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株式会社ロフト

ロフト 沖縄県初上陸！

ライカムロフト・豊崎ロフト
６月中旬 2 店舗オープン

豊崎ロフト店舗イメージ

ライカムロフト店舗イメージ

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2020 年 6 月 12 日(金)「イオンモール沖縄
ライカム」(イオンモール株式会社)1 階に「ライカムロフト」を、同月 19 日(金)「イーアス沖縄豊崎｣(大和ハウス工業
株式会社)３階に「豊崎ロフト」を 2 店舗オープンいたします。
このたび、沖縄県に初出店、国内ではライカムロフトは 129 店舗目、豊崎ロフトは 130 店舗目の出店予定となります。
ロフトは創業以来、「何かある、きっとある。｣といったお客さまの期待と要望に応える店づくりを続けて参りました。
ライカムロフト・豊崎ロフトでは、コスメや文具を中心に、キャラクター雑貨・生活雑貨と、日々の暮らしを楽しく豊かにする
トレンドの雑貨を品揃えし、ファミリー層をはじめ幅広い世代のお客様が楽しめるロフトならではの売場づくりを目指します。
■出店エリア概要
「ライカムロフト」・・・沖縄市とその周辺市町村の居住エリアからのアクセスが容易な沖縄本島中部の中頭郡北中城村に
位置し、また、沖縄自動車道の北中城 IC や、沖縄南 IC など、本島全域からの来店にも便利な立
地環境で、沖縄県最大級のショッピングセンターの「イオンモール沖縄ライカム」への出店となります。
「豊崎ロフト」・・・・・沖縄那覇空港から約 6 ㎞の好立地で、居住地・観光客数ともに増加傾向にある、沖縄県
豊見城市の「豊崎タウン」の中心部エリアにこのたびグランドオープンする「イーアス沖縄豊崎」への
出店となります。
■営業面積・取り扱いアイテム数
2 店舗ともにロフトが最も多く展開しているスタンダードな店舗規模です。下記の４領域で、市(旬)と蔵(定番)の商品
で売場を構成しています。“新しいモノ、ワクワクするコトが見つかる”、雑貨の“旬”を体感できるお店を目指します。
店舗名

営業面積

総アイテム数

文具雑貨

健康雑貨

バラエティ雑貨

生活雑貨

ライカムロフト

約 950 ㎡

22,100 種類

9,500 種類

6,500 種類

4,000 種類

2,100 種類

豊崎ロフト

約 840 ㎡

19,400 種類

9,000 種類

6,000 種類

3,000 種類

1,400 種類
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■ 展開商品例 ※以下、価格はすべて税込
【沖縄 2 店舗限定アイテム登場！】
沖縄県ロフト初出店を記念し、シーサーやジンベエザメなど
沖縄をモチーフにした限定デザインのアイテムを販売いたします。
人気の力士キャラクター「おはぎやま」がシーサーを両手に抱えた
キュートな雑貨たちも登場！
・コクヨ 測量野帳 沖縄バージョン・・・・・・2 柄 528 円(写真①)
・ぺんてる サインペン 沖縄バージョン・・・・5 色 各 165 円(写真②)

②

①

・おはぎやま 沖縄バージョン トートバッグ・・・・1,210 円
・おはぎやま 沖縄バージョン プレートペン・・・・・330 円
・おはぎやま 沖縄バージョン ステッカー・・・・・・220 円
・おはぎやま 沖縄バージョン 缶バッチ・・・・385 円（写真③）
③
【暑さを乗り切る！クールグッズ＆UV 対策アイテム】
へッドフォン型のハンズフリータイプや小さくてもパワフルな風量のミニ扇風機など、
大ヒットのハンディファンが続々登場。生物や珊瑚に優しいマリンフレンドリーな
日焼け止めに、コンパクトに畳める晴雨兼用傘など夏の必需品が揃います。
・SLS サンクリーム 100ml・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200 円(写真④)

