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 グランフロント大阪ショップ＆レストラン（大阪市北区大深町）は 2018 年 4 月より順次リニューアルを実

施していますが、10 月 5 日（金）に日本初出店を含む 23 店舗（新店 22 店舗、改装 1 店舗）が一斉にオープ

ンいたします。 

グランフロント大阪ショップ＆レストランは、2013 年の開業以来「旗艦店」・「こだわりショップ」の集積

を軸に、お客さまに「ここだけ」の出会いをご提供してまいりました。他にはない商品や魅力あふれるスタッ

フと出会い、ブランドの世界観を味わいながら、「お散歩」気分で館内を歩き、さまざまなショップをお客さ

ま好みの組み合わせで楽しんでいただいています。 

今回のリニューアルでは、「もっと“ここだけ”が見つかる」、「もっと“お散歩”が楽しい」をコンセプト

に設定。ファッション店舗からインテリア店舗まで、お客さまのこだわりの感性で楽しんでいただける「ここ

だけ」の 43店舗（新店 23店舗、改装 20店舗）が 4月から 10月にかけて順次オープンし、新たなライフスタ

イルやショップとの出会いを楽しむ時間をお客さまにご提供いたします。 

また、南館 4・5・6階にはレストスペースを新設。今まで以上に「お散歩」気分でゆったりと過ごしていた

だける空間を提供してまいります。 

なお、南館地下 1階については、2018 年 7月末日に一部店舗を除いて営業終了し、2019 年春に飲食・食料

品店舗等が集うゾーンへ生まれ変わります。（南館地下１階のパナソニックセンター大阪、グランフロント大

阪郵便局、ATMコーナーは引き続き営業いたします。） 

 

■リニューアルコンセプト 

＜グランフロント大阪ならではの出会い・空間をご提供し、これからもお客さまに愛される施設へ＞ 

 ～もっと“ここだけ”が見つかる もっと“お散歩”が楽しい～ 

 

 

 

 

グランフロント大阪ショップ＆レストラン 開業以来初のリニューアル 

１０月５日（金） ２３店舗 一斉オープン！ 

先行して、８月には６店舗、９月には６店舗がオープンいたします。 
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■リニューアルポイント 

①グランフロント大阪にしかない注目ショップがオープン 

 新店 23店舗のうち、日本初出店 2 店舗を含む、13店舗がエリア初出店。また、3店舗が新業態でデビューします。

「ここだけ」でしか出会えないショップ・商品との出会いをお楽しみください。 

 

②「お気に入り」が見つかるファッション・ファッション雑貨ショップが仲間入り 

 高感度なセレクトショップから個性が光るレディス・メンズファッション、モノ作りにこだわったファッション

雑貨まで、あなただけの「お気に入り」が見つかるショップがラインナップ。 

 

③機能にも「こだわり」のショップが集うスポーツ・アウトドアゾーンがパワーアップ 

 南館 5 階のスポーツ・アウトドアゾーンがパワーアップ。シティーユースから本格派まで、お客様のライフスタ

イルにあわせた幅広いアイテムを提案いたします。 

 

④暮らしに「こだわり」をプラスするインテリア・ライフスタイルゾーンがさらに進化 

 南館 5 階に大型のインテリア店舗を加え、さらに暮らしに彩りとこだわりを加えるゾーンへ進化します。 

 

⑤レストスペースの新設により、過ごしやすい施設へ 

 南館 4・5・6 階にレストスペースを新設。ショッピングの合間に一息つける空間をご提供いたします。 

 

■オープン予定店舗について 

①グランフロント大阪にしかない注目ショップがオープン 

日本初出店を含む話題のショップがオープンします。グランフロント大阪にしかない、新たなショップや商品と

の出会いをお楽しみください。 

※各ショップの画像はイメージです。 

  

THEODOR TeaStand 
テオドー ティースタンド／南館 2 階（ティースタンド） 

日本初 

フランスの高級ティーメゾン THEODOR（テオドー）を使用したアジアで初めてのティースタンド。フレーバードブラ

ックティーやノンカフェインのハーブティー、フルーツティーをカジュアルに楽しんでいただけます。フルーツたっぷ

りのティーフローズンや、香り高いテオドーの茶葉を丁寧に挽いたなめらかな舌触りのソフトクリーム など、さまざま

なメニューをご用意しました。  

【THEODOR（テオドー）】 

2002 年にパリでデビューした紅茶専門店。パリから全世界に新しいお茶の楽しみを発信していきたいという思いから、

「L`INSOLENT PARISIEN(生意気なパリジャン)」をブランドコンセプトに掲げる。 



 

