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三菱地所ほか計１２社で構成されるうめきた先行開発区域プロジェクト開発事業者は、商業施設『グランフロ

ント大阪 ショップ＆レストラン』を、グランフロント大阪のまちびらきに合わせ、２０１３年４月２６日（金）

に開業いたします。「梅田初」「梅田発」「梅田最大」をキーワードに「衣」「食」「住」「知」ライフスタイル全般
を網羅する合計２６６店舗も、同時に決定いたしました。 
 コアとなるお客様を『好奇心旺盛で、こだわりの強い、ライフスタイル編集の達人』とイメージし、お買い物
やお食事などを、お客様それぞれの感性で編集し楽しんでいただける『グランフロント大阪 ショップ＆レスト
ラン』は、初年度２,５００万人の来場と４００億円の売上を目指します。 
 
【ファッション店舗では「旗艦店」と「こだわりショップ」が１１９店舗集積し、「ここだけ」を実現】 

ファッション関連店舗では、「梅田初」はもとより「関西初」「大阪初」「新業態」のショップが７７店舗出
店するほか、海外のセレクトショップ「ロンハーマン」や、国内の人気セレクトショップ（ユナイテッドアロ

ーズ、ビームス、トゥモローランド、ベイクルーズグループ、シップス、アーバンリサーチ、ナノ・ユニバース）

も１８業態で出店。いずれの店舗も「旗艦店」として出店し、１店舗あたりの面積を、周辺の百貨店や駅ビル
よりも大きく確保しています。メンズ商品や充実された雑貨なども取扱い、「ここだけ」「こだわり」の品揃え
とするとともに、店内ディスプレイや空間演出などにも店舗独自の世界観を実現します。 
また、「誰もが憧れる老舗」「知る人ぞ知る名店」「東京以外には出店しなかったお店」など、「こだわりのシ

ョップ」も多数揃い、自分らしい組み合わせでお買い物を楽しむ、お客様のニーズにお応えします。 
 

【日本初上陸のインテリアショップをはじめ、ライフスタイル提案型ショップが多数出店】 
日本初上陸となるインテリアショップ「ＺＡＲＡ ＨＯＭＥ」をはじめ、「無印良品」「アクタス」「ケユカ」

の西日本旗艦店が出店するなど、３５店舗・１３，０００㎡のインテリア・生活雑貨関連ショップが勢揃いし、
「紀伊國屋書店」「島村楽器クラシック」「ＨＭＶ」など趣味性の高い店舗も多数出店します。 
また、ビューティー＆コスメや様々なサービス店舗も３５店舗出店します。 

 
【７７店舗の多様な飲食＆食物販を網羅】「うめきたセラー」「うめきたダイニング」「ＵＭＥＫＩＴＡ

ウ メ キ タ

 ＦＬＯＯＲ
フ ロ ア

」 

７７店舗にも及ぶ「食」関連の集積も大きな特徴です。 
①イートインスペースを数多く設けた、大阪北口広場・地下１階の食物販ゾーン「うめきたセラー」 
②海外の有名店をはじめ、日本全国・大阪全域から選りすぐりのレストランを３６店舗集積した「うめき
たダイニング」 

③「大人のたまり場」をテーマに深夜４時まで営業するゾーン「ＵＭＥＫＩＴＡ
ウ メ キ タ

 ＦＬＯＯＲ
フ ロ ア

」 
上記３つのゾーンのほか、北館・地下１階には世界中のビール・ワインを集めた「世界のビール博物館＆世

界のワイン博物館」が６００席を超える広さで展開されます。 
また、路面沿いや屋上庭園に面してテラス席も多数併設され、心地よい環境でカフェやお酒をお楽しみいた

だけます。 

グランフロント大阪 ショップ＆レストラン 
２０１３年４月２６日（金） まちびらきと合わせて開業 

約４４,０００㎡と都心部ターミナル立地では日本最大級の店舗面積 

～日本初出店など「お散歩」気分を楽しめる２６６店舗を発表～ 



 
【お散歩気分でまちをそぞろ歩きしながら、自分らしいライフスタイルを編集】 

こだわりの専門店が多業種にわたり集積し、お越しいただく度に新しい発見とふれあいが体験できます。ま
さに、“お散歩”気分でまちを歩きながら、その時々の気分に合わせ、自分らしい組み合わせでライフスタイ
ルを編集していく、というお客様のニーズにお応えします。 

 
【オリジナルポイントカード「ＧＦＯ

ジーエフオー

 ＯＳＡＭＰＯ
お さ ん ぽ

 ＣＡＲＤ
カ ー ド

」を発行】 
「グランフロント大阪 ショップ＆レストラン」でのお散歩気分のショッピングやお食事に、いつも一緒に、

いつでも便利に使っていただくためのポイントカード「ＧＦＯ ＯＳＡＭＰＯ ＣＡＲＤ」を発行します。 
プレＷＥＢサイト（ｗｗｗ．ｇｆｏ－ｓｃ．ｊｐ）では、本日（１月１６日）より先行入会キャンペーンを

開始します。なお、先行入会会員には、抽選でまちびらき前のスペシャルプレビューにご招待します。 
 

【施設概要】 

 施設名称  ： グランフロント大阪 ショップ＆レストラン 
店舗面積  ： 約 ４４，０００㎡ 

大阪北口広場：約 ２，０００㎡ ／ 南館：約 ２８，０００㎡ ／ 北館：約 １４，０００㎡ 
店舗数   ： ２６６店舗 

大阪北口広場：２１店舗     ／ 南館：１８７店舗     ／ 北館：５８店舗 
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【別紙１】 
 
【施設のターゲットについて】 

『好奇心旺盛で、こだわりの強い、ライフスタイル編集の達人』がターゲットです。 

「ネット通販」や「売れ筋」だけを集めたショップに飽き足らず、さまざまなショップの商品を自らの感性で

選び、組み合わせるようなライフスタイルを持つお客様がターゲットです。 

また、街場
ま ち ば

で評判の「本当に美味しいお店」に通いつめるようなお客様向けに、こだわりのレストランも数多

くご用意しました。 

「衣」「食」「住」「知」それぞれのショップ・レストランをバランスよく配している、ここ「グランフロント

大阪 ショップ＆レストラン」で、お客様が自らの感性でライフスタイルを編集していただきたい。 

そのような想いを込めた施設です。 

 

【代表的な店舗の紹介】 

●「関西初」「大阪初」のアパレルショップをはじめ、人気セレクトショップが『旗艦店』として登場します。 

「関西初」「大阪初」のショップ、人気ショップが『旗艦店』として通常店舗より大きな面積で出店し、他

店舗では扱っていない商品を含め、幅広い商品ラインナップとともに、内装やレイアウトにもこだわり、

ブランド・ショップの世界観を十二分に表現します。 

「ビームス ＥＸ デミルクス ビームス」「ドゥロワー」「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ」「ドゥー

ズィエム クラス」「エディション」「シップス」「デザインワークス ドゥ・コート」「アーバンリサーチロッソ」

「ナノ・ユニバース」「スタニングルアー」「Ｂｓｈｏｐ」「ウィムガゼット」「プレインピープル」「ロンハーマ

ン」「ストラスブルゴ」など、クラス感のあるセレクトショップを中心に、 

「ヴィザンス ベルスール」「ロペ」「ローズバッドカップルズ」「アルアバイル」「ミズイロインド」「ラ・ブティ

ック」「エディンバラガーデン マッキントッシュ フィロソフィー」「メレム」「ＨＥＡＲＴ ｏｆ ＤＫＮＹ」な

どのアパレルショップ、「ドレサージュ ジョンブルプライベートラボ」「ＳＩＸＴＹ ＯＮＥ ＡＲＲＯＷ」「ヌ

ーディージーンズ」などのジーニングファッション、「ビームスゴルフ」「モンベル」「サタディ・イン・ザ・

パーク」などのアウトドア＆スポーツ、「Ｇａｐ／ＧａｐＫｉｄｓ」「センスオブプレイス ｂｙ アーバンリサ

ーチ」などの大型カジュアルショップなど、「好奇心旺盛なライフスタイル編集の達人」の要求を満たし、

新しい発見を創出するショップが集積します。 

＜南館・南西側＞ ＜南館・共用通路＞ 

 

●ここだけでしか出会えないオンリーワンのこだわりファッション雑貨ショップが勢揃いします。 

「クロムハーツ」「フェリージ」「金子眼鏡店」「ブリティッシュメイド」「ノヴェレッテ」などこだわりのファ

ッション雑貨から、「ＣＡ４ＬＡ」「オーバーライド」「メーカーズシャツ鎌倉」「レザンジュ ハワイアンジュエ

リー」「クラチカヨシダ」「バッグンナウン」「ＤＡＮＡＤ菱屋カレンブロッソ」「アンフィ プロシュ」「トリンプ」

「タビオ」などバラエティ感のあるファッション雑貨・ジュエリー・アクセサリーショップが集積します。 

 

 

 



 
●日本初上陸の店舗をはじめ、今まで梅田になかったインテリア・ライフスタイル雑貨店舗も充実しています。 

日本初上陸の「ＺＡＲＡ ＨＯＭＥ」や、「無印良品」「アクタス」「ケユカ」などの西日本旗艦店をはじめ、「イ

デーショップヴァリエテ」「モモナチュラル」「ビーカンパニー」など関西初・梅田初のインテリアショップや、

「イッタラ」「ル・クルーゼ」「テネリータ・メゾン」「リステアデジタル」「リヴェタート」などのライフスタイ

ル雑貨から、「ＴＨＥ ＳＴＵＤＹ ＲＯＯＭ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」「Ｄ－ＢＲＯＳ」「カツミ」「ボーズ・ダイレ

クトストア」などこだわりの趣味雑貨まで、今までの梅田にはなかったこだわりのインテリア・ライフスタ

イル雑貨ショップが勢揃いします。また、「紀伊國屋書店」「島村楽器クラシック」「ＨＭＶ」などの大型店舗も

出店し、多様なお客様のニーズにお応えします。 

 

●食のテイクアウト＆イートインゾーン『うめきたセラー』（大阪北口広場・地下１階） 

大阪北口広場・地下１階に位置する１７店舗からなる食のテイクアウト＆イートインゾーンです。 

日本初上陸となるＮＹ発のベーカリー＆カフェ「ＴＨＥ ＣＩＴＹ ＢＡＫＥＲＹ」や、関西初となるカフェレ

ストラン併設の「ＤＥＡＮ ＆ ＤＥＬＵＣＡ」をはじめ、無添加自然食品の「グローサリーショップ 茅乃舎」

や山本秀正シェフが提案するシュークリーム専門店「Ｇｒａｎｄ Ｃｈｏｕｘ Ｃｒｅａｍ」など話題のショッ

プが揃います。 

実に１４店舗がイートイン併設店であることや、テラス席から望む水景など、「デパ地下」とは一味ちがう

「食の宝箱」が完成します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜北口広場・地下１階・水景＞ 

 

●３６店舗のレストランが集積『うめきたダイニング』（南館・７～９階） 

南館の７～９階に位置する３６店舗からなる本格的なレストランゾーンです。 

日本料理人小山裕久氏による「日本料理 大坂 ばさら」や、ミシュランで星を獲得している唐渡
か ら と

泰
やすし

氏による

現代風野菜フレンチ「リュミエール大阪ＫＡＲＡＴＯ」、ニューヨークの有名中華料理店「ＪＯＥ’Ｓ    

ＳＨＡＮＧＨＡＩ，Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ｣、日本初上陸となるイタリアン「タオルミーナ」をはじめ、「博多漁家 磯