④

・ビューティヴェールパウダリーUV スティック・・・・・・・・・・・・1,430 円(写真④)
・ビューティヴェールストロボ UV スティック・・・・・・・・・・・・・1,540 円(写真④)
・ダブルファン ver.2.0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300 円(写真⑤)
・【ロフト限定】コンパクト晴雨兼用傘 スマイリー・・・・・・・2,860 円(写真⑥)
・【ロフト限定】メンズ晴雨兼用ポーチ付き折りたたみ傘・・・・3,300 円

⑤
⑥

【2020 年上半期の売れ筋＆注目コスメが大集合！「ロフト ベストコスメ 2020SS」】
今年の春夏のコスメ＆ビューティーアイテムの中からロフト全店で売上上位＆
バイヤーおすすめ商品をカテゴリー別に選出したロフトの「ベストコスメ」を特集！
今回はメイクアップやスキンケア、ヘアケアなど各カテゴリーのランキングのほかに、
人気の韓国コスメや、注目のネクストブレイクコスメもクローズアップ。
さらに進化した話題のメンズコスメや、環境や社会に配慮した
サスティナブルコスメなどを展開します。
■会期：開店から～7 月 19 日(日)まで
【ロフト限定！「Disney Modern Japan Design～粋～」】
時を超えて愛され続ける和の伝統柄と、ディズニーの世界。
凛とした美しさを宿す藍色とディズニーキャラクターがきらめく夏を涼やかに
演出したロフト限定グッズが登場。クールグッズや巾着、グラスなど
夏気分を盛り上げるアイテムに、個性的なデザインのミッキーをはじめと
するディズニーキャラクターが施されています。
・和トートバッグ/ミッキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,620 円 ほか
©Disney
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【ライカムロフトにて開催！「MARVEL LIMITED STORE」】
11 月に公開が予定されているマーベル・スタジオ最新作
『ブラック・ウィドウ』新商品をはじめ、人気のマーベル商品を
多数取りそろえます。
・T シャツ ユニセックス/ブラック・ウィドウ･････2,090 円
・トートバッグ/ブラック・ウィドウ・・・・・・・・・・・・2,090 円 など
■会期：6 月 12 日(金)～7 月 12 日(日)まで

© 2020 MARVEL

【豊崎ロフトにて開催！「BT21 POP UP STORE」】
沖縄県初となる「BT21 POP UP STORE in OKINAWA」を期間限定開催。
LINE FRIENDS のグローバル人気キャラクターブランド「BT21」の新商品をはじめ、
T シャツにクッション、フィギュアやコスメなどの人気商品が勢ぞろい！
■会期：6 月 19 日(金)～7 月 19 日(日)

■ オープニングキャンペーン
【オープン記念！ロフトク 5％OFF】
ロフトアプリでライカムロフト・豊崎ロフトの店舗をお気に入り登録するとそれぞれの店舗でお買い物金額
税込み 1,100 円以上より 5％オフ。
【ライカムロフト】 6 月 18 日(木)まで ／ 【豊崎ロフト】 6 月 25 日(木)まで実施。
ロフトアプリとは・・・ロフトの雑貨や暮らしを楽しむためのスマートフォン専用アプリです。最新のアイテム情報やお気に入り
店舗のキャンペーン情報などが手に入るほか、お買い物のたびにスタンプを貯められます。
また、不定期でお買い得なクーポンの発行やコスメサンプルが手に入る会員限定キャンペーンを開催。

【ライカムロフト 店舗概要】
所在地：〒901-2306 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム 1 番地 イオンモール沖縄ライカム 1 階
電話： 098-930-6210 (代表) 営業時間：10:00-22:00
営業面積：287 坪 (約 950 ㎡)
企業(店舗)情報：https://www.loft.co.jp/

【豊崎ロフト 店舗概要】
所在地：〒901-0225 沖縄県豊見城市豊崎 3 番 35 イーアス沖縄豊崎 3 階
電話： 098-840-6210 (代表) 営業時間：10:00-21:00
営業面積：254 坪 (約 840 ㎡)
企業(店舗)情報：https://www.loft.co.jp/

※このリリースの情報は 2020 年 5 月現在のものです。商品内容・価格等は変更になる可能性があります。
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