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「つくる」「仕入れる」「売る」
雑貨ビジネスのアイディアソース
富本雅人 とみもとまさと

雑貨コンサルタント。雑貨デザイナー、商品企画、Loft 本部バイヤーを経て 94 年よ
り雑貨コンサルティング＆プランニング事務所「GROUP ON THE LlVINGJ を設立。
店舗開業、運営のコンサルティングと雑貨ビジネスプロデュース他を行う。
雑貨店開業、運営セミナー、「雑貨の学校」主宰。
著作に「ZAKKA AtoZ 雑貨ショッブの処方箋」（当社刊）「売れる雑貨屋さん」「はじ
める雑貨屋さん」 （ソフトバンククリエイティブ刊）
http://www.zakka.org/g/　ブログ随時更新中 http://b.zakkaschool.com

　其の八十五回

雑貨の学校の修了生の店舗 – 愛される店作り

　筆者が主宰している雑貨店開業、経営のビジネス講
座「雑貨の学校 ®」は現在 37 期（99 年創立以降年間
2-3 期）。「雑貨商品とは何か」からはじまるカリキュ
ラムで、業界研究、商品構成や仕入方法、予算作成、
店舗の企画立案方法などまでを教える。　
　半年間 50 時間程度で、まったくはじめての人達を「雑
貨店の経営者」「関連の職種」に就かせるためのものだ。
　実は、同講座で立案企画し開業した店舗で、「売上
不振」で閉店したところはひとつもない。筆者のイメー

ジでは 5 年間続けられるお店が 3-4 割程度、10 年間続
けられるお店が 1 〜 2 割程度の個人店のなかでは異例
の成績だと感じている。
　今号では、過去に受講、筆者が指導し、雑貨店オーナー

（責任者）となった方々の店舗の一部をご紹介する。
　個性溢れる話題の店、なじみのお客様がたくさんい
る店、コアなお客様を引きつけるマニアックな店、ト
レンドを押さえながらも堅実な店……。様々な雑貨店
のスタイルと成功、継続の秘訣とは。
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● ● ● ● 雑 貨 百 案  ● ●

THE商店街の愛される雑貨屋さん
【氏名】星浩司／あかね
【店名】ｔａｒｉ（タリ）
【住所】東京都練馬区練馬 1-20-5
【アクセス最寄り駅】
大江戸線 / 西武池袋線　練馬駅徒歩 2 分

【URL】http://www.e-tari.net/
【開業】2005 年 4 月【規模】33㎡ 
【お店のコンセプト】
可愛くて、ちょっと面白い雑貨とファッションをお手頃価格でオススメするお店

【アピールポイント】
ネコ雑貨を筆頭に、どうぶつキャラクター等、“観て”使ってまったりできる雑貨を多
数揃えました。どの商品もお手頃価格、自分用にもギフト用にもお気軽にご利用いただ
けます。また、お客様のご要望にお応えし、ファッション雑貨（洋服・バッグ・シュー
ズ etc.）が充実しました。エイジレス（主に 30 才代～ 60 才代）の女性向けの“ゆるく”
かわいいカジュアルなお洋服とおしゃれ雑貨を季節に合わせ、お楽しみいただけます。

【愛される理由】
今年 11 周年。5 年 10 年と通う常連のお客様も多数。「これは○○さんがお好きかな」「こ
れは□□さんに似合いそう」などとお客様の顔を思い描きながら仕入れるそう。「手頃」

「楽しい」「ちょっとお洒落 / 珍しい」商品がたくさん。「買う気は無かったけど、お手
頃だし…」というはじめてのお客様も多い。オーナーの星さんご夫婦のお人柄も含め「商
店街の愛される雑貨屋」さんの理想形と言えそう。店名の tari とはモルディブの言葉
で「星」という意味。

63

ハワイアン雑貨と言えば
【氏名】川瀬真理子
【店名】ALOHA LOVERS（アロハラバーズ）
【住所】東京都渋谷区神宮前 3-20-5
【アクセス最寄り駅】JR 原宿駅、地下鉄表参道駅、明治神宮前駅徒歩 5 分
【URL】http://www.alohalovers.com/
【開業】2006 年 6 月【規模】30㎡　
【お店のコンセプト】
ハワイやビーチの雰囲気を日本でも味わえるよう
な、雑貨とカジュアルファッションをお届けしま
す。

