
                      

 
平成２８年２月２５日 

南海電気鉄道株式会社 

     

 

本館３月１８日(金)、南館４月２７日(水)リニューアルオープン 

「なんばＣＩＴＹ」が新たに生まれ変わります！ 

全国初出店を含む１０６店舗がニューオープンします 
 

 

南海電鉄（社長：遠北 光彦）では、運営する商業施設「なんばＣＩＴＹ」においてリニューアル計画を進め

てまいりましたが、このたび、「なんばＣＩＴＹ本館」を平成２８年３月１８日（金）に、「なんばＣＩＴＹ

南館」を平成２８年４月２７日（水）に、それぞれリニューアルオープンします。 

本館については、地下２階フロアを中心にリニューアルを実施します。“日本ならでは”や“メイドインジ

ャパン”などの商品を展開する店舗を集積し、すでに同フロアに導入している「免税一括カウンター」などと

あわせて、インバウンドニーズへの対応を拡充します。 

南館については、店舗構成・館内環境などを抜本的に刷新し、開業以来 大の規模となる全面的なリニュー

アルを実施します。鉄道関連施設の一部を新レストランゾーンとするほか、「なんばパークス」側に通じる新し

いエントランスやエスカレーターを設けることで、両施設間の回遊性を強化します。 

今回のリニューアル計画においては、過去 大規模となる、本館・南館あわせて１０６店舗（新規出店・移

転・改装を含む）のオープンを予定しており、「なんばＣＩＴＹ」は自分らしいスタイルを発見できる親しみ

やすさと新鮮さにあふれた新たなショッピングゾーンへと生まれ変わります。 

詳細は以下のとおりです。 

 

【なんばＣＩＴＹリニューアル概要】 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

     

■対象エリア・リニューアルオープン日 

・なんばＣＩＴＹ本館 平成２８年３月１８日（金） 

・なんばＣＩＴＹ南館 平成２８年４月２７日（水）※一部、オープン日が異なる店舗、オープン済みの店舗があります 

■オープン店舗数：１０６店舗（本館４９店舗 南館５７店舗）※なんばＣＩＴＹ総店舗数２３８店舗 

※平成２７年１０月３０日（金）に第１期先行オープン済み（本館地下２階６店舗、南館１階２店舗） 

・新規店４５店舗、移転３５店舗、改装２６店舗 

・新規店のうち、全国初出店３店舗、関西初出店６店舗、大阪初出店２店舗、 

新業態（出店者が新しいブランド・コンセプト・商品構成にて出店する店舗）５店舗 

※店舗名・店舗概要は別紙参照 



１．なんばＣＩＴＹ本館 

 

■コンセプト 

 素敵な毎日を自分らしく。時代とシンクロする 旬スタイルをナビゲート。 

   

■リニューアル概要 

旬のファッションやトレンドアイテムなど、都心で働く・暮らす女性に向けて、日々の生活をサポート

するライフスタイルを提案してきた、なんばＣＩＴＹ本館。 

気軽に立ち寄れる、便利で安心感のある場所として、多くのお客さまに支持をいただいてきました。 

今回のリニューアルでは、本館１階・地下１階については、トレンドに敏感な都心で働く女性に向けた

新ファッションブランドが多数出店します。本館地下２階については、幅広いターゲットに向けて、便利で

毎日でも使えるバラエティ豊かなアイテムを展開します。また、増加している外国人旅行客のニーズにお応

えするインバウンド向け商品・サービスについても拡充を図ります。 

 

 

 

本館１階・地下１階は、ファッションを中心に都心で働く女性のライフスタイルに密着したマストアイ

テムを提案してきましたが、今回のリニューアルでは、従来のコンセプトはそのままに、さらなるブラッ

シュアップをはかります。 

「シェルター」「マーキュリーデュオ」「エヌ ナチュラルビューティーベーシック*」「ギャラリーブロッ

ク１５８」などの 新ファッションブランドや、「Ｗ＆Ｅ」（スポーツセレクトショップ）、「ロジェ・ガレ」

（フレグランスビューティケア）など日常に輝きをプラスするライフスタイルショップも新たに出店しま

す。 

 

 

 

 

 

 

本館地下２階は、「ユニクロ」「旭屋書店」「成城石井」「ユザワヤ」などの大型専門店に加え、新たに「ス

リーコインズプラス」（生活雑貨）、「新星堂」（ＣＤ・ＤＶＤ）など、豊富な品揃えで日常生活をサポート

する大型専門店が新たに加わります。 

また“日本ならでは”や“メイドインジャパン”の商品を中心に展開する「倭物や カヤ」（和雑貨・食

品）、「エース」（バッグ）、「マーレマーレデイリーマーケット」（シューズ）、「ザ クロックハウス」（時計）

などが新たに出店。既存の「コクミンドラッグ」「ＡＢＣ－ＭＡＲＴ」（増床）などとともに外国人旅行客

にも人気が高いショップ・アイテムを集積することで、すでに導入している「免税一括カウンター」や「外

貨両替機コーナー」などとあわせてインバウンドニーズへの対応を拡充します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          免税一括カウンター 

本館１階・地下１階 トレンドに敏感なワーキングガールに向けた最旬スタイルファッション 

本館地下２階 日々の暮らしをサポートするスペシャリティストア 



２．なんばＣＩＴＹ南館 

 

■コンセプト 

 －ＲＥＢＯＲＮ－ 新たに生まれ変わる南館。 

オフタイムを充実させるリラックス・ライフスタイルをプロデュース。 

   

■リニューアル概要 

   なんばＣＩＴＹ南館の開業以来、 大規模となる全面的なリニューアルを実施します。 

南館１階エントランスについては、白を基調とした明るく洗練された空間としてリニューアルするとと

もに、本館との間に位置する「蔵前通り」に面したゾーンは統一感のあるガラス張りファサードに刷新し、

華やかさが溢れ出す空間として、新たに生まれ変わります。 

また南館２階については、鉄道関連施設の一部を新たに店舗化し、開放的な外部テラス付きのレストラ

ンゾーンを新設するほか、「なんばカーニバルモール」に直接通じる新たなエスカレーターを整備すること

で「なんばＣＩＴＹ南館」「なんばパークス」間の回遊性を高めます。 

新しい南館においては、自由なカジュアルスタイルを楽しみたい２０歳代から３０歳代のカップル・ヤ

ングファミリーに向けて、人気ファッションブランドを集積するほか、毎日の生活に彩りをプラスする生

活雑貨・食品専門店等が数多く展開します。また、充実したオフタイムをサポートするアウトドア・スポ

ーツなどの大型専門店も新たに出店します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府内初出店となる、「東急ハンズ」が展開するライフスタイルショップ「ハンズ ビー」や、広くな

