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株式会社メイクアップ

コスメ/Kポップ/カフェ/梅田

韓国コスメブランド「the SAEM」×韓国ボーイズグループ「SEVENTEEN」の
コラボフレグランス発売記念！大阪・堂島にPOP UPカフェ、12/5オープン
メンバー等身大パネルと撮影できるフォトスポットやフレグランスをイメージしたスイーツも
■メディア内覧会のお知らせ■
日時：12月4日(金)14時～17時(受付開始：13時45分)
場所：The SAEM×SEVENTEEN Cafe（大阪市北区堂島浜1-1-18 堂浜ビルディング1F）
株式会社メイクアップ（住所：大阪市東成区東小橋2-2-5、代表取締役：伊藤 治）は 2020年12月5日(土)より、大阪・堂島
に、韓国コスメブランド「the SAEM（ザセム）」と韓国ボーイズグループ「SEVENTEEN(セブンティーン)」のコラボフレグラン
スの発売を記念し、期間限定イベント「the SAEM×SEVENTEEN Cafe(ザセム×セブンティーンカフェ)」（大阪市北区堂島
浜1-1-18 堂浜ビルディング1F ）を開催いたします。

チームをイメージした3種のフレグランス

コラボフレグランスを発売

フレグランスをイメージしたスイーツ

◇コラボフレグランス発売記念イベント、店内すべてフォトスポット、フレグランスイメージのスイーツも
韓国コスメブランド「the SAEM」と、ブランドのイメージモデルを務める13人の韓国ボーイズグループ「SEVENTEEN」のコラ
ボフレグランスの発売を記念した「the SAEM×SEVENTEEN Cafe」。メンバーの等身大パネルを展示するほか、コラボ商
品を撮影した様子の映像をモニターで流すなど、店内全体がフォトスポットとなっております。カフェでは、フレグランスか
らイメージしたスイーツをお楽しみいただけます。
フレグランスは日本限定商品で、グループ内のチーム「Vocal」「Hip Hop」「Performance」をイメージした3つの香りを発売。
持ち運びに便利な、 the SAEM×SEVENTEENコラボ初のロールオンタイプです。
メニューは、コラボフレグランス1点とデザート、ドリンク、限定ショットのチームカード1枚のセット（3種類、2,500円）、フレグ
ランス3点とデザート、ドリンク、チームカード3枚のセット（6,000円）の、全4種類をご用意しております（別途チャージ料600
円）。チームカードは、メンバーの手書きメッセージ入りです。※価格はすべて税別表記です。
店内には、コラボフレグランスの物販コーナーも設けております。来店時に、店内で撮影した画像と指定#タグをSNSに投
稿していただくと、抽選で計15名に、オリジナルポスターをプレゼントいたします（3種類、各5名） 。
【オフィシャル素材ダウンロードはこちら → https://00m.in/Sv9lc】
写真掲載にあたっては、以下のクレジット表示をお願い致します。 © the SAEM

コラボフレグランス発売記念「the SAEM×SEVENTEEN Cafe」詳細
住
所
電
話
営業時間
席
数
店舗面積
開催期間
休業日
予約方法

：
：
：
：
：
：
：
:

大阪市北区堂島浜1-1-18 堂浜ビルディング1F
06-6977-3121
11時～19時15分（70分×6回/日、入替制）
13席（予約制）
約100平方メートル
2020年12月5日（土）～2021年1月31日（日）
2020年12月31日(木)～2021年1月2日（土）、12月16日（水）・1月19日（火）
公式予約ページ（https://coubic.com/thesaem_seventeen_cafe）より受付、11月16日(月)より予約受付開始
ご予約時にお1人様1品をオーダーいただきます（ご飲食メニューは当日追加オーダー不可）
※当日、お席に空きがあればご案内できます
コロナ対策：スタッフ・お客様のマスク着用、入店前の検温・手指の消毒、全席アクリル板の設置、店内換気など
●取材に関するお問い合わせ●
「the SAEM×SEVENTEEN Cafe」広報事務局
担当 ： 岡本・齊藤
TEL ： 06-4708-3766
E-mail : pr@raple.co.jp

◇the SAEM×SEVENTEEN コラボフレグランス
SEVENTEENグループ内のチーム「Vocal」「Hip Hop」「Performance」をイメージしたフレグランスを3種類（各10ｍL）、日本
限定商品として販売いたします。ポーチに入れて持ち歩きやすい、コラボフレグランス初のロールオンタイプのオードパル
ファムです。各商品には、メンバーのカード（13種類）がランダムに1枚付いています。10月28日(水)よりメイクアップオンラ
インストア（ https://www.makeup-store.jp/thesaem_seventeen/ ）で予約を開始し、11月11日(水)より販売開始予定でした
が、予約期間中に3種類すべて売り切れ、次回入荷時期は未定となっております。期間限定商品で、数量限定のため、
無くなり次第終了となります。

ジャスミン ウィズ ピーチ/Vocal
ボーカルチームの甘い歌声と可
愛らしさを表現

アフタヌーン ティー/Hip Hop
ヒップホップチームの渋くかつ
クールなスパイシーさを表現

◇ 「the SAEM×SEVENTEEN Cafe」メニュー

フリージア ヒル/Performance
パフォーマンスチームのフレッ
シュな爽やかさを表現

※価格はすべて税別表記です。

フレグランス1点とデザート、ドリンク、限定ショットのチームカード1枚が付いたセットは、 「Vocal」「Hip Hop」「Performance」
の3種（2,500円）。フレグランス3点とデザート、ドリンク、チームカード3枚の「Completeセット」（6,000円）もご用意しておりま
す。 チャージ料600円は別途必要。コラボフレグランスの香りからイメージした、パティシエによるスイーツです。