貝」「味の牛たん 喜助」など全国各地の有名店が集積。また、「白雲台（焼き肉）」「Ｒｅｖｏ（洋食）」「鶴橋 お

好み焼き オモニ」など、これまで単独路面店だけで営業してきた大阪の行列店も出店します。さらには、９

階の屋上庭園に面した「ＴＨＥ ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ ＧＲＩＬＬ｜ＢＡＲ｜ＴＥＲＲＡＣＥ」では、青山

「ＴＷＯ ＲＯＯＭＳ」のプロデューサー陣が最高のホスピタリティでお客様をお迎えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜南館８階・共用通路＞ 



 
●梅田の新しい大人のたまり場『ＵＭＥＫＩＴＡ ＦＬＯＯＲ』（北館・６階） 

北館・６階には、㈱ポトマック・代表の金指
かなさし

光司
こ う じ

氏をプロデューサーに迎え、“ヒト・コト・モノのミック

ス＆ボーダレス”をコンセプトに、“大人のたまり場”をテーマにした飲食ゾーン『ＵＭＥＫＩＴＡ ＦＬ

ＯＯＲ』が登場。 

通路への客席のにじみ出しを活かし、周辺店舗のお客様や店員さん達とも気軽に交流できるボーダレスなフ

ロアレイアウトを採用するとともに、営業時間についても深夜４時まで設定することで、街場で店をはしご

するような感覚で「食べ歩き・飲み歩き」を楽しんでいただけるゾーンとします。 

また、音楽・ファッション・アートなど、多様なイベントを定期的に企画し、お客様の「食べたい」だけで

はなく「遊びたい」も満たす場所を目指します。  

 

●「世界のビール博物館＆世界のワイン博物館」や、けやき並木沿いのレストランなど話題の店も多数登場 

北館・地下１階には、施設内飲食店舗最大の１，１００㎡の規模で「世界のビール博物館＆世界のワイン博物

館」が登場。６００席を超える広々とした店内で、ドイツ・ベルギーをはじめ世界中から集めた２５０種類

以上のビール、２００種類以上のワインと世界各国の料理をお楽しみいただけます。 

超人気のタルト専門店「Ｑｕ’ｉｌ ｆａｉｔ ｂｏｎ（キルフェボン）」や、「アクタス」内に併設される    

「ＳＯＨＯＬＭ ＣＡＦＥ（スーホルムカフェ）」、大阪北口広場・１階の「ＧＡＲＢ Ｍｏｎａｑｕｅ（ガーブモナ

ーク）」など、館内各所には多数のカフェが配され、ゆっくりとした時間を過ごしていただけます。 

北館・南館を横断する「けやき並木」沿いには、自然派レストラン・クルックと笹島保弘シェフによる    

「ｃｏｄｅ ｋｕｒｋｋｕ ＋ ＩＬ ＧＨＩＯＴＴＯＮＥ（コードクルック イルギオットーネ）」や、豊中少路の人

気店の新業態「ＳＯＳＨ Ｔｈｅ Ｍａｒｋｅｔ Ｂａｒ（ソッシュ ザ マーケット バール）」など話題のレストラ

ン・カフェが出店。テラス席も多数併設され、「けやき並木」とともに通りの賑わいを演出します。 

 ＜北館・地下１階（世界のビール博物館＆世界のワイン博物館）＞



 

【オリジナルポイントカード「ＧＦＯ
ジーエフオー

 ＯＳＡＭＰＯ
お さ ん ぽ

 ＣＡＲＤ
カ ー ド

」会員募集】 

「グランフロント大阪 ショップ＆レストラン」対象店でご利用いただけるポイントカード「グランフロント大

阪 ＯＳＡＭＰＯ ＣＡＲＤ（略称：ＧＦＯ ＯＳＡＭＰＯ ＣＡＲＤ）」を発行します。この街での、お散歩

気分のゆったりとしたショッピングやお食事に、いつも一緒に、いつでも気軽に使えるカードです。いつも一緒

に持ち歩きたくなる、飽きのこないシンプルなデザイン。ポイントを貯めるのもポイントを使うのも、さっとこ

のカード１枚でより便利に。「ＧＦＯ ＯＳＡＭＰＯ ＣＡＲＤ」をもって、お散歩ショッピングをよりご満喫

ください。 

プレＷＥＢサイト（ｗｗｗ．ｇｆｏ－ｓｃ．ｊｐ）では、本日（１月１６日）より先行入会キャンペーンを開始

します。先行入会会員には、お散歩ショッピングを一足先に楽しんでいただくための「ＯＳＡＭＰＯ ＳＨＯＰ

ＰＩＮＧ ＧＵＩＤＥ」を、まちびらき前にお届けします。また、抽選でまちびらき前のスペシャルプレビュー

へご招待します。 

 

● ＧＦＯ ＯＳＡＭＰＯ ＣＡＲＤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• お買上金額 100 円(税別)につき 1 ポイント加算。 

• 貯まったポイントは、500 ポイントを 500 円相当として、施設内対象店舗でのお

支払いにそのままご利用いただけます。クーポン発券機などでのクーポン券への

事前交換は必要ありません。 

• 入会費、年会費は無料。 

• その他特典として、会員限定のお得なショップ情報のご案内や、ポイントアップ

キャンペーン、会員限定パーティーへのご招待など、特別なキャンペーンを実施

します。 

 

● 先行入会キャンペーン 

• 募 集 期 間  ： ２０１３年１月１６日（水）～３月３１日（日）まで 

• 募 集 窓 口  ： プレＷＥＢサイト（ｗｗｗ．ｇｆｏ－ｓｃ．ｊｐ） 

• 入 会 方 法  ： プレＷＥＢサイトにて、会員情報やメールアドレスをご登録ください。 

• カード発送  ： ２０１３年４月中旬以降お送りします。 

• 特 典  ： 「ＯＳＡＭＰＯ ＳＨＯＰＰＩＮＧ ＧＵＩＤＥの送付」、「スペシャルプレビューご招待（抽選）」 

 

【クレジットカード・電子マネーのご利用について】 

「グランフロント大阪 ショップ＆レストラン」各店では、「銀聯
ぎんれん

」カードや交通系電子マネー（ＰｉＴａＰａ、

ＩＣＯＣＡ）を含め、以下のようなクレジットカード・電子マネーをご利用いただけます。 

（※一部対象外店舗もございます） 

 

 
＜ご利用可能なクレジットカード・電子マネー＞ 

ＪＣＢ、ＶＩＳＡ、ＵＣ、三菱ＵＦＪニコス（ＭＵＦＧ、ＤＣ、ＵＦＪ、ＮＩＣＯＳ）、ダイナース、アメリ

カンエキスプレス、アプラス、銀聯、ＰｉＴａＰａ、ＩＣＯＣＡ、ｉＤ、ＱＵＩＣＰａｙ、楽天Ｅｄｙ 



【別紙２】　店舗一覧

●大阪北口広場　（２１店舗）

1 B1F 株式会社Food's Style ＳＭＡＬＬ　ＭＡＲＫＥＴ　＠　ＤＥＬＩ スモールマーケットアットデリ
ジュース・スムージー
・フード

●
ＳＭＡＬＬＭＡＲＫＥＴ＠ＤＥＲＩは、１杯のジュースから美味しさ・健
康・美容、そしてＨＡＰＰＹをお届け。

2 B1F 株式会社ナチュラルハウス Natural House Aoyama Organicmart
ナチュラルハウス アオヤマ
オーガニックマート

オーガニックグロサリー・
オーガニックコスメ

●
こだわりの国産オーガニックで育む、自然豊かなライフスタイル
を提案するフレッシュオーガニックマートです。

3 B1F 株式会社サンクゼール サンクゼール・マルシェ・プレミアム
サンクゼール・マルシェ・
プレミアム

グロサリー＆デリカテッセン ●
信州の自社畑ワイン、ジャム等瓶製品からソーセージ、惣菜ま
で、真心込めた自家製品を取揃えたグルメストア。

4 B1F ディライト株式会社 Ｌａ　Ｔｅｒｒａｓｓｅ　Café　ｅｔ　ｄｅｓｓｅｒｔ
ラ　テラス
カフェ　エ　デセール

ケーキ・カフェ ●
都会の中心にあって心くつろげる空間と色鮮やかな皿盛りデ
ザートを中心にしたカフェに物販スペースも用意したショップ。

5 B1F 株式会社椒房庵 グローサリーショップ　茅乃舎
グローサリーショップ
カヤノヤ

調味料・加工食品 ●
人気の「茅乃舎だし」をはじめ、料理人が素材を吟味した、化学
調味料・保存料無添加の調味料を販売。

6 B1F 株式会社フォンス THE CITY BAKERY シティベーカリー ベーカリーカフェ ●
NYマンハッタンで20年続く人気ベーカリー＆カフェが日本初上
陸。イートイン可能なスタイリッシュカフェ。

7 B1F エノテカ株式会社
ワインショップ・エノテカ
/Café＆Bar ENOTECA MILLE

ワインショップ　エノテカ
カフェ　アンド　バー
エノテカ　ミレ

ワイン ●
併設のカフェ＆バー「ミレ」で、1000種もの世界各地より厳選した
ワインを堪能頂けるワインショップ。

8 B1F
株式会社ディーンアンド
デルーカジャパン

ＤＥＡＮ ＆ ＤＥＬＵＣＡ ディーン ＆ デルーカ
マーケットストア
&カフェレストラン

●
世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップ。関西初の
カフェレストランを併設。

9 B1F 株式会社コカレストランジャパン マンゴツリーキッチン マンゴツリーキッチン タイ料理 ●
バンコク・東京で人気のタイレストラン“mango　tree”が贈るイー
トイン＆テイクアウトのお店。

10 B1F
株式会社トランジット
ジェネラルオフィス

ＡＬＬ ＤＡＹ ＣＯＦＦＥＥ オールデイ コーヒー コーヒースタンド ●
スペシャリスト達がつくる本格的なコーヒーとドーナツが毎日楽し
めるスタンドカフェ。

11 B1F 株式会社アキナイ ＣＲÊＰＥＲＩＥ　Ｌｅ　Ｂｅｕｒｒｅ　Ｎｏｉｓｅｔｔｅ
クレープリー・
ル・ブール・ノワゼット

フレンチカフェ ●
パリ15区のネオビストロ、ティエリー・ブランキシェフが演出する
パリスタイルのガレット＆クレープをお届け。

12 B1F 株式会社シナジー ご馳走そば　そら ゴチソウソバ　ソラ 日本そば ●
丸の内の名店石月による創作日本蕎麦をカジュアルにスタイ
リッシュにイートインスタイルで楽しめる新業態。

13 B1F 株式会社EPICURIENS ばさら　梅々庵 バサラ　バイバイアン 和菓子・甘味処 ●
新名所「グランフロント大阪」に梅田名物「小梅」が完成。日本料
理人小山裕久の和菓子店、茶屋も併設。

14 B1F 株式会社リン・クルー 浅草 キッチン大宮 ＤＥＬＩ
アサクサ キッチン
オオミヤ デリ

洋食 ●
｢レストラン大宮｣シェフ大宮勝雄が浅草で３０年培った下町洋食
を手軽にお愉しみいただけるデリカテッセン。

15 B1F
株式会社GFBD
インベストメントジャパン

Ｇｒａｎｄ　Ｃｈｏｕｘ　Ｃｒｅａｍ グランシュークリーム スイーツ ●
新進気鋭のパティシエ河崎賢司が大統領シェフ山本秀正と組み
地元大阪で開業する極上シュークリームの専門店。

