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 〈スイーツ〉と〈サンプル〉のエンターテインメントパーク 

「Sweets Circus & L❤」 11 月 19 日（金） 名古屋栄 サカエ NOVA B１に 

グランドオープン 

 

http://www.sweets-circus.com/ 

 

プリムホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市西区）は、〈スイーツ〉と〈サンプル〉のエンタ

ーテインメントパーク「Sweets Circus & L❤」 2010 年 11 月 19 日（金） 名古屋栄 サカエ NOVA 

B１にグランドオープンすることをご案内させていただきます。 

 

■ 『Sweets Circus & L❤』とは？ 

 

《コンセプト》 

名古屋の街のビルの中。 

ある日突然、サーカス団がやってきた。 

このサーカス、テントの中をのぞいてみると 

象もライオンもいなかった。 

でも、その代わり、甘ーい匂いがした。 

匂いに誘われて、中に入ってみると、そこは 

まるでお菓子の家のようだった。 

そう。そのサーカスの売り物は、スイーツ。 

目で、鼻で、舌で楽しむ、世界で初めてのサーカス。 

それが、スイーツサーカス。 

 

《詳細》 

株式会社スイーツマジック（本社：愛知県名古屋市中村区）の水谷代表取締役プロデュースの元 

全部で５つのスイーツバリエーションがぎゅっと詰まった、栄の中心地に登場する約 200 坪の広大な

カフェです。地下立地でありながら地下街と地上との交通導線にもなっており公共性の高い施設です。 

 店内は、赤を基調とした可愛いデザイン。これを手がけるのは、株式会社 MUSE 代表取締役三枝。



最大 190 席も設けられた空間は、楽しさいっぱいです。さらに、企業からの最新の商品サンプルや情

報もゲットできる、お得な空間です。 

Sweets Circus & L❤は、名古屋界隈で大人気のスイーツとお得なサンプルを集め、欲張りで、流行

モノが大好きな女性たちに向けた、あたらしい＆オイシイ（美味、得）が満載のエンターテイメントパー

クです。 

（テナント１） クラウンプリン 

絹のようになめらかなプリンと、新鮮フルーツを使ったとろとろのジ

ュレがマリアージュした新感覚のプリンです。見た目も宝石箱のよ

うにキラキラしていて大変チャーミングです。新鮮フルーツは、産

地にこだわったものを使用し、スイーツの新しい分野を切り開くプリ

ンと自負しております。  

（テナント２） アンセノン 

世界の食のオリンピック expo gast のデザート部門で日本人初の

メダリストに輝いた、ムッシュ ARITA。彼がパリで出会ったクレーム

ダンジュ（天使のクリーム）を、歴史ある堂島に合うようにアレンジ。

天使の美味しさにこだわったロールケーキ、それが『堂島ロール』

の味と形の始まりです。 

 

 
（テナント３） ドラゴンクレープ 

厳選した小麦粉、新鮮な卵、生クリームのように濃厚な牛乳な

ど”こだわり”の材料を使用して作り上げたクレープはスイーツ系か

らデリ系など様々な食材との相性が抜群です。表面はパリッと中

はモチモチとした食感、コクの深い味わいと香り、ほんのりとした甘

みで、生地自体の”美味しさ”や”ほんもの”感が dragon の自慢で

す。お砂糖とバターだけで食べる【シュガー＆バター】はシンプル

でありながらまさに生地の美しさがストレートに表現されている真っ

先に味わって頂きたい必見の一品です。 

 

 