PRESS RELEASE PRESS RELEASE 

①グランフロント大阪にしかない注目ショップがオープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「お気に入り」が見つかるファッション・ファッション雑貨ショップが仲間入り 

高感度なセレクトショップから個性が光るレディス・メンズファッション、モノ作りにこだわったファッション

雑貨まで、あなただけの「お気に入り」が見つかるショップがラインナップ。 

（一部改装店舗については 8・9月に先行してオープンいたします。） 

※各ショップの画像はイメージです。  

OLIVIA BURTON 

オリビア・バートン／南館 2 階（時計・アクセサリー） 

イギリス ロンドン発のウォッチ＆アクセサリーブランド

「オリビア・バートン」日本初の旗艦店です。 

インスタグラムのウォッチランキングでは世界でも上位に

位置づけており、オリビア・バートンの美しいビジュアル

は世界中のファンを魅了しています。 

2 ヶ月に一度発表される新作をはじめ、日本随一の豊富な品

揃えとサービスをご提供いたします。 

G-SHOCK STORE 

ジーショック ストア／北館 1 階（腕時計） 

生誕 35 周年を迎えた「G-SHOCK」を取り扱う、

『G-SHOCK STORE』が、関西初出店です！ 

最新モデル・人気モデルを常時 300 モデル以上ラインアッ

プし、あなたのライフスタイルを彩る「G」が必ず見つか

るはずです。また、安心のメンテナンスブースも併設し、

電池交換から修理受付まで丁寧に対応いたします。 

LOVELESS SUNNY SIDE FLOOR  

ラブレス サニー サイド フロア／南館 2 階（メンズ・レディス） 

LOVELESS に存在した、明るく洗練された「白」を基調

とした空間をイメージし、"MODE and CLEAN"をキー

ワードに、多様な表情を見せる、その時代の感覚を、独

自のセレクトやクリエイションで表現。 

MARGARET HOWELL 

マーガレット・ハウエル／南館 2 階（メンズ・レディス） 

英国を代表するクロージングデザイナーであるマー

ガレット・ハウエルによるライフスタイルブランド。

良質を求め、モダンクラシックを更新し続ける彼女の

ものづくりは、ウィメンズ、メンズ、ハウスホールド

グッズに至るまで幅広く展開されています。 

関西初 

日本初 

新業態 
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②「お気に入り」が見つかるファッション・ファッション雑貨ショップが仲間入り 

  

RING JACKET 

リング ヂャケット 

／北館 1 階（メンズ） 

テーラードウェアで世界的に評価

の高い RING JACKET が提案する

ドレスクロージングショップ 

PATRICK LABO 

パトリック ラボ  

／南館 4 階（シューズ） 

「足元のメークアップ」をコン

セプトに、自由で心地良いライ

フスタイルを提案します。 

土屋鞄製造所 

ツチヤカバンセイゾウショ  

／北館 1 階（バッグ・革小物） 

日本の職人が、一つひとつ丁寧に

つくる革アイテム。愛着のわく鞄

や小物をお届けします。 

FUR FUR 

ファーファー／南館 2 階（レディス） 

フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセ

ンスをちりばめ、しなやかでエレガントでありながらも力強さを感

じさせる"Feminine Mode Wears" 

styling/  

スタイリング/ ／南館 2 階（レディス） 

女性らしさの中にメンズファッションのシンプルな潔さを融合させ

たオリジナルブランド「kei shirahata」を中心にトップスタイリス

ト白幡啓がトータルディレクションを手掛けるセレクトショップ 

イル ビゾンテ  

イル ビゾンテ／南館 2 階 （革小物） 

1970 年にイタリア フィレンツェで誕生したレザーブラ

ンド。 

大阪府初 

AP STUDIO  

エーピー ストゥディオ／南館 2 階（レディス） 

時代と気分にあったスタンダードが見つかるＳＨＯＰ 
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②「お気に入り」が見つかるファッション・ファッション雑貨ショップが仲間入り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③機能にも「こだわり」のショップが集うスポーツ・アウトドアゾーンがパワーアップ 