って品揃えが充実する「無印良品」、コーヒー豆と輸入食品の専門店「ジュピター」など、お仕事帰りに、

休日のお出かけに、自然と立ち寄りたくなる魅力的な大型専門店が登場します。また、「ＡＢＣ－ＭＡＲＴ」

が全国初として展開するスポーツファッションショップ「エース シューズ スタジオ」、日本初上陸となる

ハワイ発の人気カフェ「ブルーハワイライフスタイル」など、話題性の高いショップも充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南館２階 暮らしに彩りとゆとりをプラスするリラックスライフスタイル 

南館１階 新エントランス          南館２階 新レストランゾーン／新設エスカレーター 



 

 

「ナチュラル」「ベーシック」「ストリート」をキーワードに、カジュアルファッションを豊富に展開し

ます。「センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ」「チャオパニック」「フーズフーギャラリー」「エク

ストララージ／エックスガール」など人気のメンズ・レディス複合ショップが揃うほか、「ＫＢＦ」「セポ ス

ターチス」「ダブルクローゼット」などのレディスカジュアルブランドを展開します。また「キャスキッド

ソン」「ノーティアム」「サミールナスリ」などのバッグ・小物アイテムを豊富に揃える充実の雑貨ショッ

プ、スイスメイドのカジュアルウォッチ「リベンハム コレクション」、おしゃれなステーショナリーを取

り揃える「ツール・ド・ブレイン」など、全国初や関西初となる店舗も出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常をリセットし、心をニュートラルに切り替える。本格派アウトドアショップの「モンベル」がなん

ばエリアに初登場するほか、アクティブスポーツギアの大型専門店「ムラサキボーダーズファクト」が関

西初出店します。またカメラのメガストアや趣味性の高い玩具店など、大人が自由に心を遊ばせるための

多彩なコンテンツを提案するフロアとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南館１階 個性とトレンドをミックスしたオフタイムを豊かにするカジュアルファッション 

南館地下１階 おとなの遊び心を満たすコンセプトショップ 



３．なんばエリアの求心力向上への取組みについて 

 

 

なんばＣＩＴＹは時代の環境変化に応じて適時施設の活性化に努めてまいりましたが、このたびの南館

の全面的なリニューアルによって「なんばＣＩＴＹ本館」「なんばＣＩＴＹ南館」「なんばパークス」３館

の棲み分けをより明確化することで、３館がそれぞれに独自性と存在感を持ち、調和しながらお互いを補

完する関係を創り上げます。 

なんばＣＩＴＹは、当社が中期経営計画「深展１３３計画」に掲げる基本方針「なんばエリアの求心力

向上」に基づき、これからも都心で働く・暮らす・遊ぶ人々に向けて、 旬のモノ・コトを提供すべく、

定期的にブラッシュアップを継続し、お客さまに選ばれ続ける「都心型ターミナルＳＣ」として、なんば

エリアのさらなる価値向上に努めてまいります。 

 

 

 

 

         以 上 



別紙

■本館１階
新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

Ｗ＆Ｅ

レディス

㈱マッシュスポーツラボ 3/12ｵｰﾌﾟﾝ

ロジェ・ガレ

コスメ

日本ロレアル㈱

エヌ ナチュラルビューティーベーシック*

レディス

㈱サンエー・ビーディー

ラグナムーン

レディス

ＭＡＲＫ　ＳＴＹＬＥＲ㈱

ビッキーバイシー

レディス

㈱ジョアンナ 3/12ｵｰﾌﾟﾝ

トゥエルブアジェンダ

レディス

㈱東京芸夢 3/4ｵｰﾌﾟﾝ

ロペピクニック

レディス

㈱マサ

インデックス

レディス

㈱ワールド

ナチュラルビューティーベーシック

レディス

㈱サンエー・ビーディー 2/26ｵｰﾌﾟﾝ

オペークドットクリップ

レディス

㈱ワールド

ギャラリー

メンズ・レディス

プチリヨン㈱ 3/1ｵｰﾌﾟﾝ

ギャラリーブロック１５８ ドロワット ロートレアモン

レディス

㈱ファッションプラザ・サンローゼ

ソコラ メイソングレイ

レディス

㈱ファッションプラザ・サンローゼ

レモンツリー

アクセサリー

㈱ファッションプラザ・サンローゼ

コーデの基本はシンプルで上質なアイテムにトレンドやその時々の気分で、自分らしく
MIXコーデを楽しむ。12ヶ月のリアルクローズと、日常にちょっとのスパイスを与えるよ
うなライフスタイルを提案します。

●

○

「comfortable（着心地の良さ）」をキーワードに、自分らしさを大切にする女性たちがス
マートにライフスタイルを満喫できるベーシックなアイテムを揃えています。程良くトレン
ドを取り入れたラインナップと自在なコーディネートを楽しめる幅広い商品展開により、
おしゃれにオンからオフまでをサポートします。

●

ＮＡＴＵＲＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　ＢＡＳＩＣから次世代型セレクトショップとして誕生したＮＥＷブ
ランド。「いま」を生きる女性に向けた真のリアルクローズをコンセプトに、ベーシックな
がらも共感でき、手が届くトレンド感のあるファッションを東京から発信。通勤からカジュ
アルまで、様々なスタイルが楽しめるネクストベーシックブランド。

ライフスタイルを自分らしく楽しみたい女性に向けて、トレンド感のあるアイテムを提案
するセレクト型ショップ。オリジナルブランド「ＩＮＤＥＸ」を中心にアパレルから雑貨まで
幅広くラインナップしています。

