MATSUZAKAYA FASHION WEEKS NAGOYA
日程表

DATE

全体

メインステージ
南館 1F オルガン広場

本館 2F

北館 1F&2F

イベントブース
南館 1F オルガン広場

その他

3/13（水）
3/14（木）
3/15（金）

3/16（土）

FASHION
WEEK

メインショー
12:00 〜／17:30 〜

モエ・エ・シャンドン BAR
10：00 〜 20：00

木下大サーカス ジャグリングショー
13：30 〜 14：00

レディス特選フロアショー
14:00 〜／16:30 〜

1F SANOVA ライブ 13:00 〜／15:00 〜
1F 楢崎正剛さん来店 16:00 〜 16:30

チャリティーピンキーリング販売
フォトスポット SNSキャンペーン

1F 陽香 & 林祐市 & 日景修 JAZZライブ
17:00 〜／18:30 〜

干場義雅さん来店
北館4F 11:30 〜 12:30

2F GENTAファッションショー 15:30 〜 16:00

きものファッションショー
本館8F 15:00 〜 15:30

2F グレンモーレンジィBAR 13:00 〜 19:00
小川えり・エンリケさん トークショー
14：00 〜 14：30

モエ・エ・シャンドン BAR
10：00 〜 20：00

1F ジャズギタートリオ JAZZ ライブ
13:00 〜／16:00 〜

〈パーリーゲイツ〉
メルセデスEクラス 特別展示&パターゴルフ
本館1F 東入口横軒下
11:00 〜 18:00

2F グレンモーレンジィBAR 13:00 〜 19:00

3/17（日）

〈パーリーゲイツ〉
メルセデスEクラス 特別展示&パターゴルフ
本館1F 東入口横軒下
11:00 〜 18:00

キッズファッションショー
本館5F 11:00 〜
GENTAファッションショー
（ゴルフ）
北館4F 15:00 〜／17:00 〜

3/18（月）

ゴルフ

3/19（火）
3/20（水）
デニストークショー 14:00 〜

3/21（木・祝）

チャリティーピンキーリング販売
フォトスポット SNSキャンペーン
コスメブース
さくらフェスティバル スウィーツキャンペーン
FOOD ポップアップ

アンコマンフェス
16:30 〜 20:00

3/22（金）

2F エナジードリンク
〈バッテリー〉
ブース
13:00 〜 19:00

アンコマンフェス 17:00 〜 20:00

3/23（土）

3/24（日）
3/25（月）
3/26（火）

参 加 ブ ラ ンド

アディダスゴルフ／キャロウェイアパレル／サマンサタバサ
アンダ−２５＆ナンバー７／ジュン＆ロペ／セントアンドリュース
／ゾーイ／ダックスゴルフ／ダンスウィズドラゴン／デサントゴ
ルフ／ニューバランスゴルフ／パーリーゲイツ／ビームスゴル
フ／ヒールクリーク・ムニタルプ／マーク＆ロナ／マンシング
ウェア／ムータマリンゴルフ／レオナールスポーツ

BEAUTY
WEEK

〈ランコム〉メイクアップショー 14:00 〜 14:30
marina. メイクアップショー 15:00 〜 15:30
〈イヴ・サンローラン・ボーテ〉メイクショー
14:00 〜 14:30
marina. メイクアップショー
15:00 〜 15:30

D J スケジュー ル

DJ Ami

13:00 〜 ／ 18:00 〜

DJ KZY

14:00 〜 ／ 16:00 〜

2F DJイベント

DJ MIKKE 15:00 〜 ／ 17:00 〜
※都合により変更になる場合がございます。

参 加 ブ ラ ンド

3階
トゥービーシック／マッキントッシュ ロンドン／コムサプラ
チナ／トランスワーク／ロートレアモン／マドモアゼルノ
ンノン／ソフール／ドロワットロートレアモン／J.プレス
／アンタイトル