【アピールポイント】
ハワイアンテイストの雑貨やウェア、アクセサ
リー、インテリアなどのセレクトショップです。
ハワイアンな香りと BGM の中で、一年中ハワイ
を感じてお買い物をしていただけるショップです。
現地でないと手に入らない、ハワイ発のアイテム
がたくさんあります。

【愛される理由】
いわゆるフラ（ダンス）専門店ではなく「ハワイ
アン雑貨」店。2006 年の開業時から「ハワイア
ン雑貨と言えば必ず名前があがる有名店。全国
津々浦々からお客様が来店する。様々な調達ルー
トから商品をセレクトした「プロが見ても仕入先
がわからない」品揃えだ。お客様からよく笑顔で
言われるのが「変わった物がある !」だそう。男
性も楽しめる商品も多い。独自の品揃えの有名
店であり、原宿という場所柄もあいまって有名
ミュージシャンやスタイリストなどの業界関係の
お客様も多数。

8
周年

10
周年

商店街になくてはならない「気の効いた雑貨屋さん」
【氏名】山下登史子
【店名】雑貨セレクトショップ mederu（メデル）
【住所】東京都板橋区仲宿 57-14
【アクセス最寄り駅】地下鉄「板橋区役所前」徒歩 5 分
【URL】 http://mederu.jp/
【開業】2006 年 6 月【規模】26.4㎡　　　
【お店のコンセプト】
まごころをテーマにした「人にやさしい雑貨屋」です。

【アピールポイント】
mederu（めでる）は、ものを愛（め）でる（美しさを味わう、感動する、愛する、か
わいがる）という意味と芽（が）出る（生命のはじまり、努力が報われる）という意味
からネーミングしました。
雑貨作家による手作りの一点ものなど、作り手のまごころの感じられる商品を提供
しています。ものをいつくしむ気持ちを持った人たちが集まり、その中から素敵な
何かが生まれたらいいな、という願いを込めた商店街の小さなお店です。春には雑
貨作家による企画展、秋にはデザイナーズ手ぬぐいを展示販売する『てぬぐいろい
ろ展』など各種イベントも開催しています。情緒あふれる板橋区仲宿商店街の一角
にあります。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

【愛される理由】
「家事や買い物のあいだに、ちょっと楽しい買い物ができる」と常連の主婦のお客様
が多数。つくりこみすぎない店頭の表情が親しみやすさを感じさせ、庶民的な商店
街にマッチする。同商店街では第一号の雑貨店。開店以来、競合の雑貨店が複数開
店したが、その多くは今はないそう。
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● ● 雑 貨 百 案  ● ● ● ●

ゴスロリとブライス。浦和の名物店
【氏名】岡田真由美　
【店名】Spica（スピカ）
【住所】埼玉県さいたま市浦和区東仲町 15-15　
【アクセス最寄り駅】
JR 浦和駅東口徒歩３分

【URL】http://www.spica-shop.com/
【開業】2007 年 9 月 28 日【規模】23㎡
【お店のコンセプト】
ゴスロリファションとブライス人形グッズのお店です。

【アピールポイント】
ゴスロリ雑貨用品店です。ゴスロリのお洋服・靴・オリジナルバッグ・帽子・傘・アク
セサリーなどの他にブライス人形も扱っております。ブライスの供給元からは埼玉でた
だ１店舗のみ Top ショップとして認定されています。ブライス商品は人形だけでなく
作家さんのカスタム（アレンジ）したタイプや洋服、ウィッグ、靴、ドールハウスや撮
影用の布までも取り扱っています。特にプリントからデザインしたオリジナルアウト
フィットは大変好評です。イベントとしては毎年恒例のハロウィン撮影会を 10 月 10 日
に開催します。40 体以上のカスタムブライスが揃うイベントは 9 月に開催予定。期間
中には著名なドール作家のみついろ先生のカスタム教室もあります。

【愛される理由】
イベントなども定期的に開催し、ゴスロリファッション、ブライス人形のファン・マニ
アに愛されるお店。インパクトのある外観、個性的なショップスタッフが世界観を強調
する。TV 等での取材も多い浦和の名物店。

イラストレーターが経営する神戸の“かわいい”雑貨店
【氏名】佐武俊介 / 舞　
【店名】トレッペ雑貨店
【住所】兵庫県神戸市中央区栄通 1-1-11-2F 
【アクセス最寄り駅】
JR/ 阪急元町駅、地下鉄みなと元町駅から徒歩 5 分