○

◎

自分らしくファッションを楽しみたい女性の進化し続けるワードローブ。”計算された気
取らないＭＩＸスタイルを提案。

「シンプル格好いい」をベースに気取りすぎない「遊び心」をＭＩＸ。格好よさの中にも主
張があり女性らしさも忘れない。そんなどこか目立ちたがり屋だけども自分のスタイル
も大切にする大人の女性に向けて提案します。デートで来店した恋人達に、また彼氏
へギフトプレゼント用に。ＶＩＣＫＹでは恋人同士で通いたくなるワクワク感のあるＵＮＩＳ
ＥＸ ＡＣＣＥＳＳＯＲＹを提案していきます。

○
「Effortless Woman」をテーマに着回しのきくデイリーユースなアイテムを上品にカジュ
アルアップさせるパンツスタイルを中心にご提案いたします。リラックスしているけど女
性らしさは忘れずキレイ目に。何気ないように見えて、どこか今年らしいポイントは取り
入れる。頑張りすぎず余裕のある大人の女性をイメージしシルエットや素材にこだわっ
た「今どきベーシック」なアイテムを提案します。

★新業態

Ｌｉｆｅ　ｉｓ　ａ　ｐｉｃｎｉｃ　好きな服を着た日、わたしはちょっぴり大胆になる。あの場所に
いってみようかな。あのひとを誘ってみようかな。好きな服を着た日、わたしはちょっぴ
り前に進んでいるのかもしれません。さあ、好きな服を着て、ピクニックのようにワクワ
クする、かわいい毎日を。「ちゃんと＋かわいい」服たちが女の子の毎日をちょっぴり後
押しします。

シーズントレンドをいち早く提案しながら、”甘さを抑えた大人のかわいさ”そして
”ミニマムな遊び心”をベースに清潔感のあるシックカジュアルをご提案いたします。

店舗の特徴

◎

◎

★新業態◎

１８６２年にパリで生まれたロジェ・ガレ。アルマン・ロジェとシャルル・ガレが蒸留法と専
門性を継承し、心地よさを届けるフレグランス ビューティケアを提案。今日に至るまで
ロジェ・ガレはその創業哲学を守り続けこだわりのナチュラルエッセンスを蒸留した
数々のビューティケア製品を世に送り出しています。ピュアな喜びと、幸せ香る心地よ
いひとときを。

◎

優美で深みのある『シャビーシック』をテーマにした、上質さと温もりのある大人のアク
セサリー＆ジュエリーブランドです。
普段使いできるシンプルで上質なもの、特別な日やドレスアップしたいときに着けたくな
るデザイン性の高いものなど、大人の女性が持つ様々なシチュエーションに合わせた
幅広いラインナップをご用意しています。

●

Vivienne WestwoodとALEXANDER McQUEENをメインとする国内外でも類を見ないイン
ポートセレクトショップ。更にVWと関わりの深いLONDON系のブランドを収集。Vivienne
Westwoodレディス、メンズのウェア、ジュエリー、BAG、財布類、靴、傘、ベルト、喫煙
具、ストール、マフラー、手袋､ハンカチ等のフルラインが揃います。
McQbyALEXANDER McQUEENはミナミエリアでは、唯一の取り扱いとなります。

『Ｗ＆Ｅ』は、現代を生きるアクティブな女性に向けた新しい感覚のスポーツセレクト
ショップとして展開し、全ての女性のインナー／アウター両側からの美をサポートしま
す。『ｅｍｍｉ』で蓄積したスポーツファッションとインナービューティーのノウハウをベー
スに、『Ｗ＆Ｅ』独自のスポーツコンシェルジュにより、ウィメンズスポーツライフへいざ
ないます。現代女性のニーズに沿ったビューティーサポートサービスを目指します。

Beautiful life and styleをコンセプトに、ファッションを中心にシューズやバッグといった
ファッショングッズ、生活を彩る旬のライフグッズを展開しています。美的感性の高い女
性たちに向けた、生活を美しく楽しむビューティフル・ライフスタイル・ストアです。

◇関西初

◎新規店
○移転
●改装

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

○

○

●



新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

スマートフォンケースストア

携帯アクセサリー

㈱新南海ストア

■本館地下１階
新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

シェルター

レディス

㈱バロックジャパンリミテッド

マーキュリーデュオ

レディス

ＭＡＲＫ　ＳＴＹＬＥＲ㈱

ミスティック オメカシライン

レディス

㈱パル 3/12ｵｰﾌﾟﾝ

ハク

レディス

㈱ファッション須賀 1/20ｵｰﾌﾟﾝ

オルビス・ザ・ショップ

コスメ・サプリメント

オルビス㈱ 11/13ｵｰﾌﾟﾝ

ビュルデサボン

レディス

㈱アンビデックス 3/11ｵｰﾌﾟﾝ

ドクターマーチン

シューズ・メンズ・レディス

㈱ステップ

タントン

雑貨・インテリア家具

㈱湯川家具 1/9ｵｰﾌﾟﾝ

ＷＡＬＬ

メンズ・レディス

アッシュ・ペー・フランス㈱

ファンケル

コスメ・サプリメント

㈱ファンケル 2/19ｵｰﾌﾟﾝ

生麺工房 鎌倉パスタ

パスタ

㈱鎌倉パスタ 3/12ｵｰﾌﾟﾝ

スターバックス コーヒー

カフェ

スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 4/下旬ｵｰﾌﾟﾝ

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

新世界―現実的なモノと非現実的なモノの融合した空間―
新進クリエーターの発信と若手アーティストのキュレーション活動を主に、独自のスタイ
ルを提案します。 ●

○

おしゃれをする全ての方にファッションを、という発想からスマートフォンにもファッション
を取り入れご提案するスマートフォン専門店です。

店舗の特徴

●

◎

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

◎

女性、誰もが ふっと子供の頃を思い出し少女のような気持ちに戻れる服。
bulle de savon ＝シャボン玉の事 石鹸の泡とか、においなど、 懐かしい感じ。

★新業態

英国老舗ワークブーツブランド。定番の8ホールブーツをはじめ、
SHOP限定モデル等、Dr.Martensの全てが揃うオンリーショップ。
メンズはもちろん、レディスも揃う。知識豊富なスタッフがお客様のご来店をお待ちして
おります。