16 B1F 株式会社TSTリテイリング Ｃａｆｆａｒｅｌ カファレル チョコレート＆カフェ ●
イタリアらしいカラフルなデザインが人気のチョコレートショップ。
ドルチェを味わえるカフェも併設。

17 B1F 有限会社ラッフィナート ＢＡＲ　＆　ＧＥＬＡＴＥＲＩＡ　ＲＡＦＦＩＮＡＴＯ
バールジェラテリア
ラッフィナート

ジェラテリア＆バール
芦屋の人気リストランテが新展開。本場イタリアのスタイルで
ジェラート、パニーニ、お酒、コーヒー等が味わえる。

18 B1F 株式会社阪急リテールズ ａｓｎａｓ アズナス コンビニエンスストア
お客様ひとりひとりに「ちょっといい」を感じていただけるような
「すてき生活」応援ショップ。

19 1F 株式会社ワナビー ＧＡＲＢ　Ｍｏｎａｑｕｅ ガーブ　モナーク レストラン・バー・カフェ ●
大阪ＧＡＲＢがキタエリアに誕生。モダンかつ自然の風景を食材
＆空間に意識し取り入れた寛ぎ感溢れる１３０席。

20 1F
非公開

テナント様の事情で
非公開としています

- - サービス

21 1F
非公開

テナント様の事情で
非公開としています

- - サービス

店舗紹介

出店状況

日
本
初

梅
田
初

大
阪
初

関
西
初

新
業
態

カテゴリーフロア 店舗名 店舗名（フリガナ）企業名



●南館　（１８７店舗）

22 B1F 株式会社リベルテ ｌｅｓ　ｍｉｌｌｅ　ｆｅｕｉｌｌｅｓ　ｄｅ　ｌｉｂｅｒｔｅ レミルフォイユ　ドゥ　リベルテ フラワー ●
｢生活芸術｣をテーマにしたフローリスト。切花や鉢物と共に直輸
入の生活雑貨なども販売。

23 B1F 株式会社パレモ 木糸土 モクシド 生活雑貨・レディス ●
作り手の温もりと、自然の素材が本来持っている良さやエネル
ギーを感じられる、生活雑貨を提案するショップ。

24 B1F 株式会社コーエン ｃｏｅｎ コーエン メンズ・レディス・キッズ
気軽におしゃれを楽しもうがブランドコンセプト。アメカジをベース
にしたアイテムを豊富に展開しています。

25 B1F 株式会社ポイント ＢＬＩＳＳ　ＰＯＩＮＴ ブリスポイント メンズ・レディス・雑貨 ●
高のベーシックにトレンドをミックスした大人の為の洗練された

アイテムを発信。

26 B1F 株式会社みずほ銀行 みずほ銀行 ミズホギンコウ ＡＴＭ
「 も信頼される金融機関」を目指す株式会社みずほ銀行のＡＴ
Ｍ。

27 B1F 株式会社りそな銀行 りそな銀行 リソナギンコウ ＡＴＭ 「 も身近で も役に立つ銀行」を目指すりそな銀行のATM。

28 B1F 株式会社三井住友銀行 三井住友銀行 ミツイスミトモギンコウ ＡＴＭ 土日祝日も休まず営業。生体認証・ＩＣ対応ＡＴＭ設置拠点。

29 B1F 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行
ミツビシトウキョウ
ユーエフジェーギンコウ

ＡＴＭ
「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行のATM。

30 B1F 日本郵便株式会社 郵便局 ユウビンキョク 郵便局
郵便・貯金・保険の商品、サービスなどを通じてより良い生活づ
くりに貢献しています。

31 B1F
株式会社ネイルズユニーク
オブジャパン

ＮＡＩＬＳ　ＵＮＩＱＵＥ　ＵＬＴＩＭＩＤ　ＵＳ
ネイルズユニーク
アルティミッド　アス

ネイルサロン
ココロもカラダもリラックスできる時間と、美しい指先のために。
心のこもったサービスを提供。

32 B1F 株式会社スキャンデックス ｉｉｔｔａｌａ イッタラ キッチン雑貨 ●
北欧フィンランドのテーブルウエアブランド。時代に左右されない
日常使いのデザインが見つかるショップ。

33 B1F 福助株式会社 乙女福助 オトメフクスケ レッグウエア ●
伝統の品質と美しいデザイン。一歩足を踏み入れた瞬間から、
乙女心の血が騒ぐレッグウエアのワンダーランド。

34 B1F 株式会社ウンナナクール ＬｕｎｃＨ ランチ
インナーウエア・
ルームウエア・レッグウエア

シンプルだけど素材にこだわって、快適発想のデザインを追求
するボーダレスアンダーウエアショップ。

35 B1F 株式会社ファッション須賀 Ｒｉｂｂｏｎ　ｈａｋｋａ　ｋｉｄｓ リボン　ハッカ　キッズ キッズ・雑貨 ●
ハッカキッズのコンセプトショップとして｢アニバーサリー｣をテー
マに新しいコミュニケーションを提案。

36 B1F メーカーズシャツ鎌倉株式会社 メーカーズシャツ鎌倉 メーカーズシャツカマクラ メンズ・レディス ●
関西初出店のメンズ・レディスシャツ専門店。「MADE IN
JAPAN」の上質なシャツが4900円。

37 B1F 株式会社ドラフト Ｄ－ＢＲＯＳ ディーブロス 生活雑貨 ●
デザイン集団｢Ｄ－ＢＲＯＳ｣が提案する、スタンプでオリジナルア
イテムを創作できる参加型ショップ。

38 B1F 株式会社グラムス ＬＥＳ　ＴＯＩＬＥＳ　ＤＵ　ＳＯＬＥＩＬ レ・トワール・デュ・ソレイユ バッグ ●
色鮮やかなストライプが特徴の南仏のファブリックブランド。生地
を通し南仏のライフスタイルを提案します。

39 B1F 株式会社アーバンリサーチ ＫＢＦＢＯＸ ケービーエフボックス ファッション雑貨 ●
独自の視点でセレクトされたユニークな雑貨や小物をまさに大き
な箱に詰め込んだＳＨＯＰ。

40 B1F 株式会社ぶんご Ｔｒａｎｓｉｔ． トランジット 生活雑貨 ●
｢流行の交り合う場所｣をテーマに毎日の生活が楽しくなる雑貨
を提案するセレクトショップ。

41 B1F 株式会社デルフォニックス Ｓｍｉｔｈ スミス ステーショナリー ●
機能的でありながらデザインの良いステーショナリー、雑貨を国
内外問わずセレクトしたショップ。

42 1F 株式会社ユナイテッドアローズ ＤＲＡＷＥＲ ドゥロワー レディス ●
メインとなる質の高いオリジナル商品と厳選した国内外のブラン
ドを独自のコーディネートで提案。

43 1F 株式会社ラクラス ＤＥＵＸＩÈＭＥ　ＣＬＡＳＳＥ ドゥーズィエム クラス レディス
ニューレーベル"MUSEdedeuxiemeclasse"をスタートして更に世
界観が広がります。

44 1F 株式会社ユナイテッドアローズ ＣＨＲＯＭＥ ＨＥＡＲＴＳ クロムハーツ ジュエリー・アクセサリー ●
米国クロムハーツ社が手がけた圧倒的な店内と、クラフトマン
シップ溢れる商品をお届け。

45 1F 株式会社サザビーリーグ Ｒｏｎ　Ｈｅｒｍａｎ ロンハーマン メンズ・レディス・キッズ ●
名だたるセレブリティやファッショニスタから愛され続けるカリフォ
ルニア発祥のスペシャリティストアが登場。

46 1F 株式会社 Les Deux ＡＵＸ ＢＡＣＣＨＡＮＡＬＥＳ オーバカナル カフェ＆ブラッスリー ●
本場の賑わいと味わいが息づく空間の中で、フランス大衆食文
化を伝えるフレンチスタイルのカフェ。

47 1F
有限会社コンテンポラリー
プランニングセンター

bib baR ビブ　バール カフェ＆鉄板バール ●
夜は鉄板のまま提供される熱々の料理やタパス、昼はパスタや
スイーツを楽しめるカフェ＆鉄板バール。

48 1F 株式会社ワールド Ｌａ　ｂｏｕｔｉｑｕｅ　ＤＲＥＳＳＴＥＲＩＯＲ ラ　ブティック・ドレステリア レディス ● ●
ドレステリアのマインドであるトラッド、クラシックテイストをサロ
ン・ブティックスタイルで提案するショップ。

49 1F リデア株式会社 ＳＴＲＡＳＢＵＲＧＯ ストラスブルゴ レディス ●
クオリティの高いライフスタイルを求める大人のためのセレクト
ショップ。

50 1F 株式会社パル Ｗｈｉｍ Ｇａｚｅｔｔｅ ウィム ガゼット レディス ●
高感度な女性に向けた大人のセレクトショップ。ミックス感をコン
セプトに新しいスタイルを提案。

51 1F
株式会社シマムラトーキョー・
コーポレーション

Byzance　Berceure ヴィザンス　ベルスール レディス ●
アンティークレースや刺繍を閉じ込めたデイリー使いの服と異国
の風が吹き抜ける小物をミックスしてお届け。

52 1F 株式会社フィーゴ Ｆｅｌｉｓｉ フェリージ バッグ ●
上質な素材と、熟練職人の手作りの温もりが特徴の、バッグ・革
小物を中心に展開するイタリアンブランド。

53 1F 株式会社リステア ＲＥＳＴＩＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ リステアデジタル デジタル雑貨 ●
「ファッションを身にまとうように」をコンセプトに、 新のガジェッ
トを集めたデジタルストア。

54 1F 株式会社パル LIVETART リヴェタート インテリア・生活雑貨 ●
世界中から集めた手仕事を感じる生活雑貨を中心に生活を楽し
く彩るアイテムを揃えるライフスタイルブランド。

55 1F 株式会社ビームス BEAMS GOLF ビームス ゴルフ ゴルフ ●
ファッション性とゴルフに必要な機能性を両立させた、ビームス
ならではのゴルフスタイルを提案。

56 1F 株式会社ジョンブル Ｄｒｅｓｓａｇｅ Ｊｏｈｎｂｕｌｌ Ｐｒｉｖａｔｅ ｌａｂｏ
ドレサージュ ジョンブル
プライベートラボ

メンズ・レディス ●
「ヴィンテージ」と「モダン」をキーワードに上質なモノを集めた
ジョンブルプライベートラボの新業態。

57 1F 株式会社スタニングルアー ＳＴＵＮＮＩＮＧ ＬＵＲＥ スタニングルアー レディス
流行に流されることなく、自分自身の内なる輝きを磨くため、
も自分らしくいられるワードローブをご提案。

58 1F 株式会社リ・ライフ ＳＯＳＨ　Ｔｈｅ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｂａｒ
ソッシュ　ザ　マーケット
バール

イタリアンバール ●
生産者と産地直送にこだわりぬいた食材とワインを楽しむNYス
タイル！SOSHTheMarketBar。

59 1F 株式会社花弘 ＨＡＮＡＨＩＲＯ ＣＱ ハナヒロ シーキュー フラワー ●
フラワーアーティスト細沼光則による、パリスタイルの洗練された
フラワーブティック。