南館 5 階・スポーツ・アウトドアゾーンでは、新たに 5 店舗が加わり、2 店舗がリニューアル。ファン待望の関

西初の直営店となる「CHUMS」や高い機能性で様々なスポーツシーンに応える「OAKLEY」をはじめとし、こだわ

りの機能や専門性を備えたショップがラインナップ。シティーユースから本格派まで、ライフスタイルにあわせ

た幅広いアイテムを提案します。 

（一部改装店舗については、8・9月に先行オープンいたします。） 

※各ショップの画像はイメージです。 

  

CHUMS 

チャムス ／南館 5 階（アウトドア・カジュアル） 

グランフロント大阪が関西 1 号店。1983 年、アメリカのユタ州で

生まれたチャムス。決して妥協をしないモノ作り、創業から続く

その姿勢が、着ていて、使っていて気持ちいい、そしてハッピー

にしてくれるアイテムを次々と生み出しています。アウトドアギ

ア（テント、チェア、寝袋）をはじめ、アパレルライン、カジュ

アルバッグラインなどなど、見ているだけで楽しくなれるデザイ

ンでいっぱい。こだわりの素材とデザイン、そして思わず笑顔に

なってしまうのがチャムス。チャムスのアイテムを身に着けてい

れば、毎日の風景もなんだかより楽しい世界に見えてくるはず。 

form forma  

フォルム フォルマ／南館 3 階 

（レディスフォーマル） 

FORMAL は「非日常」から「日

常」へ 

DIFFERENCE  

ディファレンス／南館 4 階 

（オーダースーツ・オーダーシャツ） 

スマホでスーツをパーソナライズ！自

分にぴったりのスーツづくりを楽しめ

る、新しいオーダースーツブランド 

Rifare   

リファーレ／北館 1 階 

（修理・シューズ・バッグ） 

リファーレは靴・革製品の販売・修

理を通して、すべてのお客さまの足

元をサポートするお店です。 

さらに、8・9 月先行オープンを含め、以下店舗がリニューアルオープンいたします。 

（8 月 3 日オープン） 

（9 月オープン） 

（9 月オープン） 

（9 月オープン） （9 月オープン） （10 月 5 日オープン） 

（8 月 1 日オープン） 

Charee Braver  

チャーリーブレイバー／南館 4 階 

（メンズ・レディス・雑貨） 

快適なデイリースポーツと都会的

な雰囲気のあるタウンモードを融

合。 

関西初 

梅田初 梅田初 

梅田初 梅田初 
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③機能にも「こだわり」のショップが集うスポーツ・アウトドアゾーンがパワーアップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