鎌倉パスタは、「味」はもちろんのこと、「雰囲気」「サービス」を追求し、「お客様に 高
のひとときを創造する」ことを実現致します。

キッチン雑貨をはじめ、ステーショナリーやアパレルまで「かわいい」商品を多数取り揃
えた、生活雑貨、インテリア雑貨のお店。なぜか癒されるマスコット、ソファやダイニン
グセットなどもお手頃価格で揃うお店です。 ○

◎新規店
○移転
●改装

●

◎

大人の女性が満足できるクオリティとデザイン、サイジングのバランス。
オンにもオフにも、日常の様々なシーンを彩るニュースタンダードを提案します。

「ＮＥＷ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＥＬＥＧＡＮＣＥ」　ぬけ感ある大人の甘すぎないＦeminine　肩
ひじはりすぎないNaturalなStyle。
SimpleだけどMode感ある洗練されたStyle　私らしいLife Styleすべてを提案する　New
Real Style。

無添加の基礎化粧品とメークからビューティーサプリメントまで、キレイのためのアイテ
ムを取り揃えた、無添加の力を実感できるお店です。お肌の状態をさまざまな角度か
らチェックできるカウンセリングコーナーや化粧品メークを試せるコーナーが充実。気に
なるお肌のこと、なんでもご相談ください。肌ストレスの抵抗力や肌ダメージをチェックし

適なお手いれやスキンケアをご提案いたします。

ｏｍｅｋａｓｈｉはｏｍｅｋａｓｈｉｌｉｎｅとしてｍｙｓｔｉｃの中からオケージョンラインとして設立しま
した。遊び心のある大人女子の為の服をブランドコンセプトとしオンリーショップも２店
舗展開しています。シャイニーを自然体をコンセプトに幅広いお客様から支持されてい
るｍｙｓｔｉｃと、ｏｍｅｋａｓｈｉが今回、初めて複合店舗としてなんばＣＩＴＹ店でＯＰＥＮ致しま
す。

●

○

◎新規店
○移転
●改装

MOUSSYやSLY、RCWB、riendaに加え、IMPORTなど様々なテイストのブランドがMIXさ
れたセレクトショップ。自分らしい、他の人とは差がつくMIXコーディネートが出来ます。

●

店舗の特徴

肌にやさしい100%オイルカットスキンケアで人気のオルビス。無油分・無香料・無着色・
全品アレルギーテスト済など、徹底して安全性と品質にこだわるアイテムが勢ぞろい。
セルフ形式でありながら、コミュニケーションも充実した店内で、ビューティアドバイザー
にお悩みを相談して、お気に入りのアイテムを見つけるのもいいし、自分の肌性に合っ
たスキンケアを簡単に選ぶこともできます。メイク品からお悩み対応商品、健康食品と
品揃えも豊富。

アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。高品質のアラビカ種コーヒー豆
から抽出したバラエティ豊かなエスプレッソドリンクやペストリー、サンドイッチをお楽し
みいただけます。また、ご家庭でもお楽しみいただけるようコーヒー豆やコーヒー抽出
器具、マグカップなどのオリジナル商品も多数ご用意しております。

○

●



■本館地下２階
新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

倭物や　カヤ

和雑貨・食品

㈱アミナコレクション

シルバニアファミリー森のお家

玩具

㈱マスターピース

マーレマーレデイリーマーケット

靴

㈱マーレマーレ・ジャパン

コーテリ

レディス・ファッション雑貨

㈲リガーズ 2/19ｵｰﾌﾟﾝ

エース

バッグ

エース㈱

メガネの田中

メガネ・サングラス

メガネの田中チェーン㈱ 3/14ｵｰﾌﾟﾝ

スリーコインズプラス

雑貨

㈱パル

キャラバス

キャラクターアパレル・ファッション雑貨

㈱ヨシダユウ

ストリームマーケット

靴下・ファッション雑貨

㈱アシスト

ABC-ＭＡＲＴ

靴

㈱エービーシー・マート

ＴＨＥ　ＣＬＯＣＫ　ＨＯＵＳＥ

時計・時計修理

㈱ザ・クロックハウス

シュガーソルト

バッグ

シュガーソルト合同会社 1/28ｵｰﾌﾟﾝ

新星堂

ＣＤ・ＤＶＤ・ゲーム

㈱新星堂 1/19ｵｰﾌﾟﾝ

チケットポート

プレイガイド・商品券・ｔｏｔｏ（トト）

㈱エニー 3/9ｵｰﾌﾟﾝ

◎

◇関西初

○
オトナ可愛いリアルクローズが揃うセレクトショップ。
見ているだけでも気分が上がる服やアクセサリー、靴、バッグたち。ひとつひとつ小さ
なこだわりがあるモノたちばかりを集めたショップです。

◎

1985年以来、多くの方々に愛され続けているシルバニアファミリー。2015年に30周年を
迎えました。かわいい表情の動物たち、本物志向の家具やグッズがおりなす空間をお
楽しみください。「自然・家族・愛」というテーマにもとづくシルバニアファミリーの世界を
どうぞお楽しみください。

店舗の特徴

“文明開化”をテーマに日本の民芸をモダンにリデザインしてる和雑貨のお店です。伝
統を再発見できる、横濱発の和モダン雑貨屋が大阪市内初出店。軽やかなジャズが
流れる店内には、手拭いや風呂敷、足袋ソックスや食器、コスメなど、懐かしいけれど
洗練された、色とりどりの商品を取り揃えています。

mare（マーレ）はイタリア語で“海”。海と山に囲まれた街、港町神戸でマーレマーレは
生まれました。どこにいても自然の中を歩いているようなリラックス感を持ち、その日の
気分とコーディネートに合わせてチョイスできる“毎日着替える靴”を提案していきま
す。

◎

店内は“工房”をイメージしたメンテナンスカウンターを中心に隅々まで楽しんでいただ
ける様に商品を配置しナチュラルな素材と質感を高めたブラックスチールで落ち着きを
演出します。カジュアルウォッチからビジネスウォッチまで選び抜かれた人気ブランドを
取り揃え１年間を通じてそれぞれのライフスタイルを彩る“Watch&Clock”を提案しま
す。