60 2F 株式会社ビームス BEAMS EX　Demi-Luxe BEAMS
ビームス EX
デミルクス ビームス

メンズ・レディス ●
クオリティにこだわった大人の男性と自分なりのファッションを楽
しむ自立した女性へ向けて提案するショップ。

店舗紹介店舗名 店舗名（フリガナ） カテゴリーフロア 企業名
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61 2F 株式会社トゥモローランド ＧＡＬＥＲＩＥ　ＶＩＥ ギャルリー　ヴィー レディス
装うこと、住まうこと、そのすべてが自分らしくあるために。 ギャ
ルリー・ヴィーは生活のギャラリーです。

62 2F
株式会社アバハウス
インターナショナル

ＤＥＳＩＧＮＷＯＲＫＳ　ｄｅｕｘｃｏｔｅｓ デザインワークス ドゥ・コート メンズ・レディス ●
セレクトと自社商品をミックスして提案する大人の為のショップ。
大阪初のメンズとレディスを同一フロア展開。

63 2F 株式会社ラクラス ＥＤＩＴ．ＦＯＲ　ＬＵＬＵ エディット フォー ルル レディス
エレガントでフェミニンなお洋服にユーモアをプラスさせた独自の
世界観が人気。大阪店は「ビストロ」をイメージ。

64 2F 株式会社ナノ・ユニバース ｎａｎｏ・ｕｎｉｖｅｒｓｅ ナノ・ユニバース メンズ・レディス
東京カジュアルをベースにヨーロピアントラディショナルを織り交
ぜ洗練された｢装い｣を提案するセレクトショップ。

65 2F 株式会社ジュン ROPÉ　mademoiselle ロペ　マドモアゼル レディス ●
上品で、知的で、ポジティブな生き方を志向する現代的な若々し
い女性たちに、ワンランク上のスタイルを提案。

66 2F 株式会社パル ＧＡＬＬＡＲＤＡＧＡＬＡＮＴＥ ガリャルダガランテ レディス
コケティッシュでいて上品。相反するものが1つになり、両面性を
越えた魅力あるスタイルを提案するブランド。

67 2F 株式会社トゥモローランド Ｅｄｉｔｉｏｎ エディション メンズ・レディス ●
本質を知り、遊び心を持つ大人に向け、独自の視点で選び抜か
れたアイテムが並ぶ、ニューコンセプトショップ。

68 2F 株式会社ワン・ビー・ワン ＰＬＡＩＮ ＰＥＯＰＬＥ プレインピープル
レディス・生活雑貨
・グロサリー

●
レディスの服を主体に雑貨や調味料やお茶までもが並ぶオール
ジェンダー向けライフスタイル提案型ストア。

69 2F 株式会社クークロワッサン ｎｏｖｅｌｌｅｔｔｅ ノヴェレッテ
アクセサリー・生活雑貨・
ステーショナリー・
ファッション雑貨

●
一つ一つのモノから物語が生まれるように、クークロワッサンが
贈る家をテーマにしたコンセプトストア。

70 2F 有限会社ウィーブトシ ＣＡ４ＬＡ カシラ 帽子
車庫をイメージしたヴィンテージ感溢れるラグジュアリーな世界
観の内装の中で、厳選された帽子を提案。

71 2F 金子眼鏡株式会社 金子眼鏡店 カネコガンキョウテン メガネ・サングラス ●
眼鏡産地・福井県鯖江市の老舗メーカー『金子眼鏡』の直営店。
居心地の良い空間で上質な眼鏡をご提案。

72 2F 株式会社アーバンリサーチ ＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨ ＲＯＳＳＯ アーバンリサーチロッソ レディス
SHOWWINDOWをテーマにファッション感度の高いカジュアルと
艶やかさを併せ持ったスタイルを提案します。

73 2F ラッシュ株式会社 Ｑｕ'ｉｌ　fａｉｔ　bｏｎ キル フェ ボン ケーキ・カフェ ●
「キルフェボン！（なんていい陽気なんだろう！）」とつい口ずさ
みたくなるような「タルト専門店」。

74 3F 株式会社エレファント ＲＯＳＥＢＵＤ　ＣＯＵＰＬＥＳ ローズバッドカップルズ
メンズ・レディス・キッズ
・ライフスタイル雑貨

●

ＲＯＳＥＢＵＤがセレクトしたメンズ、レディス、キッズのウェアや
シューズ、アクセサリー、ライフスタイル雑貨を展開する複合
ショップ。

ＢＥＡＵＴＹ＆ＹＯＵＴＨ　ＵＮＩＴＥＤ　ＡＲＲＯＷＳ
ビューティ＆ユース
ユナイテッドアローズ

メンズ・レディス
精神的な美と永続的な若さをコンセプトにカジュアルテイストを
ベースとしたセレクトショップ。

Ｓｔｅｖｅｎ　Ａｌａｎ スティーブン アラン メンズ・レディス ● ●
ＮＹのファッションを牽引するスティーブン アランは、オリジナル
アイテムを軸に良質なセレクトを誇るショップ。

76 3F 株式会社シップス ＳＨＩＰＳ シップス メンズ・レディス
“ＳＴＹＬＩＳＨ ＳＴＡＮＤＡＲＤ”をコンセプトに、時代を感じながら
も、こだわりのスタイルを提案。

77 3F CHOYA株式会社 蝶矢シャツ チョーヤシャツ シャツ ●
創業明治十九年、日本の老舗シャツメーカーCHOYAが昔ながら
のシャツを今に復刻してお届けする専門店。

78 3F 株式会社スリィインフィニティー ＷＨＩＴＥＨＯＵＳＥ　 ホワイトハウス ヘアサロン・ネイル ●
輝き続けたい・毎日ワクワクしたい。オンナゴコロがわかるキレ
イになりたい気持ちを大切にするサロン。

79 3F
株式会社ファーイースト
カンパニー

ａｌｌｕｒｅｖｉｌｌｅ アルアバイル レディス ●
どんなテイストであっても上品さを常に兼ね備える女性のための
商品を提案するショップ。

80 3F 株式会社シティーヒル Ｐｅｒｌｅ　Ｐêｃｈｅ ペルルペッシュ レディス
クラシック・フェミニンをベースに上質な素材・ディテールにこだ
わった大人のベーシック商品を展開。

81 3F 株式会社ジュン JUNRed ジュンレッド メンズ ●
ＪＵＮＲｅｄが関西初出店。カジュアルを中心にオンタイムでも使
えるウエアまで網羅した新しい形のショップ。

82 3F 株式会社栗原 override オーバーライド 帽子
国内外の帽子や帽子のケアグッズまで幅広くラインナップし、全
ての人に帽子の楽しさを提供する帽子専門店。

83 3F 株式会社エストインターナショナル ＡＵＸ　ＰＡＲＡＤＩＳ オゥパラディ コスメ・フレグランス ●
香水やロバミルク、アルガンオイル等世界の美しい場所から届
いた素晴らしい素材と製品をお届けするショップ。

84 3F
株式会社サマンサタバサ
ジャパンリミテッド

(仮)Samantha　Thavasa　Deluxe　プラス
(仮)サマンサタバサ
デラックス　プラス

バッグ・生活雑貨 ●
洗練されたバッグや小物の販売に加え、ギフトや思わず自分が
欲しくなってしまうキュートな雑貨をご用意。

85 3F 株式会社トリニティー Sutra スートラ バッグ・革小物 ● ｢生活の質的向上を目指した自然との調和｣がコンセプト。

86 3F 株式会社アンジュ Ｌｅｓ　Ａｎｇｅｓ　ハワイアンジュアリー
レザンジュ
ハワイアンジュエリー

アクセサリー ●
関西初の本格的なオーダーメイドのハワイアンジュエリーショッ
プ。お客様の要望に沿って現地ハワイにて制作。

株式会社アイシーエル Afternoon Tea ＬＩＶＩＮＧ アフタヌーンティー・リビング インテリア・生活雑貨
毎日を積極的に愉しむための、ちょっとした演出や、ぬくもりやと
きめきを感じるアイテムをお届け。

アイビー株式会社 Afternoon Tea TEAROOM
アフタヌーンティー・ティー
ルーム

カフェ
おいしい紅茶をまんなかに、日常のなかに心地よい刺激をお届
けする、アフターヌーンティー・ティールーム。

88 3F 株式会社ビショップ Ｂｓｈｏｐ ビショップ メンズ・レディス・生活雑貨
シンプル、機能的で美しいデザインで暮らしの中で長く親しまれ
るｅｖｅｒｙｄａｙｃｌａｓｓｉｃを紹介。

89 3F 有限会社Mother's　Industry ｍｉｚｕｉｒｏ　ｉｎｄ ミズイロインド レディス ●
シンプルでナチュラルなオリジナルブランドを中心に国内外のア
イテムをミックスしたセレクトショップ。

90 3F 株式会社アンビデックス ｒｅｌâｃｈｅｒ　＆　ｎｏｎ-ｓｅｎｓ ルラシェ　アンド　ノンサンス レディス ●
｢ルラシェ｣｢ノンサンス｣｢キャリーヌ｣｢ミント コンディションズ｣の
多様な個性のブランドが集まったセレクトショップ。

91 3F
株式会社シマムラトーキョー・
コーポレーション

Ｂｌｏｓｓｏｍ　ｇａｒｄｅｎ ブロッサム　ガーデン シューズ ●
日常を自分らしく過ごすために、フェミニンカジュアルなシュー
ズ・雑貨を提案するショップ。

92 3F 株式会社レイ・カズン ｍｊｕｋａ ミューカ レディス ●
カジュアルだけど、カジュアルすぎない、大人の日常着をお届
け。

93 3F 株式会社サンポークリエイト Ａｎｅ　Ｍｏｎｅ アネモネ
アクセサリー・
ファッション雑貨

大人の女性がちょっと遊びでつけられる。そんな質感・グレード
を大切にした、こだわりのあるアクセショップ。

94 3F 株式会社ピーナッツファーム ＢＡＧ’ｎ’ＮＯＵＮ バッグンナウン バッグ ●
合理性や利便性だけでなく、”それ以外の魅力”を 優先させた
バッグそれが「BAG'n'NOUN」です。

95 3F 株式会社エイ・ネット ＭＥＲＲＥＭ メレム レディス ● ●
こころもスタイルも輝かせ、軽やかに。女性であることを楽しみ
尽くすためのデイリーウエアブランド。

96 3F 株式会社ビームス Ｂ：ＭＩＮＧ ＬＩＦＥ ＳＴＯＲＥ ｂｙ ＢＥＡＭＳ
ビーミング ライフストア
 ｂｙ ビームス

メンズ・レディス・キッズ ●
BEAMSプロデュースの、ご家族３世代に向けたファッションとライ
フスタイルを提案する複合型ショップ。

97 3F 株式会社 ユナイテッドアローズ UNITED ARROWS green label relaxing
ユナイテッドアローズ
グリーンレーベル リラクシング

メンズ・レディス・キッズ
訪れるたびに新しい発見があって心が豊かになる｢モノ｣｢コト｣、
を提案する服と雑貨のブランド。

株式会社ユナイテッドアローズ
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98 3F タビオ株式会社 Ｔａｂｉｏ タビオ レッグウエア
働く大人の女性とそのパートナーへ「メイド・イン・ジャパン」のも
のづくりにこだわった上質な靴下をお届け。

99 4F ギャップジャパン株式会社 ＢＡＮＡＮＡ ＲＥＰＵＢＬＩＣ バナナ･リパブリック メンズ・レディス
洗練された大人に向けた上質な素材とデザインで、リラックス感
があり汎用性の高いワークスタイルを提案。

100 4F
株式会社アバハウス
インターナショナル

ＭＹＳＥＬＦ ＡＢＡＨＯＵＳＥ マイセルフ アバハウス メンズ・レディス ● ●
マイセルフは現時代だからこそ感じられる心地良い等身大の
ワードローブと雑貨を提案。