オークリーストア   

オークリーストア／南館 5 階（スポーツ） 

1975 年にアメリカのカリフォルニア州にてブランド設立。 

「あらゆる状況下においてどのように眼を守るか？」を第一に考えて技術開発を行

ってきたブランドの姿勢は、全世界で約 600 の特許取得という技術を生み出し、ア

イウェア業界のリーダー的な存在となっている。あらゆるスポーツジャンルにおい

て、一流選手の使用実績がそのクオリティーの高さを証明している。 

オークリーストアでは、世界トップクラスで活躍するアスリート達から妥協を知ら

ないリクエストに応え続けるアイウェアに加え、アパレルやアクセサリーまで様々

なスポーツファッションアイテムを展開している。 

TSURUYA GOLF SCHOOL PREMIUM 

ツルヤ ゴルフスクール プレミアム／南館 5 階（ゴルフスクール・フィッティング） 

「つるやゴルフスクール」がこれまで培ってきたノウハウに加え、充実した最新設備

を取り揃え映像解説によるレッスンとインストラクターによる適切なアドバイスで、

さまざまな角度からあなたを上達への最短ルートへ導きます。クラブフィッティング

も充実。プレースタイルや技量などクラブを操るゴルファーの所作は人それぞれ。機

器から見える数値と確かな技術を持つフィッターが各個人の特徴を判別し、最良のク

ラブスペックを導き出します。 

ミレーストア   

ミレーストア／南館 5 階（アウトドア） 

1950 年、人類初のヒマラヤ 8000m 峰登頂を支えたのはミ

レーのザックでした。この歴史的快挙をきっかけに、マウ

ンテニアリングの世界で一躍脚光を浴びたミレーは、現在

もフランスを代表するアウトドアブランドです。 

DANSKIN beautiful things 

ダンスキン ビューティフル シングス／南館 5 階（スポーツ） 

毎日を自分らしく生きる女性に向けた「アクティブ・ライ

フスタイル・セレクトストア」 

CW-X  

シーダブリューエックス 

／南館 5 階（スポーツ） 

CW-X は、カラダを動かすすべて

の人のためのブランドです。 

8 月 2 日リニューアルオープン 9 月リニューアルオープン 

reric  

レリック／南館 5 階 （スポーツ） 

自転車ウェアから誕生した立体的な

シルエット、高機能な素材を使用し

た日本発のスポーツブランドです。 

9 月 21 日オープン 

関西初 

新業態 

梅田初 

梅田初 
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④暮らしに「こだわり」をプラスするインテリア・ライフスタイルゾーンがさらに進化 

南館 5階・インテリア・ライフスタイルゾーンは 2017 年 6 月に「IDÉE SHOP」が西日本のフラッグシップショッ

プとしてリニューアルオープンいたしましたが、今秋、人気のインテリア店舗「カリモク 60」や老舗の箸メーカ

ーによる新しいコンセプトの直営店「兵左衛門」を加え、さらに暮らしに彩りとこだわりを加えるゾーンへ進化

します。 

※各ショップの画像はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤レストスペースの新設により、過ごしやすい施設へ 

南館 4～6階にレストスペースを新設。POP UP SHOP やワークショップを実施できるスペースを併設し、ショッピ

ングの合間にも楽しい時間を提供します。（10月 5日オープン予定） 

 

 

 

 

 

 

 

    

兵左衛門  

ヒョウザエモン／南館 5 階 （箸・和雑貨・食器） 

兵左衛門は「お箸は食べ物です。」をコンセプトに、

安心・安全で遊び心あるお箸をご提案します。 

petit main 
 プティマイン／南館 5 階 

（キッズ・ベビー・雑貨） 

6 月 8 日リニューアルオープン 

KATOJI  
カトージ／南館 5 階 

（ベビー用品） 

8 月 3 日リニューアルオープン 

 

カリモク 60   

カリモクロクマル／南館 5 階（インテリア・生活雑貨） 

カリモク 60 は、国産家具メーカーのカリモクが 1960 年代から作り

続けている定番商品とリプロダクトした商品を組合わせたロングラ

イフデザインのファニチャーブランドです。 

オフィシャルショップの中でも最大の店舗面積となるグランフロン

ト大阪店では、カリモク 60 の家具に加え、流行に左右されない普遍

的な価値を持つ生活雑貨やキッチンウェア、インテリアグリーンなど

厳選されたアイテムを取り揃えています。年間を通して企画展示など

も行い、「長く使える」「長く暮らせる」ライフスタイルを提案いたし

ます。 

そのほか、南館 5 階にキッズ店舗も加わり、お客さまの

さまざまなライフスタイルに寄り添います。 

大阪府初 

南館 4 階・レストスペース イメージ 南館 5 階・レストスペース イメージ 

新業態 
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■新店・改装店舗一覧 

①新店 23店舗 

館 フロア 業種 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ オープン日 エリア初・新業態 
  

南館 5階 スポーツ DANSKIN  beautiful things ﾀﾞﾝｽｷﾝ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙ ｼﾝｸﾞｽ 9月 21日 関西初 
  

南館 2階 レディス AP STUDIO ｴｰﾋﾟｰ ｽﾄｩﾃﾞｨｵ 

10月 5日 

一斉 

オープン 

 

- 
  

南館 2階 メンズ・レディス MARGARET HOWELL ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾊｳｴﾙ - 
  

