メンズが
使っても
かわいくない!?

8F

写真 左：G ジャン 1 万 9224 円、シャツ

6324 円、ベ ス ト 3132 円、パ ン ツ
6372 円、スカーフ 4860 円、写 真 右：
ガウン 1 万 5984 円、シャツ 3132 円、
パンツ 4536 円

5F
古着、かなり
似合ってる
っしょ♡

自分で
言うんかい！

Go! VIVRE
Go!お買い物クルーズ!!

よしもと芸人・
サカイストと
行く!

めっちゃ
イケてるやん

流行りの猫型バッグをチェックすべし！

gouk＆MINT NeKO

☎092-715-8817

「天神ビブレ」アンバサダー：兄弟漫才コンビ・サカイスト

〈FURLA〉サ ン グ
ラス 2 万 5920 円
〈CIRCUS〉メガネ
8640 円

個性を楽しめる、
ヴィンテージの宝庫

ゴウク＆ミントネコ
温故知新をテーマにした和テイスト
のアパレルブランド〈gouk〉と、猫の
モチーフが話題の〈MINT NeKO〉の
両ブランドが一堂に楽しめるショッ
プ。西日本ではここだけの展開！
レディスの古着も並び、ヴィンテージ
ミックスのオシャレを楽しむ女 性が
こぞって訪れる

ランドセル型のス
クエアネコバッグ
1 万 584 円、2way
のミニボストンネ
コバッグ 9720 円

駿河屋 するがや

アメリカやヨーロッパから 60 〜80 年代のヴィ
ンテージウエアを厳 選！ 100 坪以 上の広い
店内に、エッジィな個性派ウエアやトレンドラ
イクなオリジナルアイテムが所狭しと並ぶ。

「刀剣乱舞」
のパペット♪

☎092-791-6022

サカイスト インフォメーション

■サカイスト PROFILE
デンペー（兄／写真左）とマサヨシ（弟／写真右）による兄弟漫才
コンビ。1997 年に今いくよ･くるよに入門し、神保町花月やヨシモ
ト∞ホ ー ル な ど 関 東 を 拠 点 に 活 躍。2013〜2014 年「THE
MANZAI」認定漫才師。2017 年に福岡吉本へ“完全移籍”を果たし
た。
■INFORMATION
サカイスト出演のイベントをチェック！
@ よしもと天神ビブレホール（8F）
・3 月 17 日（日）
「よしもとお笑いライブ」
2018 年 M-1 チャンピオン・霜降り明星も登場するお笑いライブ。
出演者：霜降り明星、ミキ、サカイスト、メガモッツ、スクラップス
・3 月 23 日（土）
「福岡よしもと総出演ライブ」
福岡よしもと芸人が大集合！ 漫才ネタ、コーナー、トークなど、盛
りだくさんのお笑いライブ。
■詳しくは HP にて▶ http://www.yoshimoto.co.jp/vivre/

WAON POINTとの連携で
お買物のたびにマイルが貯まる！
ショッピングチケットや
お得なクーポンがもらえる！
アプリストアで「OPA VIVRE FORUS」を
検索してダウンロード！

092-781-5150

1F

サーカスの舞台のようなワクワク心
躍る空間に、
〈Ray-Ban〉やオリジナ
ル のメガネ、
〈SABRE〉や〈FURLA〉
のサングラスなど、おしゃれ感 度が
高いアイウェアが大充実！

伝統的なトラッドをベースにした、知的で
上品なコンテンポラリー・トラッドスタイ
ル。都会的なセンスが伺えるビッグシル
エットのトレンチコートは、今季マスト
ハブ！

「Fate/stay night
Heavens Feel」の
ミニエクス
カリバーだ!!

このジャケット
コーデ、
デキる男風！

サカイストも御用達の
最旬スーツ専門店

400 種類ものメガネに

サーカス テンションMAX!!
☎092-753-8303

コムサコミューン
☎092-720-9280

九州最大級のフィギュア＆ゲーム！

ザ・スーツ カンパニー

ノンアイロンパン
ツ 8424 円〜
裏地の
サシ色が
オシャレ！

男らしさとクリーンな
雰囲気がカッコイイ！
バッグや腕時計のライン
ナップも見応えアリ！

「熱血硬派
くにおくん」
、
懐かし〜!!

CIRCUS

COMME CA COMMUNE

フィギュアコレクターやゲーマー垂
涎の圧倒的なラインナップを誇るホ
ビーグッズ 専門店。キャラクターご
とに売り場を分け、懐かしいアニメ
雑貨から流行りの玩具まで勢揃い !

THE SUIT COMPANY

生地や縫製などハイクオリティーのスーツが、
幅 広いデザインから選べ、さらにリーズナブ
ルで 大 人 気。洗 濯 OK のノンアイロンパンツ
は、手入れの快適さが魅力。

GRAPEFRUIT MOON
グレープフルーツムーン
☎050-3803-9616

3 月 1 日から天神ビブレのアンバサダー（観 光大使）となった、よしもと芸人・サカイス
トの二人が、この春オススメのショップをご案内！ アパレルショップはもちろん、隠れ
家喫茶店やホビーストアなど、天神の気になる穴場を紹介します！

3F
オススメは
〈Admiral〉
別注パーカー
（1万8144円）

トラッドカジュアルに
春色をプラス！

NICOLE CLUB FOR MEN
ステンカラーコート 3
万 240 円、白 シ ャ ツ 1
万 584 円、スウェット
9612 円、パ ン ツ 1 万
584 円

2/1（金）〜 4/7（日）
期間中にアプリを新規ダウンロード
していただいた方にもれなく！

ショッピングチケット

500 円分をプレゼント!
※1レシート税込 2,000 円以上のお買上げでご利用いただけます。
※ショッピングチケットには有効期限がございます。

アプリの詳しい情報は
ビブレの HP をチェック！
➡http://www.vivre-shop.jp

老舗喫茶で至福の
サイフォンコーヒー

天神ビブレ
6 福岡市中央区天神
1-11-1
1092-711-1021
210：00〜20：30
（地下1階は〜 21：00、
『シ
アトルズベストコーヒー』
は7：30〜22：00）
5なし 9なし

老舗の
純喫茶は、
都会の
オアシスやね♪

ブレンドコーヒー 400
円。定 番 メ ニ ュ ー は
ホ ット サ ンド セ ット
（680 円）

ニコルクラブ フォーメン
☎092-741-6761

春夏のコレクションは「CHIC - INDIVIDUALITY」
をテーマに、シャープなシルエットを踏襲したアイ
テムが 登場。ストレッチ性や機能 性など、豊かな
素材感にも注目を。

Cafe キャロット
☎092-781-1613

30 年前の創業当時から変わ
らないレトロな空間で、厳選
豆を使用したサイフォンコー
ヒーをいただこう。ジャズ 音
楽や壁の絵画も、コーヒーの
味わいを一層深めてくれる。