※参加ブランドは変更となる場合がございます。

婦人服フロアファッションショー
本館 4F 13:30 〜 14:15
15:00 〜 15:45

4階

〈バッテリー〉
ブース
2F エナジードリンク
13:00 〜 19:00

伊太利屋／スタジオピッコーネ／トピィーズ／オルドス
／バジーレ28&ベータ／エルミダ／銀座マギー／キャ
ラオクルス／レキップ／ラ・エフ／センソユニコ／ギャラ
リーアイ／自由区／エッシュ／ギャラリービスコンティ
／エアパペル／バラ色の暮し／エヴェックスバイクリ
ツィア／スマートピンク／セシオセラ／ヒロコビス／コ
ルディア／コルディア ラージ／モディファイ／ローズ
ティアラ／ピンクハウス／リリアンビューティエクラ／
23区L／トランスワークL／シャミー／ブティックアデリア
／トゥービーシックL／マッキントッシュ ロンドンL／プレ
シャスマイルドコンフォート／コムサ・コンフォート
※一部変更する場合がございます。

クリーンアップキャンペーン
本館 1F さくらパンダ広場 11:00 〜 17:00

MATSUZAKAYA FASHION WEEKS NAGOYA
3月16日（土）タイムテーブル

TIME

ファッションショー
南館 1F オルガン広場
参 加 ブ ラ ンド

10:00

11:00

【レディスファッション】
本館3階
エムズグレィシー／エポカ／アマカ／レ・コパン／ベイジ／ルネ／ドロワット
ロートレアモン／トゥービーシック／23区／タダシ ショージ
南館1階
ビッキー／エメル リファインズ／ビアッジョブルー／ラウンジドレス／ジルス
チュアート／ソブ ダブルスタンダードクロージング
【キッズファッション
（女児）
】
本館5階
トッカ／ケイト・スペード ニューヨーク チルドレンズウェア／タルティーヌ エ
ショコラ／アナスイミニ

イベントブース
南館 1F オルガン広場
チャリティーピンキーリング販売
フォトスポット SNSキャンペーン

ファッションショー
本館 2F

メインショー
・おのののかさん・AK-69 さん・安藤美姫さん登場
・ファッションショー 1部

その他

モエ・エ・シャンドン BAR
10：00 〜 20：00

〈パーリーゲイツ〉
メルセデスEクラス 特別展示
&パターゴルフ
本館1F 東入口横軒下
11：00 〜 18：00

干場義雅さん来店
4F アンテナプラス・ゴルフ & スポーツ
11：30 〜 12：30

※一部変更する場合がございます。

12:00

ファッションショー
北館

① 12：00 〜（約 60 分）

13:00

SANOVA JAZZライブ
1F東入口特設ステージ ①13：00 〜

木下大サーカス ジャグリングショー
13：30 〜 14：00

グレンモーレンジィ BAR
2F 特設ドリンクカウンター
13：00 〜 19：00

14:00

SANOVA JAZZライブ
1F東入口特設ステージ ②15：00 〜

15:00
参 加 ブ ラ ンド

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

【レディスファッション】
本館4階
チヴィディーニ／レキップ／ラエフ／オルドス／バジーレ28＆ベータ
南館3階
ストロベリーフィールズ／リヴドロワ／インディヴィ／ランバンオンブルー／ト
ミーヒルフィガー
【メンズファッション】
北館2階
ジョゼフ オム／ベルスタッフ／ボルサリーノ
北館3階
アクアスキュータム／ダーバン
※一部変更する場合がございます。

メインショー
・おのののかさん・AK-69 さん・安藤美姫さん登場
・・ファッションショー 2部
① 17：30 〜（約 60 分）

紳士服

参 加 ブ ラ ンド

コムサ・ステージ メン／ジョゼフオム／マトポ／Ｊ.プレス／ア
クアスキュータム／ダックス／２３区オム／五大陸／フォー
マルサロン／ダーバン／ボルサリーノ／ベルスタッフ／エポ
カウォモ／ミラショーン／アラミス／タケオキクチ／マッキン
トッシュフィロソフィー
※参加ブランドは変更となる場合がございます。

GENTA ファッションショー
2F 15：30 〜 16：00

レディス特選フロアショー
① 14：00 〜 14：20

参 加 ブ ラ ンド

エスカーダ／アリアキアラ／アクリス／ルシアンペラフィネ／
アニオナ

楢崎正剛さんトークショー
1F東入口特設ステージ 16：00 〜 16：30
レディス特選フロアショー
②16：30 〜 16：50
陽香 & 林祐市 & 日景修 JAZZライブ
1F東入口特設ステージ ①17：00 〜

陽香 & 林祐市 & 日景修 JAZZライブ
1F東入口特設ステージ ②18：30 〜

きものファッションショー
本館 8F 15：00 〜 15：30