【開業】2010 年 11 月　
【お店のコンセプト】
いろいろな“可愛い”を集めたお店

【アピールポイント】
文具、アクセサリー、キッチン用品、インテリア…いろいろなジャンルを少しずつ、小
さなお店にぎゅっと詰め込み、お子様から大人の方まで店内に入った時に「可愛い !」 
と言っていただけるように商品を選んでいます。月に一回は新商品を仕入れ、常連の
お客様にも来る度に楽しんでいただけるようにしています。以前は女性のお客様をター
ゲットにしていましたが、最近は男性でも使える文具や込野のなども一部取り扱ってい
ます。年に 1 ～ 2 回、旅行誌に掲載いただいているおかげで、観光の方も増えたのでオ
リジナル商品も作り、人気があります。今後増やしていきたいと考えております。

【愛される理由】
神戸在住の人気イラストレーターであるオーナー。ご夫婦で営む商品はセンスの“可愛
い”が並ぶ。クリエーターの経営するお店であることが隠れた人気の理由だろう。現在
育休などで土日の営業が中心。

64

インテリアコーディネーターの雑貨セレクトショップ
【氏名】秋山綾子　　　　　　　　　　　　　　　　
【店名】ここち・すたいる
【住所】新潟県上越市土橋 1943 － 51　　　　　
【最寄り駅】　JR 信越本線直江津駅より車で 15 分
【URL】http://www.cocochi-style.com/
【開業日】2005 年 7 月
【規模】35㎡ 
【お店のコンセプト】
静かな住宅街にある、小さな自宅ショップ。和と北欧。こだわってセレクトした「ここちよい」雑
貨が並びます。

【アピールポイント】
和と北欧。一見ミスマッチな組み合わせのようですが、色彩・デザインなど相通じる所が多く、日
本の住宅にもしっくり調和します。インテリアコーディーネーターの視点から、日本古来の技法「注
染」にこだわった手拭いをはじめ、蚊帳生地のふきん・地元作家のあけび蔓細工・北欧のテキスタ
イルなど、季節感を大切にしながら、現在のライ
フスタイルに合ったデザイン性・機能性に優れた、
上質な品々をセレクトしております。自然素材の
持つ「ここちよさ」はギフトにも最適です。今年
の 7 月には開店 10 周年を迎えます。たくさんの
お客様に支えながら。これからも少しずつ前進し
て参ります。

【愛される理由】
オーナーとゆっくりとおしゃべりができる隠れ家
風のショップ。同一商圏の他店にはない品揃えが
長続きの秘訣。コーディネートとの兼業のショッ
プで、両業務に相乗効果がある。

9
周年

7
周年

4
周年
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● ● ● ● 雑 貨 百 案  ● ●

ロッジ風の店舗で販売する創作雑貨
【氏名】佐藤真一　　
【店名】tricoter+（トリコテ）
【住所】広島県福山市赤坂町赤坂 1214-11
【アクセス最寄り駅】
山陽本線「備後赤坂駅」より徒歩 12 分
山陽自動車道福山西インターより車で 10 分

【URL】http://tricoterplus.com　　　
【開業】2012 年 7 月【規模】40㎡　 
【お店のコンセプト】
「手に馴染むもの、目に馴染むもの、心に馴染むもの」そして「心地よい」。そん
な雑貨をお客さまに届けたい。

【アピールポイント】
当店にある商品は、まず、全国の（奈良、大阪、兵庫、東京、愛媛、沖縄、長野、
愛知など）のこだわりのある作家達に会って、作品と人柄に納得した上でお願い
しているものです。そして日本や海外の古い（ビンテージ）等を中心に取り扱っ
ています。年に数回、作家さんの作品展などを企画しています。今年は４月には
奈良のアクセサリー作家さん、６月には静岡の草木染めとアロマの作家さんの企
画展を予定しています。

【愛される理由】
一般的に言うと決してアクセスが良い場所ではない同店。それだけに自店の特長
を出すことに注力する。近隣店舗では絶対扱いのない個性的な雑貨作品。非日常
を演出した店舗デザイン。「わざわざ」来てもらえる店に、さらになることが運営
のテーマだ。