（テナント４） フルーツガーデン 

市場直送の全国の旬なフルーツや世界の希少なフルーツをふん

だんに使った手作りのスイーツ。生果物のジュース（フレッシュジ

ュース）や持ち運びに便利な持ちタル（画像）・フルーツタルトを中

心に販売。  

（テナント５） ＆Soya（アンドソヤ） 

世界初となる小型豆乳製造器を使用し、その朝絞りたて「絞りた

て生豆乳」を使いドリンクやスイーツなどを提供。山形県川西町

産の紅大豆など希少価値の高い国産大豆を１００％使用。ダイ

エットや健康・美容などに敏感な女性にターゲットをしぼりここでし

か味わえない無添加の本物の生豆乳を提供します。 



■『＆L❤』のパートは、渋谷 LCAFE とのコラボレーション 

女性が、女性らしく、美しくいきるために。「女性のためのオイシイ空間」を合い言葉に、新しい形態

のカフェ、東京渋谷の PARCO part1 にある『LCAFE』が名古屋初進出！ 

数々のメディアで話題になっている噂の LCAFE では、お得で最新のサンプルが並べられた 

『L STATION』を導入することになりました。 

お客様の声を大事に、お店つくりからスイーツのメニューはもちろん、様々な企業とコラボレーション

や商品開発を行い、自分たちの本当に欲しいアイテムをマーケティングしていきます。 

L❤パートを担うのは、株式会社エル・マーケティング（本社：東京都千代田区）。様々なメディア

（TV やラジオ、雑誌など）と連動して、Sweets Circus を盛り上げます。 

Sweets Circus では企業のニーズに合わせ、カフェジャックから、新作の発表会まで。最新鋭の広

告媒体も導入。株式会社ドゥ・ハウス（本社：東京都港区）とタイアップ、卓上デジタルサイネージ「店

頭 TV」を導入。Felica リーダーを使った会員登録から、店舗情報、最新情報まで、わかりやすくサポ

ートします。同社モラタメ.net（http://www.moratame.net）とも協業、Web を利用した幅広い層への

サンプリングも可能としました。 

 また、株式会社グッドシング（本社：大阪市中央区）とタイアップ。名古屋の感度の高い OL を対象に

した販促ツール「巾着小町」と協業し、幅広いリーチとクオリティをカバーします。 

 

 

■ご案内 

11 月 17 日（水）16 時半よりご出展企業関係者様並びに報道関係者様をご招待したレセプション

を開催させていただく予定です。店内、スイーツについて、L STATION などのご説明及び撮影が可能

です。 

 

また、同日 18 時より一般関係者（※）をご招待した、誰よりも早く体験できるプレオープンイベントを

開催させていただきます。なお、このイベントでは先着２５０名様に無料にて、スイーツをプレゼントしま

す！ここでは、サンプルと交換頂ける L COIN をお配りいたします。また株式会社グッドシングより、名

古屋巾着小町も数量限定でお配りいたします。 

 

尚、ご出席に関しましては、事前に担当まで E-mail にてご連絡いただければご招待状を送付させ

ていただくようにしております。是非、この機会に取材等にてお取り上げ下さいますようお願い申しあげ

ます。 

 

※名古屋美少女図鑑関係者、東海テレビ「名美女」視聴者、東海ウォーカー読者をご覧になった方

などをお呼びしています。 

 



SWEETS CIRCUS & L❤ NEWS 
 

■10 月 19 日（火）東海ウォーカーにて紹介されました。 

 

■11 月 2 日（火）日本経済新聞社にて紹介されました。 

 

■11 月 16 日（火）東海ウォーカー内４ｐにて紹介されます。 

 

■11 月 19 日（金）テレビ愛知 15：00～の「3時の都合」にて放映予定です。 

 

■11 月 19 日（金）東海テレビ 25：15～の「名美女」にて放映予定です。 

 

■11 月 22 日（月）流行発信「Cheek」にて紹介予定です。 

 

■11 月 23 日（火）ゲイン「Kelly」にて紹介予定です。 

 

■11 月 30 日（火）東海ウォーカー内クリスマス特集にて紹介されます。 

 

■12 月 17 日（金）東海テレビ 25：15～の「名美女」にて放映予定です。 

 

■12 月 22 日（水）流行発信「Cheek」にて紹介予定です。 

 

■12 月 23 日（木）ゲイン「Kelly」にて紹介予定です。 

 

 

※掲載はあくまでも予定です。取材・掲載ご希望の方は、ご連絡ください。 

 



■Sweets Circus & L❤ 

グランドオープン：2010 年 11 月 19 日（金）10：00～ 

所在地：愛知県名古屋市中区栄３－４－５ 栄ＮＯＶＡ Ｂ１Ｆ 

連絡先：０５２－２３８－１３７０ ＦＡＸ：０５２－２３８－１３７２ 

ホームページアドレス：http://www.sweets-circus.com/ 

営業時間：10：00～21：00 オーダーストップ 21：30 閉店 

計１１時間          ※イベント開催時延長あり。 

店舗面積：１９３．９４坪 

席数：最大１９０席 

（テーブル数：最大４６テーブル、ＶＩＰルーム除く） 

 