○

◎

お気に入りのキャラクターで、日常を可愛くアレンジしてみませんか？
思わず笑顔になってしまう、大人気キャラクターのオリジナルデザインアパレルと雑貨
を豊富に取りそろえています。
ファミリーからお友達同士、そしてカップルまで、お気に入りのキャラクターアイテムを
選んで、探して、一緒にお買い物を楽しんでいただけるキャラクターアパレル・雑貨専
門店です。

●

○

豊富な品揃えが魅力の、足元からライフスタイルを提案するシューズショップ。ライフス
タイル＆トレンドの２つの視点でセレクトされたシューズを取りそろえてリニューアル
オープン。「ナイキアスレチックブース」がインストアとして登場し、ランニングなどのス
ポーツシーンからストリートモードまでの幅広く高い人気を誇るナイキ商品を集約。そ
の他にもスニーカー・レディス・ビジネス・キッズと幅広い品揃えで、あなたの欲しいアイ
テムがきっと見つかる！

●

◎

キッチン・バス・インテリア・靴下・アクセサリーなどの商品を、ベーシックなデザインの
ものから、楽しくなるようなカラフルな色使いのものまで300円を中心とした雑貨から
ちょっとした家具まで幅広く取り揃えております。ワクワク・ドキドキがたくさん詰まった
HAPPY STORE 3COIN+plusは、あなたのちょっと“幸せ”をお手伝いする雑貨店です。

◎

普段使いからトラベル・ビジネスまで様々なシーンに対応したバッグを取り揃えるメー
カー直営店。

適な価値を提供するバッグ＆ラゲージブランド「エース」、日本製スーツケースを中
心とした「プロテカ」、旅の達人・竹内海南江さんと共同開発したバッグ「カナナプロジェ
クト」などを展開しています。

靴下からはじまる、楽しい毎日をご提案。自社ブランド『ｓｔｒｅａｍ』のソックスを中心に、
ファッション雑貨・シューズなどの価値観のある商品を多数展開し、バラエティーに富ん
だショップです。

老若男女問わず幅広い世代に楽しんでいただける「音楽生活提案」を目指していま
す。＜CD＞ヒットチャートだけじゃつまらない。Ｊ－ＰＯＰから大人のロック、さらに演歌
まで。充実の品揃え。お得なセールもいろいろと実施しております。 ＜DVD・ブルーレ
イ＞ 映画： 新/話題のハリウッド映画はもちろんのこと、浪漫香り哀愁漂う名作洋画
やヨーロッパ映画、そして新旧の日本映画の作品も充実。映画ファンに楽しんでいただ
ける品揃えです。
良質のエンタテインメントを対面販売ならではのサービスでご案内致します。
また、各種ご贈答用商品券も豊富にご用意しております。

革、帆布などのナチュラルテイスト(自然素材)を中心に男女問わず自然体でもてるバッ
グ、革小物と、クラフトにこだわった国内のとんがったファクトリーブランドからセレクトし
ました。

◎

◎

人に個性や人格があるように、メガネにもそれぞれ個性があり、「掛けるとつい微笑ん
でしまうもの」「その人の顔に寄り添うようなもの」個性やイメージ、ファッションやシーン
に合わせてメガネを掛けかえる楽しみを、ぜひ味わってください。

○

◎新規店
○移転
●改装

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態



■本館２階
新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

サマンサタバサプチチョイスプラス

ファッション雑貨

㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 3/2ｵｰﾌﾟﾝ

ルームオブアンフィ

インナー

㈱ワコール 3/1ｵｰﾌﾟﾝ

■南館２階
新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

ハンズ ビー

生活雑貨

㈱東急ハンズ

ジュピター

輸入食品

ジュピターコーヒー㈱

シャルロット

靴・ファッション雑貨

㈱エービーシー・マート

エアウィーヴ ザ クオリティー スリープ ストア

寝具

株式会社エアウィーヴ

無印良品

生活雑貨

南海電気鉄道㈱

アイダ ジェネラル ストア

生活雑貨・レディス

㈱バフ

エース シューズ スタジオ

スポーツウェア・靴・ファッション雑貨

㈱エービーシー・マート

山野楽器ロックイン

楽器・楽譜

㈱山野楽器

ブルーハワイライフスタイル

カフェ・ハワイアン雑貨

㈱ブルーハワイライフスタイルジャパン ※日本初上陸

ＳＴＥＡＫＨＯＵＳＥ ＲＯＭＡＮ．ＴＥＩ ～ＶＩＬLA～

ステーキ・ハンバーグ・ビュッフェ

岡山フードサービス㈱

ＱＢハウス

ヘアカット

キュービーネット㈱

AMPHIは、下着のセレクトショップです。洋服のセレクトショップみたいな感覚でいろい
ろなテイスト＆アイテムが探せる下着屋さんがあれば。AMPHIは、そんな楽しい発想か
ら生まれました。
新しいかわいいが見つかるインナーウェアショップの新しいカタチAMPHIです。

店舗の特徴
◎新規店
○移転
●改装

●

◆全国初

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

財布やパスケース、ポーチなどの小物ブランド。「バッグの中も可愛くコーディネート」を
テーマに、ファッション性に富んだ商品をラインナップ。デザインだけでなく機能性も大
切にしています。また今回より、サマンサタバサよりギフトをテーマとしてデビューした
『サマンサタバサ アニバーサリー』も展開。GIFTに 適な商品ラインナップは、大切な
あの人に贈りたくなるのはもちろん、自分へのご褒美としても欲しくなってしまう、キュー
トなラインナップ。

●

◎

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

◎

こだわり感や上質感を求めるお客様へ向けた東急ハンズが提案するライフスタイル
ショップです。ビューティやステーショナリー、シーズン雑貨を中心に、「自慢したくなる」
「思わず笑顔になる」「友人や家族に贈りたくなる」高感度でこだわり感のある商品を展
開いたします。

◎

店名の由来でもある「シャルロット」というパリに住む架空の２８歳の女性の部屋をイ
メージ。彼女のイメージカラーである青を基調とし、靴だけではなく、バッグ、アクセサ
リー、フレグランス等といったファッション雑貨の品揃えにも注力したライフスタイルを提
案するショップです。