101 4F 株式会社オンワード樫山 ＨＥＡＲＴ　ｏｆ　ＤＫＮＹ
ハート オブ
ディーケーエヌワイ

メンズ・レディス・キッズ ●
MANHATTAN WEEKEND LIFEをコンセプトとしたDKNY初のライ
フスタイルストア。

102 4F 株式会社ジュン Ｒｏｐé Ｐｉｃｎｉｃ ｆｌｅｕｒ ロペピクニック フルール レディス ● ●
“選ぶ”楽しさを、ロペピクニック フルールで感じて欲しい。そん
な気持ちが詰まった、ｖｉｓとの複合ショップ。

103 4F ベネトンジャパン株式会社 ＳＩＳＬＥＹ シスレー メンズ・レディス ●
フランス発祥のシスレー。流行に敏感な若い世代をターゲットに
洗練された高感度なファッションを提案。

104 4F 株式会社アシスト ｕｎ　ｐａｓｅｏ アンパセオ レッグウエア
靴下を中心に、服飾雑貨、シューズとのコーディネートで、足元
から楽しい毎日をご提案するショップ。

フィオリア　　　　　　　　　　 フィオリア アイブロウ・まつげ・ネイル ●
｢手軽に｣｢気軽に｣｢確実に｣
あなたのなりたいキレイを叶えるパーツビューティサロン。

(仮)シフォニア (仮)シフォニア 毛穴ケア・スキンケア ●
毛穴による肌トラブルを専門にし、全く新しい施術により毛穴レ
スな美肌に導くピンポイントスキンケアサロン。

106 4F 株式会社ワコール ＡＭＰＨＩ　ＰＲＯＣＨＥ アンフィ　プロシュ インナーウエア ●
ちょっと贅沢で大切な私だけのＭｙ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｄｒａｗｅｒ　優しく
幸せな時間が流れる空間。

107 4F ダイアナ株式会社 ＤＩＡＮＡ Ｒｏｍａｃｈｅ ダイアナ ロマーシュ シューズ・バッグ ●
「年齢」ではなく「感性」をコンセプトに、知性と自由な遊び心を兼
ね備える大人の女性のためのブランド。

108 4F 株式会社ノーリーズ ｓｔｅｆｉｓ シュテフィス レディス ●
シンプルでカッコイイだけじゃない、女子度ＵＰなアイテムを今ど
き女子に提案するショップ。

109 4F 株式会社元林 ｑｕａｔｔｒｏ･ａｎｇｏｌｉ クアトロ･アンゴリ バッグ
オフィスシーンやプライベートをより個性的にスタイリッシュに仕
上げる、バッグと雑貨のセレクトショップ。

110 4F 株式会社ラウンドアバウト 印　ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ イン　マスマティクス メンズ ●
印が新しく発信する、エッセンスの効いたデイリーウエア、グッズ
を提案するショップ。

111 4F 株式会社吉田 ＫＵＲＡ ＣＨＩＫＡ　ＹＯＳＨＩＤＡ クラチカ ヨシダ バッグ ●
メイドインジャパンのものづくりとこだわりを大阪初の吉田カバン
の直営店よりお届け。

112 4F 株式会社ピーナッツファーム ＳＩＸＴＹ　ＯＮＥ　ＡＲＲＯＷ シックスティ　ワン　アロー メンズ・レディス ●
「KATO'」・「グランマ　ママ　ドーター」を中心に、流行に流されな
いモノ達がセレクトされた空間。

113 4F
株式会社 カイタック
インターナショナル

パラスパレス パラスパレス メンズ・レディス
人の手がつくりだす、繊細で柔らかな味わいを大切に心と体を
やさしくつつむモノづくりを目指します。

114 4F 株式会社アンビデックス Ｉ’ａｔｅｌｉｅｒ　ｄｕ　ｓａｖｏｎ アトリエドゥサボン レディス ●
他にない遊び心のある6つのブランドが集まった、個性を大切に
した自由な着こなしを提案するショップ。

115 4F
トリンプ･インターナショナル
･ジャパン株式会社

Ｔｒｉｕｍｐｈ トリンプ インナーウエア ●
女性の美と自信、そして生き方を応援するトリンプのインナー
ウェアをお届け

116 4F 株式会社ジェイ・ビー Ｌｕｃｃａ　ｌｌｅｎａ ルカリエナ シューズ ●
レザーの素材・デザインにこだわり、エレガンスでフェミニンなス
タイルを提案するシューズセレクトショップ。

117 4F
株式会社コチ・
インターナショナル

Ｌｅｓ　ｔｒｏｉｓ　ｓｏｅｕｒｓ トワスール バッグ・雑貨 ●
上質でＰＯＰ＆ＣＵＴＥ。可愛い中にもどこかエレガントさが漂う
バッグと雑貨をお届けします。

118 4F 株式会社えにし ｎａｎａ’ｓ　ｇｒｅｅｎ　ｔｅａ ナナズグリーンティー 和カフェ ●
抹茶を切り口に、素晴らしい日本の食文化を現在の茶室という
空間を通して｢日本の新しいカタチ｣として発信。

119 4F 株式会社ジェイアイエヌ ＪＩＮＳ ジンズ メガネ
パソコン用メガネ「JINS PC」や軽量メガネ「Air frame α」で話題
のアイウエアショップ。

120 4F エース株式会社 ＋ＳＴＹＬＥ プラススタイル バッグ ●
メイドインジャパンのビジネスバッグやトートバッグなどを扱う
バッグのセレクトショップ。

121 4F
株式会社ヒーロー
インターナショナル

ｎｕｄｉｅ　ｊｅａｎｓ ヌーディージーンズ メンズ・レディス・キッズ ●
スウェーデン発のデニムブランド。第二の肌という感覚を大事
に、音楽とリンクし、環境への配慮も行っています。

122 4F 株式会社エイ・ネット ＣＡＢＡＮＥ　ｄｅ　ＺＵＣＣａ カバン ド ズッカ メンズ・レディス
着る人にも、見る人にも心地良く、日々に新しいオーガニック・ス
パイスを加えるような“日常着”を提案。

123 4F 株式会社ヌーヴ・エイ ＴｉＣＴＡＣ チックタック 腕時計
ファッションやシーンに合わせてスタイリングできる、デザイン・
機能性に優れた腕時計をセレクト。

124 4F 株式会社エフタイム ｇｒｉｆｆｏｎｎｅｒ グリフォネ
アクセサリー・ファッション
雑貨・インテリア

アクセサリーやインテリア雑貨を通じて、遊びゴコロとガーリーな
スパイスを加えたライフスタイルを提案。

125 4F 株式会社CLEDRAN ＣＬＥＤＲＡＮ クレドラン バッグ・革小物 ●
日常に寄り添い、長く使用することで味わいを増す革鞄や革小
物を提案。スタンダードとトレンドをお届け。

126 4F 株式会社三陽商会
Ｅｄｉｎｂｕｒｇｈ　Ｇａｒｄｅｎ
ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ　ＰＨＩＬＯＳＯＰＨＹ

エディンバラガーデン
マッキントッシュ フィロソフィー

メンズ・レディス・雑貨 ● ●
マッキントッシュ フィロソフィーのカジュアルなライフスタイルを表
現した新コンセプトショップ。

127 4F カワノ株式会社 ＢＡＲＣＬＡＹ　ＬＯＵＮＧＥ バークレーラウンジ シューズ ●
お気に入りの一足をゆっくり選べる寛ぎのラウンジ、バークレー
で神戸発ジャパンクオリティの靴との出会いを。

128 4F 株式会社クレヨン ＬＡ　ＢＯＵＴＩＱＵＥ ラ･ブティック レディス ●
トレンド感あふれる服・靴・バッグ・小物etc･･･。関西初のセレクト
SHOP！

129 4F 株式会社リンク・セオリー・ジャパン ＰＬＳＴ プラステ メンズ・レディス
オリジナルラインを展開しながら各国でセレクトした旬のイン
ポートアイテムをプラスしたセレクトショップ。

130 4F 株式会社グランカスケードインク ＧＯＵＴ　ＣＯＭＭＵＮ グーコミューン レディス ●
審美眼を持った透明感漂う大人の女性に向けてエレガンスマイ
ンドで着こなすトータルスタイリングを提案。

131 5F 株式会社ベルカディア ｍｏｎｔ－ｂｅｌｌ モンベル アウトドア
登山をはじめ四季折々の自然を楽しむためのアイテムを豊富に
取り揃えるアウトドアショップ。

132 5F ビクトリノックス・ジャパン株式会社 ＶＩＣＴＯＲＩＮＯＸ ビクトリノックス ライフイスタイル
ＮＥＷストアコンセプトデザイン国内第一号店として、ビクトリノッ
クスの新しい世界観を提案。

133 5F 株式会社クロスカンパニー ＳＥＶＥＮＤＡＹＳ＝ＳＵＮＤＡＹ セブンデイズサンデイ メンズ・レディス・キッズ ●
オフタイムのカジュアルを提案するセレクトショップ。ウエアから
生活雑貨まで多彩に展開します。

134 5F イトキン株式会社 ＨＥＲＥ’Ｓ ヒアーズ メンズ・レディス ●
情報感度が高く、精神的にも自立している25歳の人達（男女）に
向けてのスタイリッシュカジュアルブランド。

135 5F 株式会社ファイブフォックス Ｐｕｒｐｌｅ＆Ｙｅｌｌｏｗ パープルアンドイエロー メンズ・レディス・キッズ
ビンテージ感あふれるアイテムを取りそろえた、アメリカンなライ
フスタイルブランド。

4F105 ピアス ショップワーク株式会社
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136 5F 株式会社ケイス 濱文様 ハマモンヨウ 和雑貨 ●
遊び心溢れるデザインテキスタイルで、お洒落で新しい和を演
出するてぬぐい雑貨ショップ。

137 5F 株式会社心斎橋リフォーム 心斎橋リフォーム シンサイバシリフォーム 洋服リフォーム
熟練職人による高い技術と新鮮な感性を調和させトレンドを意
識したお直しを提案するショップ。

138 5F 株式会社ソシエ・ワールド
Ｈａｉｒ　ｃｕｔｔｉｎｇ　ｇａｒｄｅｎ
ＪＡＣＱＵＥＳ　ＭＯＩＳＡＮＴ

ヘアーカッティングガーデン
ジャック・モアザン

ヘアサロン・ネイル ●
パリに直営のサロンを持ち、パリの 新のカット技術や感性を日
本のサロンでも再現させるこだわりのサロン。

139 5F 株式会社ぶんご Ｂ－ＣＯＭＰＡＮＹ ビーカンパニー インテリア・生活雑貨 ●
ベーシックなインテリアの中に暖かみのある雑貨をちりばめた、
ニューライフスタイルを提案。

140 5F 株式会社 スペースジョイ Ｊ． ［ｐｏｓｈ］　 ジェイポッシュ 生活雑貨 ●
『生活をより楽しく豊かに』をコンセプトに世界中から集められた
ユニークでカラフルな輸入雑貨をお届け。

141 5F カメヤマ株式会社 キャンドルハウス青山 キャンドルハウスアオヤマ キャンドル ●
「暮らしに癒しとぬくもりを」をコンセプトに、キャンドル専門店とし
て豊かなライフスタイルを提案。

142 5F ジーエスエムジャパン株式会社 ＢＩＬＬＡＢＯＮＧ ビラボン メンズ・レディス・キッズ ●
ＢＩＬＬＡＢＯＮＧが新しく発信する、アクションスポーツとファッショ
ンを融合させたコンセプトショップ。

