2021 年 7 月 20 日
株式会社カインズ

DIY の構想から完成までをフルサポート 人生を“自分好みに DIY！”できる場所

「DIY Square」がカインズ幕張店に 7 月 21 日（水）オープン
株式会社カインズ（本社：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家正行）は、DIY に取り組
む方が自分らしいくらしと出会い、毎日を明るく楽しいものにすることを目指す「DIYer100 万人プ
ロジェクト」の一環として、7 月 21 日（水）にカインズ幕張店に「DIY Square」をオープンします。

DIY Square は、DIY の構想を練る段階から完成まで、お客様が自由に使える新しい概念の工房です。
DIY キャプテン1が常駐し、DIY にまつわる相談に乗り、悩み事を解決し、お客様のイメージを形にする
手伝いをします。さらに、技術向上につながるワークショップを開催しているので、DIY のスキルアップも可
能です。また、SNS 発信にぴったりのフォトブースを設けているので、自分で作ったアイテムなどを気軽に
投稿することができます。作る楽しさをシェアすることができるのは、DIY Square ならではです。
カインズの DIY Square は「人生を自分好みに DIY！」する皆さんをトータルサポートします。

DIYer 100 万人プロジェクト 特設ページ：https://diy-style.cainz.com/do_it_yourself/
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DIY キャプテン
「DIY キャプテン」はカインズが考える DIY の楽しさを伝え、DIYer をサポートする「カインズ DIY」の体現

者。DIY キャプテンはお客様が作りたいものを形にできるよう、常に寄り添いながらワークショップで指導
を行います。SNS で情報発信を行うほか、今後開催予定の特別イベントにも登場し、DIY 仲間を増やすこ
とをミッションとして活動していきます。

■DIY Square について
「DIY Square」は、構想を練る段階から完成まで、お客様が自由に使える新しい概念の工房です。「きい
て」「つくって」「つながって」「たのしむ」の 4 つの柱で構成されています。カインズ幕張店に続き、7 月 22
日（木・祝）オープンの「Style Factory ららぽーと立川立飛店」も、Style Factory 版の「DIY Square」を導入
します。

【DIY Square 4 つの柱】
きいて

DIY Square には DIY キャプテンが常駐しています。商品選びから DIY アドバイスま
で、相談がしやすい環境のため、不安なく DIY に取り組むことができます。
ワークショップへ参加することで、DIY 技術だけではなく、友達を増やし、自身の DIY

つくって

生活がより良くなっていく。そして成長が目に見えて実感できて、新しい DIY に触れる
ことができます。

つながって
たのしむ

SNS 配信に適した場所があり、DIY の楽しさをお客様自身でも発信し、共有できま
す。また、カインズからも定期的に DIY 情報を発信していきます。
手ぶらで来ても使える工作スペースと、手軽に使えるキットを取り扱い、誰でも簡単に
DIY を楽しめる空間です。新しいイベントも定期的に実施します。

■DIY エプロン
「DIYer100 万人プロジェクト」の取り組みに賛同いただいた株式会社ビームス様（以下 BEAMS）の協力
により、DIY Square から「DIY エプロン」を導入します。
DIY Square のメンバーは、持っているスキルによって異なるカラーの DIY エプロンを着用します。DIY
キャプテンは「グレー」のエプロンを、キャプテン以外のメンバーは「ネイビー」のエプロンを着用します。ま
た、お客様には「ブラウン」のエプロンをご用意しています。
エプロンには、BEAMS がデザインした「DIY Square」のロゴを採用。使いやすいことはもちろん、カスタ
マイズすることにより自分らしさを表現することもできる、カインズの DIY 精神を体現したアイテムです。

【BEAMS からのコメント】
BEAMS はモノを通して文化を作る“カルチャーショップ”を目指し、世の中の人々にハッピーを届けたい
という想いから、常に新しい文化を探しています。
今回、カインズ様の「DIYer100 万人プロジェクト」が掲げる“DIY をライフスタイル（生活文化）にする”と
いう取り組みに共感し DIY エプロン制作に協力させていただきました。DIY エプロンが皆様のハッピーな
暮らしにつながることを願っています。
＜BEAMS について＞
1976 年、東京・原宿に 1 号店をオープン。ファッションとライフスタ
イルにまつわるあらゆる物を世界中から仕入れ提案するセレクトショ
ップの先駆けとして時代をリードしてきました。
コラボレーションを通じて新たな価値を生み出す企画集団としても
豊富な実績を持ち、ファッションの領域を大きく超えて様々なジャンル
でクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域
に約 170 店舗を展開し、世代を超え多くの人に支持されています。

■The DIY Square Mag
DIYer の DIYer による、DIYer のためのマガジンです。DIY を始めたい人、既に取り組んでいる人に向け
て、DIY がもたらす、憧れの「くらし」「スタイル」「世界観」を紹介します。DIY Square で配布されるほか、各
店のカインズ工房にも設置されます。 ※不定期発行予定

＜DIYer 100 万人プロジェクトについて＞
「DIYer100 万人プロジェクト」は、DIY を「ライフスタイル（生活文化）」にすることを目指して、2019 年 11
月にスタートしたカインズの取り組みです。カインズでは、くらしを良くするために自分でやってみることの
全てが「DIY（Do It Yourself）」であると考え、日曜大工と言われる、いわゆるものづくりはもちろん、調理や
洗濯、掃除といった家事をはじめ、快眠やキャンプ、ガーデンなどをテーマに、くらしの様々な場面をより
自分らしくしようと DIY に取り組む「DIYer」をサポートする商品・サービスを展開しています。

＜DIYer 100 万人プロジェクト パートナー企業＞
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社、スリーエム ジャパン株式会社、株式会社ダイドーハント、株式
会社髙儀、株式会社ビームス、ニッペホームプロダクツ株式会社（※50 音順・敬称略）

＜カインズについて＞
株式会社カインズは、28 都道府県下に 226 店舗を展開するホームセンターチェーンです。
「くらしに、ららら。」を企業メッセージに、日常生活に寄り添うライフスタイルの提案と、住空間のトータルコーデ
ィネートを意識した商品づくり、店舗づくりに努めています。 くらしを豊かにする商品を、オリジナル商品の開発
と、独自の仕入れ・物流システムの活用により、毎日低価格で提供します。
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北海道 3、宮城県 5、福島県 11、茨城県 12、栃木県 12、群馬県 29、埼玉県 30、
千葉県 18、東京都 6、神奈川県 13、山梨県 4、新潟県 2、長野県 16、岐阜県 2、
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公 式 サ イ ト：

http://www.cainz.co.jp/ （企業サイト）
http://www.cainz.com/jp/index.html (総合サイト）
http://www.cainz.com/shop/ （オンラインショップ）
https://magazine.cainz.com/ （となりのカインズさん）