店舗の特徴
◎新規店
○移転
●改装

眠りの世界に、 高の品質をとどけるために。「 高」の睡眠環境をサイエンスに基づ
き実現すること。それがエアウィーヴの設計思想であり、不変の理念です。「 高」の
睡眠を求める人々の期待にこれからも応え続けます。

●

ステーキハウス「ロマン亭」の別荘（ＶＩＬＬＡ）へようこそ。肉卸直営だからこそできる高
品質でコストパフォーマンスの高いお肉料理をご提供いたします。食べ頃を迎えるまで
熟成された完熟肉が毎日たっぷりラインナップ。当店自慢の完熟肉は炭火でじっくりと
肉の旨味を閉じ込めて香ばしく豪快に焼き上げます。その他お肉の素材に合わせたお
料理や元気野菜のサラダ＆オードブルをビュッフェスタイルで。お肉と野菜をたっぷりと
味わってお楽しみください。

◎

ハワイのアラモワナショッピングセンターにある「ブルーハワイライフスタイル」の日本１
号店。ハワイの食事・運動・生活習慣を通して、「健康的・環境に配慮したライフスタイ
ル」を提案するカフェ＆コスメショップ。ハワイの地元紙で「ベストアサイーボウル賞」を
受賞したアサイーボウルをはじめ、ヘルシーなスムージー、トロピカルフルーツをふん
だんに使ったパンケーキ、そして、ハワイアンギフトとして、オーガニックコスメやソープ
なども取り揃えています。

スプーンからベッドまで。無印良品は暮らしのすべてがそろいます。
着心地の良いウエアや素材にこだわった食品。そして使い勝手を考えたシンプルで機
能的なステーショナリーや家具まで、暮らしまわりのすべてが揃います。 ○

コーヒー豆はアラビカ種１００％で直火式自家焙煎のレギュラーコーヒーが約４０種と、
イタリアン、中華をはじめお菓子、紅茶など、オリジナル商品を含む５，０００種類以上
の世界の食材を取り扱う輸入食品専門店です。

ヘアカット専門店ＱＢハウスは全国約４９０店舗展開しており、月間１４０万人以上のお
客様にご利用いただいております。１０８０円でリーズナブル、１０分とスピーディなため
ショッピングやお仕事帰りにも便利です。男性、女性、お子様、ご家族皆様でご利用い
ただけます。

◎
RUNNING・WALKING・FITNESS・YOGAの４つの商品カテゴリーから構成され、スポーツ
のシーンだけではなく、ファッションの観点からも日常に溶け込むスタイル提案が出来
る新しいスポーツファッションSHOPです。

"毎日を楽しく過ごしたい、ほっと満たされたい”そんな想いを日々、提案しているライフ
スタイルショップです。わたしたちの使いたいモノ、わたしたちが着たいモノ、届けたい
大切な想いは、いつでもどこでも変わりません。ファッションからインテリア、食器類は
もちろんのことガーデニングやフードまで、幅広い品揃えを"Natural&Vintage”な空間で
提案します。

◎

当店はエレキギター、ベース、アコースティックギターはもちろん、月刊誌、楽譜、ス
テーショナリーグッズ、電子ピアノ、アンプ、エフェクターなど、老若男女問わずお気軽
にご利用頂ける総合LM楽器店です。

◎

◎

○

□大阪初

★新業態

◆全国初



■南館１階
新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

ツール・ド・ブレイン

ステーショナリー・ファッション雑貨

㈱ヌーヴ・エイ

オールドベティーズ

メンズ・レディス・キッズ

㈱オールドベティーズ

キャス キッドソン

ファッション雑貨

キャス キッドソン ジャパン㈱

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

㈱アーバンリサーチ

ノーティアム

ファッション雑貨

㈱ジェイアイエヌ

エルロデオ／ヴィータリータ

レディス

㈱ファッションプラザ・サンローゼ

ＫＢＦ

レディス

㈱アーバンリサーチ

フーズフーギャラリー

メンズ・レディス

㈱パル

ＳＰＣ

シューズ

㈱チヨダ

チャオパニック

メンズ・レディス

㈱パル

エクストララージ／エックスガール

メンズ・レディス

㈱ビーズインターナショナル

リーバイスストア

メンズ・レディス

㈱バディー

マーキーズ

メンズ・レディス・キッズ

㈱マーキーズ

セポ スターチス

レディス

㈱ブルーメイト

「ｗｏｒｋ，ｍｉｌitary，ａｕｔｈｅｎｔｉｃプラス今」をメインコンセプトに「Ｈａｐｐｙ！」になれるリアル
カジュアルショップ。毎日のコーディネートに欠かせない存在を目指して作られるセポ
は、リーズナブルでありながら、こだわりのアイテムが満載です。 □大阪初

◇関西初

○

○

○

◎

「ステーショナリー≠文房具！？」脳を活性化させるツールとしての広義ステーショナ
リー他、クリエイティブマインドを刺激する雑貨を集めたライフスタイルショップ。個人需
要向けにデザインされた”雑貨的文房具”市場の領域に新たなコンセプトをミキシン
グ。モノ・ファッションを通じて日常を自分らしくカスタマイズ（アップデート）する事を楽し
む、全ての都市生活者に向けて提案します。

「元気が出る服！」。太陽をイメージして作られたわがままで個性あふれる服です。ス
タッフがデザインし自己主張した１００％オリジナルブランドです。

◎

○

ノーティアムはオリジナルの財布、革小物に加え、バッグや時計をセレクトして毎日を
楽しくするファッションアイテムに囲まれた豊かなライフスタイルを提案する服飾小物の
セレクトショップです！ノーティアムでしか買えない他ブランドとのコラボレーションアイ
テムを多数取り揃えています。またオリジナルの財布や革小物には無料の刻印サービ
スを行っています。自分使いからギフトまで、性別年齢問わず、楽しんでお買い物いた
だけます。

キッズをメインにシンプルな着まわしやすい定番のオリジナルアイテムからパタゴニア
やノースフェースなどのアウトドアブランドまで充実した品揃えのセレクトショップ。ベ
ビー・キッズはオリジナリティのあるプリントアイテムとカラーリングの豊富な品揃えで
親子でコーディネートでき、ファミリーで楽しんで頂けます。お揃いアイテムも豊富で
す。