南館 2階 メンズ・レディス LOVELESS SUNNY SIDE FLOOR ﾗﾌﾞﾚｽ ｻﾆｰ ｻｲﾄﾞ ﾌﾛｱ 新業態  
  

南館 2階 時計・アクセサリー OLIVIA BURTON ｵﾘﾋﾞｱ・ﾊﾞｰﾄﾝ 日本初 
  

南館 2階 ティースタンド THEODOR TeaStand  ﾃｵﾄﾞｰ ﾃｨｰｽﾀﾝﾄﾞ 日本初 
  

南館 2階 レディス FURFUR ﾌｧｰﾌｧｰ - 
  

南館 2階 レディス styling/  ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ/ - 
  

南館 2階 革小物 イル ビゾンテ ｲﾙ ﾋﾞｿﾞﾝﾃ - 
  

南館 3階 レディスフォーマル form forma ﾌｫﾙﾑ ﾌｫﾙﾏ 梅田初 
  

南館 4階 シューズ PATRICK LABO ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾗﾎﾞ - 
  

南館 4階 オーダースーツ・オーダーシャツ DIFFERENCE ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｽ 梅田初 
  

南館 4階 メンズ・レディス・雑貨 Charee Braver ﾁｬｰﾘｰﾌﾞﾚｲﾊﾞｰ 梅田初  
  

南館 5階 アウトドア・カジュアル CHUMS ﾁｬﾑｽ 関西初 
  

南館 5階 ゴルフスクール・フィッティング TSURUYA GOLF SCHOOL PREMIUM ﾂﾙﾔ ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 新業態 
  

南館 5階 アウトドア ミレーストア ﾐﾚｰｽﾄｱ 梅田初 
  

南館 5階 箸・和雑貨・食器 兵左衛門 ﾋｮｳｻﾞｴﾓﾝ 新業態 
  

南館 5階 インテリア・生活雑貨 カリモク６０ ｶﾘﾓｸﾛｸﾏﾙ 大阪府初 
  

南館 5階 スポーツ オークリーストア ｵｰｸﾘｰｽﾄｱ 梅田初 
  

北館 1階 バッグ・革小物 土屋鞄製造所 ﾂﾁﾔｶﾊﾞﾝｾｲｿﾞｳｼｮ 大阪府初 
  

北館 1階 修理・シューズ・バッグ Rifare ﾘﾌｧｰﾚ 梅田初 
  

北館 1階 腕時計 G-SHOCK STORE ｼﾞｰｼｮｯｸ ｽﾄｱ 関西初 
  

北館 1階 メンズ RING JACKET ﾘﾝｸﾞ ﾁﾞｬｹｯﾄ - 
  

 

②改装店舗 20 店舗     

  
 

 館 フロア 業種 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ オープン日 休業期間 
  

増床 南館 6階 メガネ・サングラス PARIS MIKI ﾊﾟﾘﾐｷ 4月 27日    

増床 南館 3階 カフェ Afternoon Tea TEAROOM ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ ﾃｨｰﾙｰﾑ 4月 29日  
  

移転 南館 5階 キッズ・ベビー雑貨 petit main ﾌﾟﾃｨﾏｲﾝ 6月 8日  
  

移転 南館 6階 ネイルサロン NAILS UNIQUE ULTIMID US ﾈｲﾙｽﾞﾕﾆｰｸ ｱﾙﾃｨﾐｯﾄﾞｱｽ 6月 21日  
  

移転 北館 B1階 コンタクトレンズ eyecity ｱｲｼﾃｨ 6月 21日  
  

移転 南館 3階 バッグ PORTER ﾎﾟｰﾀｰ 6月 29日  
  

移転 
南館 2階 

メンズ・レディス・雑貨 メーカーズシャツ鎌倉 ﾒｰｶｰｽﾞｼｬﾂ ｶﾏｸﾗ 7月 13日 7/2～7/12 
  パナソニックセンター大阪内 

増床 北館 5階 楽器 島村楽器クラシック ｼﾏﾑﾗｶﾞｯｷ ｸﾗｼｯｸ 7月 20日 - 
  

移転 南館 4階 シューズ BIRKENSTOCK ﾋﾞﾙｹﾝｼｭﾄｯｸ 8月 1日 -   

移転 南館 5階 スポーツ CW-X ｼｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴｯｸｽ 8月 2日 8/1   



 