カルトナージュ講師の心遣いの効いた教室ショップ
【氏名】栗本涼子　
【店名】パピエコトン
【住所】北海道札幌市中央区大通西 6 丁目 6-9　　　　　　　　　　
【アクセス最寄り駅】
札幌市営地下鉄大通駅 1 番出口から徒歩 3 分

【URL】http://papiercoton.com/　　　
【開業】2013 年 2 月 1 日【規模】27㎡　　　　　　　　　　
【お店のコンセプト】
カルトナージュの材料、道具、教室、カルトナージュを楽しむための全てが揃う店。

【アピールポイント】
２月で開店２周年を迎えました。カルトナージュ教室は 20 代後半から 60 代まで
幅広い年代の方が受講し、教え方が丁寧でわかりやすいという嬉しいお言葉をい
ただいています。レッスン日を自由に選べるシステムも通いやすいと好評です。
受講生が作った力作を集めた第 2 回の作品展を 6 月下旬から予定しており、ます
ます作品作りに熱が入っています。併設しているお店では普段よく使う材料や道
具はもちろん、手に入りにくい特殊な材料も豊富に揃えており、「ここに来ると何
でも揃うから便利 !」と何度も足を運ぶお客様もいらっしゃいます。特にスキバル
という革調の紙は北海道随一の品揃えで、お客様から人気があります。

【愛される理由】
「カルトナージュ」というハンドメイド技法のスペシャリストが、自身の教室で関
連商品を販売したいと考えたのは、「まとめて買えるところがないから」。生徒さ
んとのゆるやかなコミュニケーションも人気の秘密。

ヨーロッパ×ナチュラルテイストの雑貨屋さん
【氏名】村越加奈子　　　　　　　　　　　
【店名】mf collection gallery（エムエフコレクションギャラリー）
【住所】東京都北区中里 3 － 3 － 3　　　　　　
【アクセス最寄り駅】JR 駒込駅東口徒歩５分
【URL】http://www.mfcollectiongallery.com
【開業】2006 年 7 月【規模】13㎡
【お店のコンセプト】
ヨーロッパにある蚤の市のように、ところ狭しと雑貨が並び、宝探しをするように楽
しめる雑貨店。

【アピールポイント】
お店では手づくり雑貨を中心に、季節の紅茶、冷えとり靴下などが人気。最近加わっ
た仏人アーティストをはじめ個性溢れる作家さんたちの作品でいっぱいです。隣の
ギャラリースペースでは、不定期で刺繍やビーズ作りをお茶を飲みながら楽しむワー
クショップを開催。春と秋に「ちいさい子展」という手作り子供服と雑貨の展示会を
2010 年秋から毎年開催しています。遠方か
ら足を運んでくださるお客様もいらして毎
回盛況です。2011 年から作家さんから寄付
していただいた手作り作品の売上を東日本
大震災津波遺児の方へ寄付する取り組みも
続けています。ちいさなお店ですが、雑貨
を通して皆さんに幸せな気持ちをお届けで
きたら嬉しいです。

【愛される理由】お子さんのいるお客様が、
子育ての息抜きに来店することが多いそう。
お客様同士が同店で知り合うこともあり、
人と人を繋ぐような場所になったと感じて
いるそう。他では扱っていない手作り商品
を「ここでしか見られないから」とわざわ
ざ遠方から、いらしゃるお客様も。また、
手作りワークショップ（教室）やテーマ別
商品イベントにひかれて足繁く通うお客様
も多数。

8
周年

2
周年

2
周年
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● ● 雑 貨 百 案 ● ● ● ●

自由が丘のキッズ雑貨とパー
ティーグッズのお店

【氏名】金子　直子　　　　　　　　　
【店名】JOYOUSDAYS（ジョイアスデイズ）
【住所】東京都目黒区緑が丘 2-16-10　　　　　　　
【アクセス最寄り駅】
東急線自由が丘駅より徒歩 4 分

【URL】 www.joyousdays-shop.com/
【開業】2012 年 11 月【規模】約 33㎡　 
【お店のコンセプト】
オトナ目線で選ぶ、キッズのためのパーティグッズ
と雑貨のお店

