25日（木） 16：00～18：00 
・場 所： 八王子東急スクエア 4F 『girls mignon』八王子東急スクエア店 
・ゲ ス ト： 紗蘭（さら）、mam（マム） 
・内 容： ゲストトークショー、じゃんけん大会、プリ機撮影など 
・募 集 人 数： 20組 40名 
・参 加 費： 1組2,000円（税込）＋プリ機撮影料金400円（税込） 
・応 募 期 間： 2016年 7月 26日（火）～8月 8日（月） 
・応 募 資 格： 『ピクトリンク*2』月額有料会員 
・応 募 方 法： 『ピクトリンク』の以下URLより、注意事項をご確認の上、ご応募ください 
（URL→http://sp.pictlink.com/sp/campaign/payment/purimokai/top） 

・注 意 事 項： 荒天の場合は予告なく中止となる場合がございます。ご了承ください 
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＊1・・・フランス語で「かわいい」を意味する言葉 
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＊2・・・フリューが運営する、プリ機で撮影した画像を取得・閲覧できるサービス 
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【『girls mignon』概要】 

 

 

 

 

 

 

『girls mignon』は、“おんなのこがかわいくなれる場所”がコンセプトです。北欧風のデザインを取り入れているお 

しゃれな店内には、女性スタッフが常駐。常に美しく清潔に保たれている店内にて安心してプリントシール機での撮影を

お楽しみいただけることはもちろん、ヘアアイロンの無料貸し出しや機種ごとの特徴をまとめた撮影アドバイスボードの

掲示なども行っており、きめ細やかなサービスを提供いたします。また、プリントシールの魅力をより多くのお客様に伝え

るべく、著名人を招いたイベントやプリントシールの新しい活用方法を提案するイベントを店頭にて行っております。 
  

『girls mignon』コンセプト ＝ “おんなのこがかわいくなれる場所” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

【『girls mignon』 店舗一覧】 

● 札幌 4丁目プラザ店   北海道札幌市中央区南１条西4丁目 4丁目プラザ 3F URL：http://www.4pla.co.jp/ 

● 山形霞城セントラル店  山形県山形市城南町1-16-1 霞城セントラル 2F  URL：http://www.kajocentral.com/index.html    

● 仙台フォーラス店      宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15 仙台フォーラス B1F URL：http://www.forus.co.jp/sendai/ 

● 新潟アルタ店  新潟県新潟市中央区万代1-3-30 新潟ALTA 2F  URL：http://www.altastyle.com/niigata/ 

● 宇都宮パルコ店           栃木県宇都宮市馬場通り 3-1-1 宇都宮パルコ B1F URL：http://utsunomiya.parco.jp 

● アズ熊谷店            埼玉県熊谷市筑波二丁目115番地 2F URL：http://www.az-kumagaya.com/ 

● 町田ジョルナ店   東京都町田市原町田6-6-14 町田ジョルナ B1F URL：http://www.jorna.gr.jp/ 

● 新百合丘オーパ店  神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1 新百合丘オーパ 3F URL：http://www.opa-club.com/shinyurigaoka/ 
● 八王子東急スクエア店（8/3～）  東京都八王子市旭町9-1 八王子東急スクエア 4F URL：:http://www.tokyu-square.com/ 
● 舞浜イクスピアリ 2F B’ウェイ店  千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ 2F URL：http://www.ikspiari.com/ 

● 舞浜イクスピアリ 3F グレイシャス・スクエア店  千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ 3F URL：http://www.ikspiari.com/ 

● 名古屋近鉄パッセ店  愛知県名古屋市中村区名駅1-2-2 近鉄パッセ 7F  URL：http://www.passe.co.jp/ 

● 名古屋丸栄店  愛知県名古屋市中区栄3-3-1 丸栄 2F  URL：http://www.maruei.ne.jp/ 

● 三宮ビブレ店        兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-26 三宮ビブレ 3F URL：http://www.vivre-shop.jp/vivre/pc/store.php?SHOP=sannomiya 

● アスピア明石店  兵庫県明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石2F  URL：http://aspia-akashi.com/ 

● 徳島クレメントプラザ店  徳島県徳島市寺島本町西1-61 徳島駅クレメントプラザ 3F URL：http://www.clementplaza.com/ 

● えきマチ１丁目宮崎店   宮崎県宮崎市錦町1-8 えきマチ 1丁目宮崎 URL：http://ekimachi1-miyazaki.com/floor/girls-mignon 

 
 
＜ 『girls mignon』 URL  http://www.puri.furyu.jp/mignon/ ＞ 
 
 
 

※『girls mignon』、『プリモ」』は、は、フリュー株式会社の商標または登録商標です。 

※会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

 

 

【1】おしゃれな空間 
・ピンク、白、黒を基調とした色遣い 

・北欧風のデザインを採用 

 

【2】安心・安全 
・常駐の女性スタッフ 

・見通しの良い開放的な店内 

 

【3】きめ細やかなサービス 
・ゆったりとくつろげるソファーの設置 

・広々としたメイクアップカウンターの設置 

・ヘアアイロンの無料貸し出し 

・携帯電話の無料充電スペース設置  など 

 
※店舗によって設備・サービス内容は異なります  

【報道関係者の方からのお問い合わせ】 

フリュー株式会社 ガールズ総合研究所 広報 
TEL：03-5728-1789／FAX：03-5489-9310／メールアドレス：amg-plan-pr@furyu.jp 
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