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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 以下、フリュー）は、大阪・心斎橋エリア

で最多規模*1のプリントシール機（以下、プリ機）設置台数を誇る店舗として、プリ機専門店『girls mignon*2（ガー

ルズミニョン）』を、2017 年 8 月 14 日（月）にShinsaibashi GATEにてオープンいたします。 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

『girls mignon』は、“おんなのこがかわいくなれる場所”をコンセプトとしたプリ機専門店です。プリ機業界シェ

アNo.1*3のフリューがプリ機の企画・開発で培ったマーケティング力やデザイン力を活かし、女の子が“かわいい・

キレイ”を体験しながら楽しく安全に過ごせる空間をお届けします。 
フリューでは、心斎橋 GATE 店のオープンに合わせて、『girls mignon』のイメージビジュアルを一新。イメージ

モデルには読者モデルの佐藤ノアさんを起用し、レトロ感と優雅さのあるフォトジェニックな世界観を表現しました。
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）映えする白とピンクを基調とした内装は、来店するだけで女の子の
心をときめかせるようなデザインとなっております。 
本店舖には、心斎橋エリア最多規模となる 11 台の最新プリ機に加え、メイクアップカウンター、フォトスポットな

どを設置。店内にはスタッフが常駐し、ヘアアイロンの無料レンタルサービスなどを実施します。さらに、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、著名人を招いた店頭イベントなども行う定です。 
この度のオープンを記念して、8 月 14 日（月）に、『girlas mignon』イメージモデルの佐藤ノアさんをお招きした

心斎橋GATE店オープン記念イベント「心斎橋GATEプリモ会」を開催。当日は、佐藤さんのトークショーやお客様
とのプリントシール撮影などの実施をいたします。 
 
 
【『girls mignon』心斎橋 GATE 店 店舗概要】 

・店舗名 ：『girls mignon』心斎橋 GATE 店 

・営業開始日 ：2017 年 8 月 14 日（月） ※13 日（日）はプレオープン日として営業 

・住所 ：大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2-5-5 Shinsaibashi GATE 7F 

・営業時間 ：10：00～23：00 

・展開内容 ：最新のプリントシール機 11 台・メイクアップカウンターの設置、 

ヘアアイロン無料レンタルサービス など 
 
【佐藤ノアさん来店 オープン記念イベント 開催概要】 
・名称 ：心斎橋 GATE プリモ会 
・開催日時 ：2017 年 8 月 14 日（月）  
・開催場所 ：Shinsaibashi GATE 7F 『girls mignon』心斎橋 GATE 店 
・ゲスト ：佐藤ノアさん 
・内容 ：ゲストトークショー、集合写真、プリ機での 2 ショット撮影など 
・参加条件 ：WEGO 心斎橋店にて対象期間中、2,000 円（税別）以上購入の 

お客様先着 50 名様にイベント参加券をお渡しいたします。 

 

『girls
ガールズ

 mignon
ミ ニ ョ ン

』心斎橋 GATE店 8月 14日オープン決定！ 
 

*1・・・2017 年 7 月 27 日現在 

*2・・・フランス語で「かわいい」を意味する言葉 

*3・・・2016 年夏 自社調べ 
 

業界シェア No.1のフリューが運営する“おんなのこがかわいくなれる場所”がコンセプトのプリントシール機専門店 

SNS映えする店内には、心斎橋エリア最多規模のプリントシール機 11台を設置 
イメージビジュアルを一新、人気読者モデル・佐藤ノアさん新たにを起用 

 

心斎橋 GATE イベント ビジュアルイメージ ※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。 

※イベントの内容は変更になる場合がございます。 

※WEGO 心斎橋店開店前にイベント参加券取得の待機列ができた場合は抽選とさせて頂きます。 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【『girls mignon』概要】 

『girls mignon』は、“おんなのこがかわいくなれる場所”がコンセプトのプリ機専門店です。白とピンクを基調としたフ

ォトジェニックな店内には、スタッフが常駐。最新プリ機での撮影を安心して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季節ごと

の催しなどを店頭にて行っております。                    ※店舗によって設備・サービス内容は異なります 

◆『girls mignon』公式HP  http://www.puri.furyu.jp/mignon/  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
【『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/shop/detail/121 

● 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://kajocentral.com/floormap/amusement/am_girls_mignon.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 8F URL：http://www.forus.co.jp/sendai/index.html 

● 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/shop/shop.php?id=1195 

● 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/page2/9698/ 

● アズ熊谷店            埼玉県熊谷市筑波二丁目115番地 アズ熊谷2F URL：http://www.az-kumagaya.com/shop/detail.php?store_id=107 

● 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/shoplist/girlsmignon/ 

● 八王子東急スクエア店   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/floor/detail.php?id=81 

● 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/shop.cgi?sid=4382 

● 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/shop/shops/1560/index.html 

● 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/shop/shops/1560/index.html 

● 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：https://www.passe.co.jp/floor/687 

● 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.snapyclub.com/shop3/girlsmignon/ 

● 心斎橋店                   大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目3 心央ビル 3F URL：http://www.shinsaibashi.or.jp/stores/show/271/ 

● 心斎橋GATE店（8/14～）  大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-5-5 Shinsaibashi Gate 7F URL：http://www.puri.furyu.jp/mignon/#mignon_shop_list 

● アスピア明石店  兵庫県明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石南館2F  URL：http://aspia-akashi.com/archives/shop/0210 
● 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/girls-mignon/ 

● 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丁目宮崎南館1F URL：http://ekimachi1-miyazaki.com/floor/girls-mignon 

 

※『girls mignon』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。 

 

 

【報道関係者の方からのお問い合わせ】 

フリュー株式会社 プリントシール機 広報担当 
TEL：03-5728-1789／FAX：03-5489-9310／メールアドレス：amg-plan-pr@furyu.jp 

 

＜佐藤ノアさん プロフィール＞ 

・生年月日 ：1997 年 7 月 9 日（20 歳） 

・出身地  ：北海道 

・趣味   ：爬虫類好き（特にヒョウモントカゲモドキを溺愛） 

・特技   ：かわいい女の子の画像集め（専用フォルダに 300 枚以上ある） 

・オフィシャル Twitter：https://twitter.com/sugales_noah 

・オフィシャル Instagram：https://www.instagram.com/sugar_79/ 

・その他   ：4 人組ガールズバンド「suga/es(シュガレス)」のボーカルを務める 

・オフィシャル Twitter：https://twitter.com/sugales_girls 
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