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株式会社 ユニットコム 

                                              

GOODWILL エンターテイメントデジタルモール本店ビルが改装オープン！ 

地下 1 階に約 400 人収納可能なライブハウスが新規オープン！ 

メイド喫茶「M’sMelody」、コスプレ喫茶「COMOK」が移転リニューアル！ 
 

全国で、グッドウィル・パソコン工房・フェイス・ツートップ・BUY MORE を展開する株式会社ユニットコム（代表取締

役：高島 勇二、本社：大阪市浪速区）は、名古屋市中区大須の GOODWILL エンターテイメントデジタルモール本店

（以下 EDM 本店）ビルを大幅改装し、地下 1 階に約 400 人の大人数収容可能なライブハウス「名古屋 LIVE HALL 

M.I.D -ナゴヤライブホールミッド」を新規オープン致します。また、地下 1 階で営業をしていたメイド喫茶

「M’sMelody」、レイヤーズカフェ「COMOK」は 4 階に移転リニューアルオープン致します。 

 

「名古屋 LIVE HALL M.I.D -ナゴヤライブホールミッド」は奇抜な外観が特徴な EDM 本店の地下 1 階に位置し、アイド

ル・アニソン・声優等サブカル分野のライブ・イベント・公開収録等に対応可能な機材を完備！ 

また、サブカル分野以外のバンド対応も可能とした本格的なエンターテイメントホールとなっています。 

更に、同ビル 5 階のイベントスペースも同時に使用した場合は合計約 700 人ものイベント連動も開催可能！ 

プレオープンイベントとして 6 月 29 日にはネットアイドルグループの DANCEROID による『DANCEROID なんつぁって

ツアーin 愛知 昼の部/夜の部』の公演を予定しております。 

 

4 階に移転リニューアルオープンする「メイド喫茶 M's Melody」は「お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。」のフレーズ

を生み出した 10 年以上の歴史のある正統派メイド喫茶です。移転を機にヨーロピアンカントリー風の内装に代わり、

より落ち着いた時間をお過ごし頂ける様になります。 

 

同じく 4階に移転リニューアルオープンする「レイヤーズカフェ COMOK」は移転リニューアルに当たり、コスプレを見る

店舗から、見る・着る・買う・撮るが出来るコスプレアミューズメント店舗へ生まれ変わります！ 

オープン記念イベントなど各種イベントを開催致します。 

 

EDM 本店は改装に合わせ 6 月 29 日より営業時間を平日 11：00～21：00、土日祝 10：00～21：00 に変更し、夜の営

業時間を 21 時までに拡大する事によりご来店し易い店舗となります。 

PREMIUMボーナスセールFINALを7/9（火）まで開催しており、お買い得品を多数ご用意してご来店をお待ちしており

ます。 

 

 

  



【名古屋 LIVE HALL M.I.D - ナゴヤライブホールミッド-】 

■住所：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 3 丁目 12-35 

                   グッドウィル EDM 本店 地下 1 階 

■収容人数：約 400 人 

■最寄駅：地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩 8 分 

       地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩 7 分 

       地下鉄名城線 上前津駅 徒歩 7 分 

■専用サイト：http://mid.free-way.co.jp/ 

■コンタクト：Tel.052-249-5455 / Fax.052-249-5456 

         info-nagoya_mid@free-way.co.jp 

■プレオープン期間  6 月 29 日（土）～7 月 11 日(木) 

■オープン記念週間 7 月 12 日（金）～7 月 31 日(水) 

■公演予定 

●ピックアップ公演第 1 弾 

題名：『DANCEROID なんつぁってツアーin 愛知 昼の部/夜の部』 

日時：6 月 29 日（土） 

時間：開場 13:00 開演 13:30【昼の部】 

  ：開場 17:30 開演 18:00【夜の部】 

料金：前売 3500 円（別途ドリンク代 500 円） 

出演：DANCEROID 

発売：5/25～ ｅプラス （http://eplus.jp ） 

 