“大人”に向けたこだわりのシューセレクトショップ。有名グローバルブランドと当社限定
のオリジナルブランドが絶妙にハイブリッドされ、エッジの利いた独創感のある商品ライ
ンナップになっています。ＲＥＤ　ＷＩＮＧＳ（レッドウイング）正規取扱店でもあり、専門店
ならではの知識とサービスを提供するスタッフが揃っています。

EXCITING & RELAX
80'S・UNIFORM・AMERICAN・EUROPIAN、この4要素から時に気分にマッチした力まな
いブレンドスタイルを提案する、新感覚のメンズ&レディースショップです。

1991年LAにて設立し、ストリートカルチャーを取り入れたファッションを提案する、スト
リートブランドのパイオニア「XLARGE（R）」と、音楽・カルチャー・スポーツなどストリート
シーンから様々な要素を取り込み、時代の変化に合わせてリアルな女の子のストリー
トスタイルを提案する「X-girl」の複合ショップ。

◎

“THE WORLD STANDARD FASHION”　世界のトレンドを、より早くよりリーズナブルに
展開する、アーバンリサーチのファストファッションブランド。ファッション感度が高く好奇
心旺盛なすべての男女へ、自分らしくトレンドを取り入れる楽しみを。

風合いや作りにこだわったオリジナルコレクションと、国内外からセレクトした高感度な
カジュアルアイテムを展開。ジーニングカジュアルウェアをベースにワーク、ミリタリー、
スポーツアウトドア、アイビープレッピーなどのカテゴリを設け年齢にとらわれないスタ
イリングを提案しています。

◎

心が優しくなれるようなアメリカンカジュアルがコンセプトのブランド。オールドアメリカン
ウェアをベースに商品展開し、シーズンごとにテーマを決め「日常の何気ない風景を映
し出す。」
そんなワードローブを提案しているブランドです。

◎

●

○

「すべてのジーンズはリーバイスから始まった。」１８７３年に世界で初めて「ジーンズ」
を誕生させ、１８９０年に「５０１」を発表。「伝統と革新」というコンセプトのもとに様々な
名品を世に送り続けてきたブランド、それがリーバイス。時代を先駆け、絶えず変化を
しながらも、決して普遍的価値を失わない存在です。リーバイスのクリエイティブな世界
観を是非体感してください。

LADY MINIMAL
主張しすぎないシンプルなデザインと、ミニマルで実用性を兼ねたスタイルをテーマに
飽きのこないワードローブを提案します。

1993年、ロンドンにショップをオープン後イギリスだけでなく、グローバルなライフスタイ
ルブランドとして全国展開をしているキャス キッドソン。
バッグがらファッション、キッズ＆ベビーウェア、ホームファニシングまで幅広く展開して
います。

◎新規店
○移転
●改装

◎

店舗の特徴

◎

●

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態



新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

ＳＭ２

レディス

㈱キャン

ダブルクローゼット

レディス

㈱ウェアーズ

ワンアフターアナザー ナイスクラップ

レディス

㈱ナイスクラップ

カスタネ

レディス

㈱パル

フーズフーチコ

レディス

㈱パル

帽子屋フレイヴァ

帽子

㈲フレンドシップパートナーズ

チュチュアンナ

ソックス・インナー

㈱ファッションプラザ・サンローゼ

アジェデ アクセサリーズ

アクセサリー

㈲ムラ・クリエイティブハウス

ブルーブルーエ

生活雑貨

ブルーブルーエジャパン㈱

サミールナスリ

ファッション雑貨

㈱レガリス

メディストア

ファッション雑貨

㈱ノルコーポレーション

リベンハム コレクション

時計

㈱リベルタ

マジェスティックレゴン

レディス

㈱シティーヒル

ステーキ＆ワイン　Ｂｌｏｃｋ

ステーキ＆ワイン

㈱ダンシンダイナー

有機茶寮

カフェ

ソルビバ㈱

◇関西初

コンセプトは「slow but fast」。身体に優しく、安全でおいしい食事を手ごろな価格で多く
の方に喜んでいただきたい。それが有機茶寮の願いです。ヘルシーなSOLVIVAドーナ
ツもご賞味あれ！

◆全国初

◎

○

○

○

◎

「新しいもの」、「発信的なもの」、「遊びごころのあるもの」がキーワード。オリジナルピ
アスを中心とした、デイリーユースなアクセサリーを提案します。

◎

『LADY IN THE NEXT STAGE』　GIRLからLADYへ次のステージに踏み出す女性の為
のリアルクローズ。 "ちょっと綺麗でちょっと可愛い "あこがれのスタイルを提案しま
す。

○

女性の日常のひとときがより一層、自分らしく輝くように「自分らしく」をコンセプトに、オ
ンオフに使用できる実用性のあるレディースバッグを展開。また、バリエーション豊か
にモバイルケースやパスケース・ポーチなどバッグの中もかわいくコーディネートできる
アイテムを取り揃えています。

◎

女の子のお部屋のような親しみやすさを感じられる空間と、風合い、コシに徹底してこ
だわった商品づくりをしている靴下、インナーの専門店です。

香りと旨みを引き出す臨場感あふれる炭火で焼き上げた『抜群に美味しい赤身肉のブ
ロックステーキ』が自慢です！また、炭焼きで仕上げるグリル野菜や、肉の旨みを活か
したサイドメニューはシンプルながら驚きの美味しさです！老舗カジュアルなムードの
空間で美味しいお肉とワインをお腹いっぱいリーズナブルに楽しめます。リーズナブル
なワイン類も40種以上と充実。世界各国からお肉にぴったりな味わいを探して集めた
魅力的なラインナップです。

◎

○

今の気分を取り入れた、旬のアイテムをかわいく、カジュアルに楽しみたい…
w closetは、そんな女性たちの“favorite wardrobe”のようなショップとして、
自分らしく自由にハッピーに生きる女性のためのリアルクローズや、
ベーシックとシーズントレンドをミックスしたスタイリングを提案します。