Vocalセット
「ベリーのマフィン」
チームカラーのピンクに色
づけたマフィンに、甘くも爽
やかな香水の香りをブルー
ベリージャムで表現。

Hip Hopセット
「チョコレートブラウニー」
ナッツをのせた少しビター
なチョコレートブラウニーに、
キャラメルソースでクール
なイメージを表現。

Performanceセット
「ベイクドチーズケーキ」
濃厚チーズケーキに、爽
やかでフレッシュな香水の
香りを酸味の効いたレモ
ンクリームで表現。

Completeセット
「桃のショートケーキ」
SEVENTEENカラーの柔ら
かな紫、ピンクのクリーム
でスポンジをデコレーショ
ンし、黄桃をサンド。

◇韓国コスメブランド「the SAEM」とは
「the SAEM」は、2010年8月にソウル・明洞に1号店をオープンしました。韓国のみな
らず、アメリカ、中国、インドネシアなど15カ国に約350店舗を展開しています(2018
年時点)。2018年には韓国経済新聞社主催の「大韓民国名品ブランド大賞」ビュー
ティブランドショップ部門に2年連続で大賞を獲得しました。
カフェ店内には物販コーナーを設け、「the SAEM×SEVENTEENコラボフレグラン
ス」（3種、各1,800円）を販売いたします。商品ご購入のお客様には、当イベントオリ
ジナルフライヤー（全13種類）をランダムでプレゼントします。

◇韓国ボーイズグループ「SEVENTEEN」とは
2015年5月に韓国でデビューした13人のアイドルグループ。 「Vocal」「Hip Hop」
「Performance」の3つのチームで構成され、メンバーが楽曲制作から振り付けまで
行う。グループ名「SEVENTEEN」には、13人のメンバー+3つのチーム+1つのグルー
プ=17という意味が込められています。
2016年8月に日本初上陸し、10万人動員のコンサートツアーを開催するなど、10代
後半～20代前半の女性を中心に日本でも人気が高まっています。
コラボ商品や店内装飾に使用する写真や映像は、今回のために撮影したオリジナ
ルのものです（一部除く）。
是非、貴社媒体での掲載のご検討をお願い申し上げます。ご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねくださいませ。
●取材に関するお問い合わせ●
「the SAEM×SEVENTEEN Cafe」広報事務局
担当 ： 岡本・齊藤
TEL ： 06-4708-3766
E-mail : pr@raple.co.jp

「the SAEM×SEVENTEEN Cafe」広報事務局 宛

【ご出席返信用紙】
FAX：06-6233-8778 ・ E-mail : pr@raple.co.jp
「the SAEM×SEVENTEEN Cafe」メディア内覧のご案内
◇日時 ： 2020年12月4日（金）14：00～17：00 （受付開始：13：45）
◇場所 ： 大阪市北区堂島浜1-1-18 堂浜ビルディング1F
◇内容 ： 外観、内観、メニュー撮影、店舗・商品説明、試食・撮影用料理のご提供
株式会社メイクアップ 担当者インタビュー
誠にお手数ではございますが、ご参加いただける方は下記にご記入のうえ

2020年12月2日（水）12：00までにご返信くださいますよう、お願い申し上げます。
【メディア向け内覧会開催にあたってのお願い】
大変お手数をおかけしますが、マスク着用でお越しください。
当日体調の優れない方は、後日取材日程を調整しますので、ご遠慮下さい。
多数のメディアが重なる場合は、時間調整させていただきますので、ご協力宜しくお願い致します。

来店時間

時頃

御社名
貴媒体名/番組名
御名前

計（

掲載・放送予定日

2020年 （

）月（

）名
）日

TEL／FAX
E-mail
当日携帯電話
御撮影

有（スチール／ムービー） ・

御試食

有（

備考

無

Vocal ／ Hip Hop ／ Performance／ Complete

） ・ 無

「the SAEM×SEVENTEEN Cafe」広報事務局 宛

【広報用画像貸出申込書】
FAX：06-6233-8778 ・ E-mail : pr@raple.co.jp
◆「the SAEM×SEVENTEEN Cafe」の画像を広報用素材としてご提供致します。
必要事項をご記入の上、ご返信をお願い申し上げます。
＜画像使用に際しての注意＞
・本イベント広報目的での使用に限ります。使用可能期限は、本イベント期間終了までとなります
・写真掲載にあたっては、以下のクレジット表示をお願い致します。 ©the SAEM
・イベント名、会期、住所を必ずご掲載下さい
・掲載にあたっては、写真に貼付しているキャプションやクレジット等を正確に表記下さい
・画像は全図でご使用下さい。トリミングや文字を重ねるなど画像の加工、部分使用はご遠慮下さい

御社名
貴媒体名/番組名
御名前
掲載・放送予定日

2020年 （

）月（

）日

ご住所
TEL／FAX
E-mail
◆ご希望の画像番号に✓をご記入ください

□①

□②

□③

□④

□⑤

the SAEM×SEVENTEEN
コラボフレグランス
(メンバー写真)

the SAEM×SEVENTEEN
コラボフレグランス
(3種)

the SAEM×SEVENTEEN
コラボフレグランス
(Vocal)

the SAEM×SEVENTEEN
コラボフレグランス
(Hip Hop)

the SAEM×SEVENTEEN
コラボフレグランス
(Performance)

●本件に関するお問い合わせ●
「the SAEM×SEVENTEEN Cafe」広報事務局
担当 ： 岡本・齊藤
TEL ： 06-4708-3766
E-mail : pr@raple.co.jp