【アピールポイント】
子供が家族や“おともだち”と楽しむお誕生日やハ
ロウィン、クリスマスを盛り上げるパーティグッズ
やバルーンを取り揃えています。ネットショップと
違い、実際に商品を見ながら選ぶのは楽しいはず！
またご予算やパーティのイメージ、会場の大きさな
どを伺って、様々なパターンでのコーディネイトの
ご提案も行っていますので、初めてのパーティでも
安心です。おともだちへのちょっとしたお土産や、
ゲストとして持って行くおもちゃのギフト、アクセ
サリーも厳選して提案。店内でお子様がゆっくり遊
べるスペースもご用意していますので、ママはゆっ
たりショッピングに浸ってください。

【愛される理由】
子供が主役のイベントに着眼したお店。百貨店勤務
のキャリアも活かしつつも、フランクな接客は好評。
子供が店内で遊べることで母親もゆっくり買い物が
できるよう、子供のすごしやすさにも気を配る。自
身もお子さんのいるオーナーはお客様の話し相手に
なることも多々。

カフェ併設のマダムの休憩所ショップ
【氏名】田中嘉子　　　
【店名】shop&space Salt（ショップアンドスペースソルト）
【住所】神奈川県川崎市中原区新丸子東 1-832 第一群竜堂ビル
【アクセス最寄り駅】
東急線新丸子駅徒歩 1 分 / 南武線・東横線武蔵小杉駅徒歩 5 分

【URL】http://shop-salt.net
【開業】2011 年 12 月【規模】30㎡ 
【お店のコンセプト】
人とかかわることの楽しみ、心がふれあうコトの喜びになるギフ
トをご提案します。

【アピールポイント】
「店名」の Salt は塩。お塩のように、身近だけど無くてはならな
いお店でありたい。使い方によっては甘くも辛くもなる塩のよう
に、毎日の生活の楽しいスパイスになる商品をご用意しています。
一見雑貨店ですが、奥の半地下にはカフェスペースがあり、カフェ
としても、展示スペース・ミニ教室などのイベントの使用も可能
です。カフェにはフードメニューはなく、ドリンクご注文のお客
様はフードの持ち込みが自由です。グループはもちろん、お買い
物に来られたお客様同士も仲良くなれる、そんな場所です。

【愛される理由】
話し好きなオーナーの魅力でたくさんのお客様が常連に。オー
ナーと同世代のマダム達の欲しい物や、したいことを商品やイベ
ントで提案中。客注（事前リクエスト）の仕入商品が隠れたベス
トセラー。

2
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猫、ねこ、ネコ……。
北千住のネコ雑貨専門店

【氏名】堀　正悟　
【店名】猫雑貨専門店ねこだん
【住所】〒 120-0034　東京都足立区千住 3-19 渡辺ビル 1F
【アクセス最寄り駅】北千住駅より徒歩 10 分
【URL】www.necodan.com
【開業】:2011 年 9 月【規模】約 48㎡
【お店のコンセプト】
猫好きの猫好きによる猫好きのためのお店

【アピールポイント】
来て見て探して楽しんで！　お部屋の中から身の回りの
ものまで全てをにゃんこグッズにしたい！なんていう途
方もない目標を掲げる方から、猫好きの友人へ素敵な贈り
物をしたいという方まで、ご満足いただける品揃えを自負
しています。1,800 種類もの豊富な商品の中からきっとあ
なた好みのものが見つかるはず！。最近ではお家で留守番
をしてくれている猫ちゃんにもお土産をという方にも喜
んでいただけるよう、猫じゃらしなどのキャットトイや
フード・お水を入れる猫用食器などにも力を入れていま
す。猫を愛する全ての方にニッコリしていただけるそんな
お店を目指しています！　

【愛される理由】
個人店としては比較的広いスペースを埋め尽くす、多種多
様な猫の商品。自身も大の愛猫家であるオーナーが、縦横
無尽にネコ雑貨を仕入れる。「ここに来れば猫ちゃんのも
のなら何でもある」と言うお客様多数。比較的新しい店だ
が、東京の猫雑貨専門店と言えば、必ず名前があがる有名
店だ。

地元愛溢れる、徳島県鳴門の雑貨屋さん
【氏名】原みのり（責任者）　　　　　
【店名】にちにち雑貨店
【住所】徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜 382　　　　
【アクセス最寄り駅】ＪＲ鳴門駅から徒歩５分
【URL】http://nichinichizakkaten.com
【開業】2013 年 3 月
【規模】25㎡　　　　　　　　　
【お店のコンセプト】
地元、徳島県の良いものや、手作り作家さんの作品、遊び心のある雑貨をお届けし
ます。