143 5F 株式会社ティムコ Ｆｏｘｆｉｒｅ フォックスファイヤー アウトドア
自然との融和や共生を指向する｢クワイエットスポーツ｣を一貫し
たテーマとして展開するアウトドアブランド。

144 5F
株式会社カンタベリーオブ
ニュージーランドジャパン

ＣＡＮＴＥＲＢＵＲＹ　ＯＦ　ＮＥＷＺＥＡＬＡＮＤ
カンタベリーオブ
ニュージーランド

スポーツ
1904年創業。こだわりのラグビージャージを軸にしたメンズ、レ
ディス、キッズのカジュアルアイテムが充実。

145 5F
株式会社ビルケンシュトックジャ
パン

ＢＩＲＫＥＮＳＴＯＣＫ ビルケンシュトック シューズ
足裏の健康から快適な歩行を提案する、ドイツ発のフットウエア
ブランド。

146 5F 株式会社ホビーラホビーレ ＨＯＢＢＹＲＡ　ＨＯＢＢＹＲＥ ホビーラホビーレ 手芸用品
手づくりを通して上質な暮らしを提案し、季節感のあるhandmade
商品とサービスを提供するショップ。

147 5F 株式会社 ハウス オブ ローゼ Ｃｒａｂｔｒｅｅ ＆ Ｅｖｅｌｙｎ クラブツリー ＆ イヴリン コスメ・フレグランス ●
花や果実など、自然の恵みを 大限に活かした化粧品や雑貨
で、香り豊かな暮らしを演出するブランド。

148 5F
ピーツー・アンド・アソシエイツ株
式会社

Ｐ２　ＤＯＧ　＆　ＣＡＴ ピーツー　ドッグ＆キャット ペット用品
安全で安心なフードやおやつ、デザイン性・機能性に優れたペッ
ト関連商品、ペット好きな方へのギフトも充実。

149 5F 株式会社 大 同 Ｂｌｉｓｓａｌａ ブリサーラ コスメ・フレグランス ●
五感による自分自身との対話。香りの肌診断からインナー
ビューティーまで提案する新スタイルのアポセカリー。

150 5F ル・クルーゼジャポン株式会社 ＬＥ　ＣＲＥＵＳＥＴ ル・クルーゼ キッチン雑貨 ●
フランスで生まれ、世界中で愛されているキッチンウエアのトッ
プブランド。

151 5F 株式会社 グリーティングライフ Ｐａｐｅｒ　Ｍｉｎｔ ペーパーミント ステーショナリー ●
３６５日が記念日。「おめでとう」「ありがとう」心を贈るライフスタ
イルを提案するショップ。

152 5F 株式会社美高商事 HEALTHY-One ヘルシーワン サプリメント
栄養士の資格を持つ専門スタッフが、高品質なサプリメントをご
提案。日本で初めてのビタミンショップ。

153 5F テネリータ株式会社 ｔｅｎｅｒｉｔａ　Ｍａｉｓｏｎ テネリータ・メゾン オーガニック ●
オーガニックコットンをはじめとした心地よい暮らしをトータルで
提案するライフスタイルショップ。

154 5F 株式会社トリニティアーツ STUDIO CLIP スタディオ クリップ 生活雑貨・レディス ● 「日常の心地よさ」をコンセプトに素材にこだわった商品を提案。

155 5F 株式会社脇木工 ＭＯＭＯ　ＮＡＴＵＲＡＬ モモ　ナチュラル インテリア・生活雑貨 ●
素材から製造工程のひとつまでこだわり作る家具。流行の先端
を行くのではなく永遠のスタンダードを目指して。

156 5F 株式会社イデー ＩＤÉＥ　ＳＨＯＰ　ＶＡＲＩÉＴÉ イデーショップ　ヴァリエテ インテリア・生活雑貨 ●
「生活の探求」をテーマに、オリジナル家具や生活雑貨、ファブ
リック、アートなどを提案するインテリアショップ。

157 5F 株式会社ゴールドウイン Ｓａｔｕｒｄａｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐａｒｋ サタディ・イン・ザ・パーク スポーツ ●
人や自然との関わりを大切にしてココロとカラダを整えるための
新しいスポーティーライフスタイルショップ。

158 5F 株式会社ワコール CW－X　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧ　ＳＴＯＲＥ
シーダブリューエックス
コンディショニングストア

スポーツ
カラダを守る、動きやすくするコンディショニングウェア、ＣＷ－Ｘ
（シーダブリューエックス）。

159 5F ティンバーランドジャパン株式会社 Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ　 ティンバーランド アウトドア
エコロジーに拘り、リサイクルや環境に配慮した物を使った商品
や店内で、エコメッセージを発信するショップ。

160 5F ヤマトインターナショナル株式会社 ＡＩＧＬＥ エーグル アウトドア
自然を愛するすべての人々へ。エーグルは約160年の歴史を持
つ老舗ライフスタイルブランド。

161 5F 株式会社ゴールドウイン ＴＨＥ　ＮＯＲＴＨ　ＦＡＣＥ　＋ ザ・ノース・フェイス　プラス アウトドア
マウンテンラインからウィメンズ、キッズラインまで豊富なアイテ
ムに加えヘリーハンセンの世界観を具現化展開。

162 5F 株式会社 フェニックス ＩＮＨＡＢＩＴＡＮＴ　HUT　ＵＭＥＤＡ インハビタント　ハット　ウメダ スポーツ ●
インハビタントとは、アクティヴなユースカルチャーのスタイルを
提案する“ニッポン発”のブランド。

163 6F 株式会社紀伊國屋書店 紀伊國屋書店 キノクニヤショテン
書籍・CD&DVD・
ステーショナリー・カフェ

ジャンルミックスをキーワードに贅沢な知識の場を提供。老舗文
房具店やカフェとのコラボレーションにも注目。

164 6F 株式会社ルミネアソシエーツ ＴＨＥ　ＳＴＵＤＹ　ＲＯＯＭ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ
ザ・スタディールーム
コレクション

サイエンス雑貨 ●
自然科学に心惹かれる好奇心旺盛な大人に向けた、サイエンス
アイテムのセレクトショップ。

165 6F 株式会社リュリュ Ｒ　ｂｒａｎｃｈ　６０３
アール　ブランチ
ロクマルサン

ステーショナリー ●
親しみやすさがあり、選ぶ人の感性で自由に使ってもらえる品
揃えのステーショナリーショップ。

166 6F 株式会社　菱屋 ＤＡＮＡＤ菱屋カレンブロッソ
ダナッド　ヒシヤ
カレンブロッソ

草履・着物 ●
デニム着物やZETTA、バッグなどのメンズ新ラインＤＡＮＡＤと洋
風和装ブランドカレンブロッソとのＷショップ。

167 6F 株式会社三城 ＰＡＲＩＳ　ＭＩＫＩ パリミキ メガネ・サングラス
眼鏡をファッションアイテムの一部として提案。楽しい空間で眼
鏡遊びができる大人のアイウエアショップ。

168 6F 渡辺産業株式会社 ＢＲＩＴＩＳＨ　ＭＡＤＥ ブリティッシュメイド ファッション雑貨 ● ●
英国クラフトマンシップから生まれたブランドストーリーやライフ
スタイルを語り伝えるショップ。

169 6F
近畿日本ツーリスト
個人旅行販売株式会社

近畿日本ツーリスト キンキニッポンツーリスト 旅行代理店
～旅するこころに応えます～こだわりの旅をプロデュースする旅
行会社、近畿日本ツーリスト。

170 6F 株式会社エンドレス ＰＡＲＴＳ　ＣＬＵＢ パーツクラブ ビーズ・アクセサリー ●
世界に1つだけのアクセサリーをハンドメイド。魅力的なビーズや
パーツが揃うショップ。

171 6F 株式会社レモンツリー Ｓｏｕｔｈ　ｂｙ　Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ サウスバイサウスウエスト アクセサリー ●
『Feel West Coast』をテーマにしたアクセサリー、こだわり雑貨が
揃うライフスタイルショップ。

172 7F
株式会社GFBD
インベストメントジャパン

Donnagolosi ドンナゴロージ イタリア料理 ●
歴代米国大統領就任晩餐会総料理長を務めた山本秀正シェフ
のボリューム溢れるパスタ＆カジュアルイタリアン。

173 7F 株式会社リン・クルー 浅草 キッチン大宮 アサクサ キッチンオオミヤ 洋食 ●
東京浅草｢レストラン大宮｣シェフ大宮勝雄が下町洋食をカジュア
ルにワインと合わせた洋食店。

174 7F 株式会社フォンス BRASSERIE Rubin by The Citｙ Bakery
ブラッスリー ルービン
バイ　ザ　シティベーカリー

ベーカリーレストラン ●
ＮＹ『シティーベーカリー』のオーナー“Maury Rubin”の名を冠し
た新業態レストラン。
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175 7F 株式会社備長 ひつまぶし名古屋　備長 ヒツマブシナゴヤ　ビンチョウ ひつまぶし ●
本場名古屋名物｢ひつまぶし｣の名店。独特なタレで仕上げる直
焼き鰻。薬味と出汁で３つの味が楽しめる。

176 7F 株式会社喜助 味の牛たん　喜助 アジノギュウタン　キスケ 牛たん料理 ●
仙台で誕生した牛たん焼きを仙台名物に育てあげた老舗専門
店。素材と手仕込みにこだわり、本場の味をお届け。

177 7F 株式会社シナジー 手打ちそば　石月 テウチソバ　イシヅキ 日本そば ●
東京丸の内に本店を構える名店が関西初出店。手打ち職人に
よる伝統の二八そばにそば屋ならではの酒肴も。

178 7F 株式会社吉仙 函館　函太郎 ハコダテ　カンタロウ 回転寿司 ●
北海道から毎日、新鮮な旬の魚貝を直送。鮮度にこだわった函
館グルメ回転寿司。

179 7F 株式会社泰丸 Ｉｔａｌｉａｎ　Ｂａｒ　ＰＩＥＮＯ　ｆｅｓｔａ
イタリアンバール
ピエーノ　フェスタ

イタリアンバール ● 季節の旬な食材を使った、気取らず楽しむイタリアンバール。

180 7F 株式会社アキナイ Ｂａｒ　Ｅｓｐａňｏｌ　ＬＡ　ＢＯＤＥＧＡ
バル　エスパニョール
ラ・ボデガ

スペインバル ●
スペインバルの真骨頂“海バル”の名のもとに濃厚な魚介エキ
スを詰め込んだ存在感抜群の魚介系料理をお届け。

181 7F 株式会社大阪味彩 宮崎料理　万作 ミヤザキリョウリ　マンサク 宮崎料理 ●
創業80年、名物地頭鶏もも焼きが地元宮崎から愛され続ける万
作が関西エリア初出店。

182 7F 株式会社ホットファクトリー 博多漁家　磯貝 ハカタリョウケ　イソガイ 炉端・海鮮料理 ●
とにかく魚の旨い店。玄界灘で獲れた魚をその日のうちに毎日
直送。博多の超人気店｢磯貝｣が大阪初出店。

183 7F 株式会社ティーケーエス （仮）沖縄料理 （仮）オキナワリョウリ 沖縄料理 こだわりの沖縄料理と泡盛をお客様にお届け。

揚八 アゲハ 串揚げ ●
嗜好を凝らした季節を感じる串カツとソムリエ厳選のワイン。ア
ゲハ蝶の様なふんわりとした軽い口当たりが特徴。

九志焼亭 クシヤキテイ くわ焼き ●
大阪名物くわ焼とは『鍬』を鉄板代わりに食材を焼く串焼。グラン
フロント大阪 小規模の7席で人情味あり。

185 7F 株式会社福太郎 福太郎 フクタロウ お好み焼き ●
行列のできるミナミのお好み焼き店がキタに初出店、厳選された
具材とふっくらした生地が調和した絶品を提供。