●ピックアップ公演第 2 弾 

7 月 12 日（金）～7 月 14 日(日) 

題名：M.I.D プレオープンイベント『今野竹雄 presents 「M.I.D OPEN 記念 ～NEO 竹雄祭り 初日～」』 

時間：開場 18:00 開演 18:30 

料金：前売 3000 円 当日 3500 円（別途ドリンク代 500 円） 

出演：今野竹雄 / 阿部祐也 / 片山遼 / イケメン'ズ 

発売：6/15〜 ローソンチケット（Ｌコード：42015）、ｅプラス（http://eplus.jp） 

 

●ピックアップ公演第 3 弾 

題名：THE ポッシボー東名阪ライブツアー2013 勝負～合計 2222 名動員でサンプラ押さえっ！！～ 

日時：8 月 17 日（土） 

時間：開場 17:00 開演 17:30 

料金：前売 2500 円（別途ドリンク代 500 円） 

出演：THE ポッシボー 

発売：ローソン（L コード：41550）、チケットぴあ（P コード：202-739）、ｅプラス（ http://eplus.jp ） 

※3 歳以下入場不可（4 歳以上チケット必要） 

【お問合せ】オデッセー 03-5444-6966（平日 11:00-18:00） 
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●ピックアップ公演第 4 弾 

8 月 24 日（土）～8 月 25 日(日) 

題名：『AINE 限定復活ツアー「"Believe" 2013」名古屋 2DAYS!!』 

時間：開場 17:00 開演 17:30 

料金：前売 4000 円 当日 4500 円（別途ドリンク代 500 円） 

出演：AINE 

発売：ローソンチケット（Ｌコード：取得中）、ｅプラス（http://eplus.jp） 

※先行販売は終了しております。 

 

 

【メイド喫茶 M's Melody】 

■住所：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 3 丁目 12-35 

                   グッドウィル EDM 本店 4 階 

■専用サイト：http://www.ms-melody.com/ 

■コンタクト：Tel.052-249-5458（COMOK 共通） 

        melo-como@free-way-co.jp 

■リニューアルオープン日 6 月 28 日（金） 

■営業時間  平日 15：00～21：00 

土日祝 11：00～21：00 

 

【レイヤーズカフェ COMOK】 

■住所：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 3 丁目 12-35 

                   グッドウィル EDM 本店 4 階 

■専用サイト：http://comok.goodwill.jp/ 

■コンタクト：Tel.052-249-5458 

        melo-como@free-way-co.jp 

■リニューアルオープン日 6 月 28 日（金） 

■営業時間  平日 11：00～15：00/17：00～22：00 

土日祝 11：00～22：00 

◆ランチタイム：オリジナル制服＆コスプレ営業 

◆コスプレタイム：スタッフ全員コスプレ 

 

【GOODWILL エンターテイメントデジタルモール本店（EDM 本店）】 

■住所：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 3 丁目 12-35 

■専用サイト：http://www.goodwill.jp/ 

■コンタクト：Tel.052-249-9888 / Fax.052-251-5353 

■営業時間※29 日より変更 平日 11：00～21：00 

   土日祝 10：00～21：00 
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【会社概要】  

社名  株式会社ユニットコム 

代表者  代表取締役 高島 勇二 

本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 

事業内容  オリジナルパソコン、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売 

パソコン修理・サポートサービス、メモリアーカイブサービス 

運営ショップ名  

パソコン工房 URL :  http://www.pc-koubou.jp 

グッドウィル URL :  http://www.goodwill.jp/ 

ツートップ  URL :  http://www.twotop.co.jp 

フェイス  URL :  http://www.faith-go.co.jp 

BUY MORE URL :  http://www.unitcom.co.jp/buymore/ 

 

《本リリース及び製品に関するお問い合わせ先》 

株式会社ユニットコム Tel : 03-4334-9018  Email : vn-info@unitcom.co.jp 

各店舗の運営はライブハウスMID、M’sMelody、COMOK各店舗が行っておりますので取材依頼等は個別お問い合

わせ下さい。 
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