【アピールポイント】
徳島に来られた観光客の方がお土産にしたり、地元の方にも徳島の良さを再確認し
て頂けるような徳島の良い物（藍染めや大谷焼、地元果樹園のジャムやシロップな
ど）や地元の手作り作家さんの小物を中心とした雑貨をお取扱いしています。地元
の情報紙や有名旅行誌「るるぶ」、「ことりっぷ（ウエブ版）」にもご紹介頂き県内
外からお客さまにお越し頂いています。最近は鳴門の雑貨店各店と協力し、イベン
トに出店したり「鳴門の雑貨屋さん巡り」をアピールし地元を楽しむ提案をしてい
ます。

【愛される理由】
藍染め、大谷焼、阿波番茶などの地元
徳島（ 原さん自身の出身地）の商品を、
いわゆる土産物店ではなく、“雑貨屋
さん”が今の感覚でセンス良くセレク
トし提案しているところが、お客様に
好評。メーカー等との協業で商品開発
にも力を発揮できそう。

2
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東京吉祥寺ハーモニカ横丁の路地裏狭小店
【氏名】飯田 映理子
【店名】路地裏猫雑貨 マルルゾロ
【住所】東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-1-4
【アクセス駅】JR・京王井の頭線 吉祥寺駅下車 徒歩２分
【URL】http://maruruzoro.com
【開業】2013 年 6 月　　
【規模】3.8㎡ 
【お店のコンセプト】
色んな猫たちが自由気ままにココに居る、路地裏の猫の集会場のようなの雑貨
店。

【アピールポイント】
「マルルゾロ」は、戦後の闇市の面影を残す、吉祥寺・ハーモニカ横丁の細い路
地の中にある、一坪のとても小さな猫の雑貨のお店です。路地裏の猫の集会場
のように、色んな猫の雑貨が
所狭しと、ぎゅうぎゅうに並んでいます。全て作家
の手作りの作品や、こだわりのデザインの品で、か
わいいだけでない猫の一面が見え隠れする作品で
いっぱいです。ファンシーな猫グッズでは満足でき
ない方や、大人のクールな雰囲気の猫グッズを求め
てらっしゃる方にも、きっとグッとくる品が見つか
るはずです！！

【愛される理由】
作家の手作り商品の 1 点ものも多数。お客様が「他
の店で見ない物がいっぱいある～！」と買ってくだ
さることが、なによりの喜び。ご本人の雰囲気や佇
まいもお店のイメージを決定することを再認識する
お店。

オリジナル母子手帳ケース×北欧×ママ雑貨のニューカマー
【氏名】猪股 美保　　　　　　　　　　
【店名】北欧雑貨＊ Kippis7265
【住所】新潟県新潟市中央区沼垂東 3-5-18　
【アクセス最寄り駅】新潟駅から車 5 分
【URL】http://kippis7265.com
【開業】2014 年 9 月（ネットショップは 2012 年 5 月）
【規模】約 13㎡　
【お店のコンセプト】
北欧ビンテージファブリックを使用したオリジナル育児雑貨（母子手帳ケース、マ
ザーズバッグなど）の店。

【アピールポイント】
ノスタルジックな風情が漂う新潟市・沼垂。この街と同様に、時を重ねた風合いが
魅力の北欧ビンテージファブリックを使用したオリジナル雑貨を販売しています。
母子手帳ケース、マザーズバッグ、おむつポーチなどの育児雑貨を中心に、幅広い
年代の方に喜ばれる布小物を多数ご用意。このほか、ムーミングッズをはじめ、食
器やおもちゃなど贈り物にぴったりの北欧雑貨もそろっています。ご出産・ご結婚・
ご新築などのお祝いギフトもご予算に合わせてお作りし
ています。無料ラッピングのほか、箱詰め、のし掛け、
地方発送も承ります。また、店内にはベビーベッドとキッ
ズスペースを完備。小さなお子さま連れのお客さまもゆっ
くりとお過ごしいただけます。

【愛される理由】
ネットショップからスタートした店舗。オリジナル商品
が中心。北欧×ママというテーマにしぼった品揃えが今
の時代にマッチ。自身の子育てを踏まえた気配りの商品
群が人気だ。また、注目のエリアに出店するなど話題性
も抜群の注目店である。

1
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