186 7F 梁　清子 鶴橋　お好み焼き　オモニ
ツルハシ　オコノミヤキ
オモニ

お好み焼き ●
韓流スターをはじめ、有名人が多数訪れる創業48年の鶴橋の
老舗が、大阪のソウルフードをお届け。

187 7F レボグループ有限会社 Ｒｅｖｏ レボ 洋食 ●
上級の黒毛和牛を一頭買いするこだわり。ゆえに本物の味を

リーズナブルに提供する事が出来る本格洋食店。

188 7F 株式会社エンカレッジ 大坂おでん　焼とん　久
オオサカオデン
ヤキトン　キュウ

おでん・焼とん ●
日本料理人小山裕久の「しろ赤おでん」と阿波の美味しいもの
が出る「上居酒屋」。カリカリの焼きとんも在。

189 7F 有限会社ターナ Ｔａｎａ　Ｌａ　Ｔｅｒｒａｚｚａ ターナ　ラ　テラッサ イタリア料理 ●
厳選した素材をライブ感溢れる店内で本格的イタリア料理を何
時でも誰とでもリーズナブルに楽しめる空間。

190 7F うおまん株式会社 海老れんこん エビレンコン 海老・れんこん料理 ●
海老とレンコンをテーマに、和の料理人が作り上げる創作逸品
料理と美味なるお酒。

191 7F イクスクイジット株式会社 韓国料理　水刺間 カンコクリョウリ　スラッカン 韓国料理 ●
韓国料理のイメージを覆すモダンでナチュラルなデザインと韓国
料理の持つ伝統や日本人の和心が融合した空間。

192 7F 株式会社梅田白雲台 白雲台 ハクウンダイ 焼き肉 ●
大阪鶴橋にて創業40年。肉は国産黒毛和牛料理で全て手作り
です。

193 7F 株式会社にし家 心斎橋　にし家 シンサイバシ　ニシヤ 天ぷら・うどん・鍋料理 ●
揚げたての天ぷらを肴においしいお酒が飲める。大阪うどんに
しゃぶしゃぶ、うどんちりとこだわりの鍋料理。

194 7F 株式会社ホノルルコーヒージャパン ＨＯＮＯＬＵＬＵ　ＣＯＦＦＥＥ ホノルルコーヒー ハワイアンコーヒー ●
ハワイ、お台場で大人気のホノルルコーヒーが関西初出店。
高級のコナコーヒーが味わえるハワイアンカフェ。

195 7F 株式会社WDI JAPAN Ｔａｏｒｍｉｎａ タオルミーナ イタリア料理 ●
ハワイで人気のイタリアン『タオルミーナ』がシチリア料理を気軽
に楽しむトラットリアとして日本初上陸。

196 7F
立花エンターテインメント
・ワン株式会社

和食　たちばな ワショク　タチバナ カジュアル和食
日本料理をカジュアルに、素材の四季自然を大切にしたお料理
を楽しめる和食店。

197 7F 株式会社アクアプランネット Ｆｒｅｎｃｈ　ｃａｆｅ　Ｐａｎｅ　ｄｅ　ｍａｌｅ フレンチカフェ　パン　デ　メレ フランス料理 ●
本場仕込みのガレットとクレープとキャセロール、ビストロ料理を
ワインとともに楽しめるフレンチカフェ。

198 7F 株式会社チャオコンセプトジャパン ＤＩＭＪＯＹ ディムジョイ 中国料理・飲茶 ●
シンガポールの女優ミシェール・サラムとアマンリゾートファミ
リーが手掛ける美と健康を意識したモダン飲茶。

199 8F JOE'S　SHANGHAI　JAPAN株式会社 (仮)ＪＯＥ’Ｓ ＳＨＡＮＧＨＡＩ,New York
（仮）ジョーズシャンハイ,
ニューヨーク

中国料理・飲茶 ●
｢ＮＹ・Ｔｉｍｅｓ｣｢ＺＡＧＡＴ｣等、多数の星を獲得し、ニューヨーカー
を虜にした有名中華料理店。

200 8F 株式会社碧 鉄板焼ステーキレストラン　碧
テッパンヤキステーキ
レストラン　ヘキ

鉄板焼ステーキ ●
安心・新鮮な沖縄の食材を用い、女性スタッフのみで運営する
「おもてなし経営」の鉄板焼ステーキレストラン。

201 8F アサダ株式会社 リュミエール大阪KARATO リュミエールオオサカカラト 現代風野菜フレンチ ●
フレンチの技法を駆使した充実の野菜プレートと20種以上のア
ラカルト。低糖質メニューで健康と美食を両立。

202 8F 株式会社コカレストランジャパン マンゴツリー大阪 マンゴツリーオオサカ タイ料理 ●
バンコクに本店を構える“mango　tree”から、心に残る洗練のタ
イ料理と微笑みの国のおもてなし。

203 8F 株式会社EPICURIENS 日本料理　大坂　ばさら
ニホンリョウリ
オオサカ　バサラ

和食 ●
東京で大人気の「ばさら」名物トマトすき焼きが大阪初上陸！日
本料理人小山裕久の創意溢れる日本料理。

204 8F 株式会社コモス ＩＬ BＯＣＣＡＬＯＮＥ イル ボッカローネ イタリア料理 ●
「本場の味と雰囲気を限りなく…」をコンセプトに誕生した、日本
にいることを忘れさせてくれる空間。

205 8F 株式会社湯川 魚匠　銀平 ウオショウ　ギンペイ 和食
和歌山の箕島漁港を中心に、鮮度にこだわった魚料理をお届
け。

206 8F 株式会社プリモ 産直素材＆ワインバール CIAO NATURE
サンチョクソザイアンドワイン
バール　チャオ　ナチュレ

バル・ワインバー ●
産地直送の厳選された食材と高級ワインが楽しめるワンランク
上のバル。

207 9F ソルト・コンソーシアム株式会社
THE COSMOPOLITAN
GRILL｜BAR｜TERRACE

ザ　コスモポリタン
グリル｜バー｜テラス

グリル料理 ●
青山のTWOROOMSのプロデューサー達、EDDIE、MATTHEW 、
NATHANが大阪初上陸!!

208 9F 株式会社ファミリーマート ファミマ!! ファミマ!! コンビニエンスストア
お客様のライフスタイルに合わせた品揃えと快適な空間で、楽し
さを提供する新しいスタイルのコンビニ。

大和串Planning株式会社184 7F
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●北館　（５８店舗）

209 B1F 株式会社コンパル
ブライダルギャラリー
ｂｙ　ＣＯＭＰＡＬ＆ＴＡＫＡＭＩ　ＢＲＩＤＡＬ

ブライダルギャラリー　ｂｙ
コンパル＆タカミブライダル

ブライダルサロン
国内ホテル・ハウス挙式からタカミブライダルのハワイ挙式ま
で、２人の希望に合った結婚式場選びをトータルサポート。

210 B1F 株式会社ココカラファイン ココカラファイン ココカラファイン ドラッグストア ●
おもてなしの心を大切にするドラッグストア。医薬品・化粧品の
他多彩な品揃えでお客様のニーズにお応え。

211 B1F
非公開

テナント様の事情で
非公開としています

- - サービス

212 B1F 株式会社セブン-イレブン・ジャパン セブン-イレブン　 セブン-イレブン コンビニエンスストア
「近くて便利」なお店。セブン-イレブンのオリジナル商品やサー
ビスを明るい笑顔でお届け。

213 B1F
非公開

テナント様の事情で
非公開としています

- - サービス

214 B1F オリックス自動車株式会社 オリックスレンタカー オリックスレンタカー レンタカー
うめきたにオリックスレンタカーオープン！ビジネスにレジャーに
ぴったりなお車をご提供！

215 B1F 株式会社白洋舍 白洋舍クリーニング ハクヨウシャクリーニング クリーニング
創業明治３９年。白洋舍の歴史は日本のクリーニングの歴史。
上質なクリーニングをご提供。

216 B1F
ワールドリカーインポーターズ株
式会社

世界のビール博物館
＆世界のワイン博物館

セカイノビールハクブツカン
＆セカイノワインハクブツカン

ビアレストラン・イタリアン
・フレンチ

●
東京スカイツリー®で大人気！世界のビール＆ワイン約450種
が楽しめる700席の大箱レストラン大阪初上陸。

217 B1F トラベレックスジャパン株式会社 Ｔｒａｖｅｌｅｘ トラベレックス 外貨両替
世界 大級の外貨両替専門店です。日本国内では７０店舗を
運営し年間１００万人以上の方にご利用頂いてます。

218 B1F 株式会社池田泉州銀行 池田泉州銀行 イケダセンシュウギンコウ ＡＴＭ
池田泉州銀行は、｢親切で新しい｣を合言葉に、｢地域の皆様か
らのご支持Ｎｏ．１｣を目指します。

219 B1F 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行
ミツビシトウキョウ
ユーエフジェーギンコウ

ＡＴＭ
「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行のATM。

220 B1F 株式会社ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 ユウチョギンコウ ＡＴＭ
｢ も身近で信頼される銀行｣を目指す株式会社ゆうちょ銀行の
ＡＴＭ。

221 B1F 株式会社京都銀行 京都銀行 キョウトギンコウ ＡＴＭ ●

ネットワーク充実！
地域の皆様と｢ながーい、おつきあい。｣
ご利用を心よりお待ちしております。

222 B1F 株式会社三井住友銀行 三井住友銀行 ミツイスミトモギンコウ ＡＴＭ 土日祝日も休まず営業。生体認証・ＩＣ対応ＡＴＭ設置拠点。

223 B1F リフレッシュハンズ株式会社 Ｒｅｆｒｅｓｈｈａｎｄｓ リフレッシュハンズ リラクゼーションサロン
都会の喧騒を離れ非日常を感じられる癒し空間「リフレッシュハ
ンズ」。確かな技術で 高の一時をお届け！

224 1F 株式会社アート・バーグ ａｒｔ－ｂｅｒｇ　ｄｏ アートバーグ　ドゥ バッグ・シューズ
素材にこだわった、ユニセックス、メンズのバッグを中心にイン
ポートのシューズなどを提案するショップ。

225 1F
アディダスジャパン株式会社
ロックポートジャパン

ＲＯＣＫＰＯＲＴ　ＳＴＯＲＥ ロックポートストア シューズ ●
昼も夜も、週末も。スタイルと履きやすさは妥協しない。毎日履
けるドレス・カジュアルシューズを提案。

226 1F 株式会社カンテ・グランデ ＣＡＮＴＥ　ＧＲＡＮＤＥ カンテ・グランデ カフェ
チャイを大阪に初めて持ちこんだ店。チャパティを使った食事や
手作りケーキと共に、旅のようなひとときを。

227 1F 株式会社 遊心クリエイション ＹＥＶＳ イーブス メンズ・レディス ●
どんなシーンにも溶け込みどんなシーンでも個性を放つ自然体
の自分を表現したい大人の為の都会的リアルクローズ。

228 1F 株式会社ニップインターナショナル Ｃａｍｐｏ　Ｍａｒｚｉｏ　Ｄｅｓｉｇｎ カンポ　マルツィオ　デザイン ステーショナリー ●
“ビジネス　イズ　ファッション”をコンセプトに、新しいステーショ
ナリーを提案するイタリア発のブランド。