PRESS RELEASE PRESS RELEASE 

■新店・改装店舗一覧 

②改装店舗 20 店舗 

 館 フロア 業種 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ オープン日 休業期間   

移転 南館 3階 ライフスタイル VICTORINOX ﾋﾞｸﾄﾘﾉｯｸｽ 8月 3日 7/17～8/2   

移転 南館 4階 フラワー 
les mille feuilles de 

liberte 
ﾚ ﾐﾙﾌｫｲﾕ ﾄﾞｩ ﾘﾍﾞﾙﾃ 8月 3日 8/1～8/2   

移転 南館 5階 ベビー用品 KATOJI ｶﾄｰｼﾞ 8月 3日 8/1～8/2   

移転 南館 5階 ステーショナリー Smith ｽﾐｽ 8月 9日 8/1～8/8   

移転 南館 3階 メンズ・レディス DESIGNWORKS deuxcotes ﾃﾞｻﾞｲﾝﾜｰｸｽ ﾄﾞｩ･ｺｰﾄ 

9月オープン予定 

（決定次第、お知らせ致し

ます。） 

  

移転 南館 4階 バッグ kissora ｷｿﾗ   

増床 南館 4階 メンズ・レディス LACOSTE ﾗｺｽﾃ   

改装 南館 4階 メガネ JINS ｼﾞﾝｽﾞ   

移転 南館 5階 スポーツ reric ﾚﾘｯｸ   

改装 南館 3階 レッグウエア Tabio ﾀﾋﾞｵ 10月 5日 7/17～10/4   

 

 

 

【施設概要】 

名 称：グランフロント大阪ショップ＆レストラン 

所 在 地：〒530-0011 大阪市北区大深町 4-1（うめきた広場）、4-20（南館）、3-1（北館） 

開 業：2013年 4月 

T E L：06-6372-6300（グランフロント大阪コールセンター） 受付時間：10：00～21：00 

営業時間：ショップ：10：00～21：00 

     レストラン：11：00～23：00 

     ウメキタセラー：10：00～22：00 

     ウメキタフロア：11：00～28：00 （平日前の日・祝日 11：00～23：00） 

ウメキタダイニング：11：00～23：00 

パナソニックセンター大阪：10：00～20：00（一部ゾーンによって異なります） 
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■GRAND THANKS! 5
th

 Anniversary 「ART SCRAMBLE」 第２弾 OSAKA DESIGN FUTURE 

グランフロント大阪では、まちびらき 5 周年イベント「ART SCRAMBLE」と題して、年間を通じて様々な切り口のアートイベ

ントを実施いたします。「ART SCRAMBLE」第 2弾として、10月 11日（木）～10月 31日（水）まで国際デザインコンペと学生

によるファニチャー展、国内外新進気鋭のデザイナーによる展示販売ブース展開で構成する OSAKA DESIGN FUTURE を開催します。 

アートの持つノンバーバル（非言語）な要素と、グランフロント大阪らしい多様性を取り入れ、年代、性別、国籍などを問わ

ず、いろいろな人が交わり、ボーダレスに楽しめるアートイベントを展開し、まちに訪れるすべての人に、いままでにない驚き

と、感動をお届けします。 

 

「OSAKA DESIGN FUTURE」について 

コンテンツ ： ① 国際デザインコンペ 「CHRISTMAS DESIGN AWARD 2018」 

詳細につきましては、募集サイト designboom.com 

（URL： https://www.designboom.com/）をご参照ください。 

 

 ② 「Students Furniture Exhibition」 学生によるファニチャー展  

 場所 / グランフロント大阪 館内各所に展示 

 

 ③ 「Creators Mart」 国内外新進気鋭のアーティスト/デザイナーによる展示販売ブース展開 

 場所 / グランフロント大阪 北館ナレッジプラザ 

 

期  間 ： 10月 11日（木）～10 月 31 日（水） 

主  催 ： グランフロント大阪 

協 力 ： 特定非営利活動法人デザインアソシエーション 

 

関連コンテンツ ： Under 35 Architects exhibition 2018 

 35 歳以下の若手建築家による建築の展覧会 

 日時 /  10月 19日（金）～10 月 29 日（月） 場所 / うめきた SHIP ホール 

 

 

 

 

 

グランフロント大阪 5 周年イベント「ART SCRAMBLE」第 2 弾 

OSAKA DESIGN FUTURE 10 月 11 日～10 月 31 日開催 

～国際デザインコンペなどのアートイベントを展開～ 

添付資料 

https://www.designboom.com/