 

【SWEETS CIRCUS に関するお問合わせ、アライアンス、出店等に関するお問い合わせ】 

プリムホールディングス株式会社 

所在地：愛知県名古屋市西区丸野 2 丁目 14 番地 

担当：加藤 幸弘（かとうゆきひろ） 

TEL：080-3657-1848 

FAX：052-502-8237 

E-mail：yu-kato@primeisoben.co.jp 

 

 

 

【＆L❤に関するお問合わせ、広告出稿、PR のお問い合わせ】 

株式会社エル・マーケティング 

所在地：東京都千代田区神田須田町 1 丁目 20 番イシガミビル 1 階  

担当：板谷 俊明（いたやとしあき） 

TEL：080-1247-2133 

FAX：03-3255-3254 

E-mail：toshiaki.itaya@l-marketing.co.jp 

http://l-marketing.co.jp 

最新の広告媒体資料は、当ホームページよりダウンロードできます。 

 



〈略歴〉 株式会社スイーツマジック 代表取締役 水谷 義之 

 「なめらかプリン」のパステルをはじめ外食事業を中心に展開している「株式会社チタカ・インターナ

ショナル・フーズ」にて、トップセールス店長、人事、CSR（シーエスアール）、経営管理、経営企画等

を歴任。 

 株式会社スイーツ マジックでは、ネットを中心にプレミアム市場への商品を展開する。ポピュラーな

商品を単品提供する。また、徹底した差別化による商品企画開発を行い、他社へのプロデュースも

行う。 

大手和食チェーン、行政、ラーメンチェーン、老舗有名とんかつ屋など多様な企業への商品及び

業態開発を実施中。専門学校にて、「カフェ・スイーツ」の起業までのカリキュラムを実施中。業界の

人材育成も行う。讃岐うどんブームの火付け役「はなまるうどん」の株式会社はなまる 社外取締役。 

 

〈略歴〉 株式会社 MUSE 代表取締役 三枝 栄司 

商業施設を中心に幅広く設計・デザインに携わる。商店建築などの専門誌に多数掲載されるなど 

今注目を受けてるデザイナーである。 

最近は業態開発・事業企画からプロジェクトに参画し設計者の立場からアドバイザーとしても活躍

中。海外でも数々の賞を受賞し、中でも名古屋市水族館に隣接している商業施設「ＪＥＴＴＹ」のデザ

インは高く評価され、環境に調和した飽きの来ないデザインで有名である。また、インテリア関連のアド

バイザーとしても活躍している。 

 
〈略歴〉 アンセノン 代表 有田 逸朗 

 大阪新阪急ホテルにて修行 
ロンドン３つ星 ル・ガブロッシュ シェフドパルティエ 
ホテル モントレー大阪 料理長のちにホテルアンビエント堂島 総料理長 
イタリア・フランスにて８年の修行ののち、４年に一度、料理人のワールドカップ 2006 年

ルクセンブルグ大会に参加。 
1400 名中、世界３位のメダリストの栄冠に輝く。 
 
〈略歴〉 エル・マーケティング 代表取締役 COO 板谷 俊明 

 1999 年 株式会社博報堂 入社。経営管理本部デジタルソリューションセンター、グロー

バル MD センターを経て、営業局にて、大手通信会社担当営業として、新商品・新サービ

スのローンチ時やブランディング戦略、コミュニケーション戦略、プロモーションプラン

ニングを行う。その後、2006 年 株式会社ブランディング 入社。新規事業開発室室長兼マ

ーケティング事業責任者として、「Tokyo Girls Collection」におけるプロモーションプラン

ニングやメディアセールス。新規マーケティング事業「Girls Trendy」の立ち上げを行う。 
 2008 年株式会社レヴォレーター設立。様々な新規事業立上げに参画。2009 年株式会社エ

ル・マーケティング設立。代表取締役。 