229 1F 株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ ４℃ ＢＲＩＤＡＬ ヨンドシィ ブライダル ジュエリー ●
純度99％のピュアプラチナなど豊富な品揃えが魅力の４℃ブラ
イダル専門店。贅沢な空間で生涯に寄り添う指輪を。

ＴＨＥ　ＫＩＳＳ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ザ・キッス　アニバーサリー ジュエリー・アクセサリー ●
｢ＴＨＥ　ＫＩＳＳ」のプレステージブランドを中心に記念日にあった
アニバーサリージュエリーをご提案致します。

ｖｉａ　Ｃａｐｒｉ ヴィア・カプリ アクセサリー
ロマンティック・ナチュラル・アンティークをキーワードに、ちいさ
な宝物を提案するアクセサリーショップ。

231 1F 株式会社レモンツリー ＲＡＨＵ ラーフ アクセサリー ●
ファッションに合わすだけでなく、アクセサリー本来の持っている
『祈り、愛の証、絆』を提案するショップ。

232 1F 株式会社アクタス ＡＣＴＵＳ/ＳＯＨＯＬＭ　ＣＡＦＥ アクタス/スーホルムカフェ インテリア・生活雑貨/カフェ ●
「衣食住」すべてが充実したアクタスのセレクト型ライフスタイル
ショップ。カフェを併設した新スタイル。

233 1F プレシディオ・ジャパン株式会社 A|X ARMANI EXCHANGE A|X アルマーニ エクスチェンジ メンズ・レディス ●
1991年にニューヨークで誕生したジョルジオ・アルマーニのリー
ズナブル且つ洗練されたリアルクローズ。

234 1F タリーズコーヒージャパン株式会社 ＴＵＬＬＹ’Ｓ　ＣＯＦＦＥＥ タリーズコーヒー コーヒー
一杯一杯手作りで提供するタリーズコーヒーが1Fと9Fに登場。
おもてなしの心で、居心地の良い空間を演出。

235 1F 株式会社ザラホーム・ジャパン ZARA HOME ザラホーム インテリア・生活雑貨 ●
新のファッショントレンド・カラーを取り入れたモダンで洗練さ

れたホームファブリックや雑貨を扱うインテリアショップ

236 1F 株式会社クルック ｃｏｄｅ　ｋｕｒｋｋｕ　＋　ＩＬ　ＧＨＩＯＴＴＯＮＥ
コードクルック
イルギオットーネ

イタリア料理 ●
自然派レストラン・クルックと笹島保弘シェフのタッグで安全な食
材にこだわったメニューをお届け。

237 2F ギャップジャパン株式会社 Ｇａｐ/ＧａｐＫｉｄｓ ギャップ/ギャップキッズ
メンズ・レディス
・キッズ・ベビー

世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にクリーンでリ
アルなアメリカンカジュアルを提案。

238 2F 株式会社ヌ－ブラジャパン Ｌｉｎｇｅ－Ｂｅａｕｔｅ　ｂｙ　ＮｕＢｒａ
ランジェ　ボーテ
バイ　ヌーブラ

インナーウエア ●
プロのフィッターがお客様へ 高のバストラインを提案するヌー
ブラ直営店。

239 2F 株式会社ゾフ Ｚｏｆｆ ゾフ メガネ・サングラス
ゾフのメガネは、全てレンズ付きの完成品価格で5250円、7350
円、9450円のスリープライスです。

240 2F 株式会社Ｆ．Ｉ．Ｓ Ｐｉｃｋｓ　ｂｙ　ＭＡＯＺＩ ピックス　バイ　マオズ 帽子 ●
大人のライフスタイルに彩りを添え自分らしさを引き出す、　オン
リーワン　の帽子をお届けするショップ。

241 2F 株式会社上野商会 ＡＶＩＲＥＸ アヴィレックス メンズ・レディス・キッズ
歴史と実績が物語る機能性と加工技術を駆使したサープラスカ
ジュアルアイテムがフルラインナップで揃う。

242 2F サムソナイト・ジャパン株式会社 Ｓａｍｓｏｎｉｔｅ　ＢＬＡＣＫ　ＬＡＢＥＬ
サムソナイト
ブラック　レーベル

バッグ ●
洗練されたトラベラーのためのプレミアムライン。贅沢で上品な
スタイルでワンランク上の旅を提案します。

243 2F 株式会社ジーフット Ｃｌａｒｋｓ クラークス シューズ
ビジネスやカジュアル等幅広いシーンで活躍する履き心地の良
いシューズが豊富にそろっています。

244 2F 株式会社アーバンリサーチ
ＳＥＮＳＥ　ＯＦ　ＰＬＡＣＥ
ｂｙ　ＵＲＢＡＮ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ

センスオブプレイス
バイ　アーバンリサーチ

メンズ・レディス ● ●
アクセスしやすい価格で世界のトレンドを楽しむ。アーバンリ
サーチの新しいスタイル。

245 3F 河淳株式会社 ＫＥＹＵＣＡ ケユカ
インテリア・生活雑貨
・ファッション雑貨

機能性とデザイン性にこだわり、毎日の暮らしを心地よく快適に
するためのインテリアショップ。

246 4F 株式会社良品計画 無印良品/Ｃａｆｅ＆Ｍｅａｌ ＭＵＪＩ
ムジルシリョウヒン
/カフェアンドミールムジ

インテリア・生活雑貨
/カフェ・ベーカリー

｢これからの時代をいかに感じよく暮らすか｣を考える無印良品
の全てが詰まった西日本 大級の旗艦店。
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247 5F ボーズ株式会社 ボーズ・ダイレクトストア ボーズ・ダイレクトストア オーディオ
専任のボーズ・スタッフがデモンストレーションを交えて、お客様
のライフスタイルに 適な商品をご提案。

248 5F 株式会社タカラトレーディング ＭＡＬＡＩＫＡ マライカ エスニック雑貨
消えつつある手作り・天然素材にこだわった民芸品を世界中よ
り集め、紹介するショップ。

249 5F
株式会社ローソンHMVエンタテ
イメント

ＨＭＶ エイチ　エム　ヴイ CD&DVD ●
Ｊ－ＰＯＰ、洋楽の新作、話題作を中心に、映画Ｂｌｕ-ｒａｙ／ＤＶＤ
まで充実した商品をラインナップ。

250 5F 島村楽器株式会社 島村楽器クラシック シマムラガッキクラシック 楽器 ●
国内外のアコースティックピアノや電子ピアノ、管楽器を幅広く
品揃え、新たな音楽生活を提案するショップ。

251 5F 株式会社ETERNAL 保険テラス ホケンテラス 保険代理店 ●
生保・損保を取り扱う来店型保険ショップ。お客様に合った保険
を中立的な立場でご提案。ご相談は何度でも無料。

252 5F 株式会社カツミ カツミ　 カツミ 鉄道模型 ●
模型らしい模型作りが合言葉。16番ゲージ金属製鉄道模型をラ
インナップするこだわりの専門店。

GOOD EAT TABLE ＆ STANDARD BAR
グッド イート  テーブル
＆ スタンダード バー

ダイニングバー ●
ワインとグリルを楽しむ『アメリカンガストロノミー』。巨大シャンデ
リア天高く輝くパブリックプレイス。

ＢＢＱ３３
ビービーキュー
サンジュウサン

バーベキュー＆ビアホール ●
33種のソースが自慢のバーベキュー料理とビール。プールサイ
ドで過ごす陽気でアッパーな一日。

254 6F 有限会社百十 百十 モモジュウ お好み焼き・もんじゃ ●
大阪長居で20年ご愛顧いただいているお好み焼・もんじゃ焼「百
十」がついに梅田店オープン！！

255 6F 株式会社エルワールド ｍｕｓｅ　ｕｍｅｋｉｔａ　ｄｉｎｉｎｇ＆ｋｉｔｃｈｅｎ
ミュゼ　ウメキタ
ダイニングアンドキッチン

イタリア料理
カジュアルに遊べる大人の社交場的バール。迫力のオープン
キッチンでピザや安心安全な野菜の調理風が魅力。

256 6F 株式会社フィースト Ｒｅｇｉｎａ レジーナ 中国料理・飲茶 ●
ギリシャ製のガラスの器に彩られ食材にこだわったモダンで繊
細な創作中華。贅沢な時間が過ごせます。

257 6F 有限会社カミーノ ＭＯＴＴＡ　ＰＯＲＴＥＮＯ モッタ　ポルテーニョ フュージョン料理 ●
“南米のパリ”ブエノスアイレスにあるカフェをテーマにデイリー
ユースなフュージョン料理をお届けします。

258 6F うおまん株式会社 日本酒食堂＆スペインバル
ニホンシュショクドウ
アンド　スペインバル

日本酒食堂・スペインバル ●
タパスなどの小皿料理を、厳選したお酒と共にカジュアルにお楽
しみ頂けるスペインバル＆日本酒食堂。

テムジン テムジン 餃子 ●
手づくり餃子の専門店。50年に渡り作りあげた愛される店作り
と、博多一口餃子をみな様に食べて頂きたい。

LIS　ＬＡＲＲＹ リズ　ラリー アイリッシュバー ●
“ラフに気軽にアルコールを楽しめる空間”解放的なフロアーの
中で、個性的な存在感を放ちます。

憩酒屋ひょうたんや イザカヤヒョウタンヤ 和食 ●
１００種を越える日本酒が揃う和食憩酒屋。野菜をはじめ、お肉
お魚と旬のものを一番おいしい食べ方でどうぞ。

ビストロ　フレンチ　ゴルデ ビストロ　フレンチ　ゴルデ ビストロ ●
その日に仕入れた食材を調理するフランス家庭料理。日によっ
て珍しい食材も！？　豊富な種類のワインと共に。

261 6F 有限会社4-3-3 Ｎｉｐｐｏｎ　～ジャパニーズ・タパス・バル～
ニッポン　～ジャパニーズ
・タパス・バル～

新型スポーツバル ●
欧州の日本食バルを逆輸入。ご当地食材や名物、本格和食を
バルスタイルで。スポーツ観戦もできる新型バル。

262 6F 株式会社ホットファクトリー しらすくじら シラスクジラ おばんざいバー ●
気軽に寄れる毎日使いのハイボール居酒屋作りました。「1杯飲
んで帰りたい。」、お一人様、でも歓迎。

263 6F 株式会社アストジャパン Ｂａｒ・ｙａ　Ｒｉｂｌｉｎ バル・ヤ　リブリン 豚料理 ●
名物は豚の骨付きフィンガーリブ！！旨みたっぷりなジューシー
肉を瞬間燻製やハニースパイスなどで提供。

264 6F 株式会社エムシーアイ Ｖｅｒｄｕｒａ　ａｚｚｕｒｒｏ ヴェルドゥーラ　アズーロ 旬野菜創作料理 ●
永楽町アズーロの新しいコンセプトショップ。契約農家から直送
のこだわりの旬の野菜を生かした創作料理バール。

265 9F タリーズコーヒージャパン株式会社 TULLY'S COFFEE タリーズコーヒー コーヒー
一杯一杯手作りで提供するタリーズコーヒーが1Fと9Fに登場。
おもてなしの心で、居心地の良い空間を演出。

266 9F 株式会社セブン-イレブン・ジャパン セブン-イレブン　 セブン-イレブン コンビニエンスストア
「近くて便利」なお店。セブン-イレブンのオリジナル商品やサー
ビスを明るい笑顔でお届け。

株式会社彩悠茉

株式会社テムジン

株式会社ポトマック
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