ヴィンテージウェアテイストをルーツとし、カジュアルブランドにあって潜在的な女性らし
さを自分らしく引き出し、１人の女性のクローゼットを表現。 ○

‘おしゃれを楽しむ人の日常着’　ナイスクラップは女の子らしいディテールで着まわし
の効く、ありそうでなかったファッションをシンプルかつリーズナブルに提案します。シー
ズン毎のトレンド素早く取り入れた、女の子の「今欲しい」アイテムが必ず見つかるＳＨ
ＯＰです。

スイスの自然をテーマにした腕時計ブランドのリベンハム。「自然と人」「人と時」「時と
自然」の繋がりがテーマです。「Libenham Watch」は身に着ける人に見た目だけでなく
心のセンスをも約束します。そんなリベンハムブランドの全国初となる直営店では、腕
時計だけではなく自然をテーマにしたアイテムも取り扱い、ブランドの世界観を伝えるコ
レクションストアとなります。多くのクリエーターやデザイナーとのコラボアイテムや参加
型のワークショップも開催予定です。

アクセサリーで毎日をオシャレ＆ハッピーに～！！　今日を大切に仕事や日常生活を
頑張るみなさんのオシャレなアクセサリーとの毎日をご提案するアクセサリー専門店で
す。

アメリカンクラシックをベースとし、世代・性別を超えたリアルスタイルの提案。今の気
分をｍｉｘしたマイスタイルの発見をコンセプトにファッションを通じてお客様への新しい
ファッションライフを提案しています。

○

『Samansa Mos2』は、ココロの豊かさを求める女性たちに向けて、「遊び心」を大切に
「楽しさ・やさしさ・心地良さ」を提案するブランド。ナチュラル感やぬくもりを感じられる
ような着心地の良い商品づくりを目指しています。

◎新規店
○移転
●改装

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

店舗の特徴

◎

オリジナルの革アイテムや、思わずお家に連れて帰りたくなる可愛い雑貨に囲まれた
お店です。いつでも気軽に立ち寄れて、毎日が楽しくなるような雑貨を取り揃えるブ
ルーブルーエで、是非あなたのお気に入りを見つけて下さい！

帽子のセレクトショップです。お求めやすい価格で高い品質の商品を多数ご用意。
キャップ、中折れハット、キッズ、婦人ハットなど多種多様な帽子の中からお客様にお
似合いのデザイやかぶり方をスタッフが懇切丁寧にご提案。貴方の欲しい帽子がきっ
と見つかるお店です。

◎

○



新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

そじ坊

そば処

㈱グルメ杵屋

中央軒

中華料理

㈱中央軒

甘党まえだ

甘味喫茶

㈱大阪前田製菓

大起水産回転寿司

回転寿司

大起水産㈱

梅蘭

中華料理

㈱東源

カフェ太陽の塔

カフェ・スイーツ

㈱ＴＮＴ ＭＡＲＫＥＴ

■南館地下１階
新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

モンベル

アウトドア

㈱ベルカディア

アダムスキー

雑貨

㈱宙夢

ムラサキボーダーズファクト

アクションスポーツ

㈱ムラサキスポーツ 3/25ｵｰﾌﾟﾝ

キタムラ

カメラ・ＤＰＥ・携帯・アップル製品修理

㈱キタムラ

よくわかる！ほけん案内

保険代理店

ｱﾒﾘｶﾝ ﾌｧﾐﾘｰ ﾗｲﾌ ｱｼｭｱﾗﾝｽｶﾝﾊﾟﾆｰ ｵﾌﾞ ｺﾛﾝﾊﾞｽ

リフレッシュハンズ

リラクゼーション

リフレッシュハンズ㈱

ロッテリア

ハンバーガー

㈱ロッテリア

●

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

○

●

◎

●

◇関西初●

あんみつやみたらし団子など、手作りにこだわった昔ながらの甘味が楽しめます。少し
ずついろいろ食べたいならセットメニューがオススメです。 ●

コンセプトは　都会だけどホット安らげる空間店内。ご飯やケーキを食べながらゆった
りおくつろぎ頂けます。また、ママさんに嬉しいお子様ランチやベビーチェアなどもござ
います。夜はキュンと可愛いアルコールカクテルなども多数ご用意しています。ホッと
落ち着けるレトロ空間で、女性に人気のロコモコなど豊富なフードメニューを取り揃えて
おります。かわいいデザインの自家製ケーキもぜひご賞味ください。

店舗の特徴

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

「鮮度がごちそう」“新鮮”な海の幸を、より安く、多くの人々へ。大起水産グループは
1975年、魚介類の卸売業から始まりました。当時から"鮮度"にこだわり、特に開業当
時から仕入れを続けている日本有数の漁獲量を誇る「鳥取県境港」からは「街のみな
と」や「回転寿司」へ獲れたての海の幸を新鮮なままその日の内に届ける流通システ
ムを構築しています。 鮮度がいちばんだと考える大起水産の海の幸は、"新鮮"だから
"おいしい"のです。

○

◎

◎

『よくわかる！ほけん案内』は、保険についてあらゆる「わからない」を解決する、をコン
セプトとしたアフラックの来店型保険店舗です。「保険ってよくわからない」という方々に
対して分かりやすく、丁寧に保険の基本から説明していることが、お客様よりご好評い
ただいております。お客様が安心・リラックスして相談を受けられる店舗づくりと、専門
スタッフ/ファイナンシャルプランナーによる質の高いコンサルティングのご提供をおこ
なっております。
創業20周年を迎えるリフレッシュハンズは、全国の有名商業施設や駅地下街に多数店
舗展開しているリラクゼーションサロンです。短時間でも効果がある『ボディケア』から
『フットケア』『アロマセラピー』など幅広い施術を提供し、仕事帰りのビジネスパーソン
の方など様々なお客様に喜んでいただいております。また、店舗は人気デザイナーが
デザインを手掛けるなど、施術だけではなく空間づくりにもこだわり、「癒しの時間」をご
提供しています。

有名メーカーのカメラ、人気のミラーレス一眼レフ、カメラ用品アクセサリーの品ぞろえ
が充実しています。また、各キャリアの人気スマートフォンも取り扱っています。スマー
トフォンプリント、デジカメプリントも大変便利。中古カメラの販売、買取も全国の同店か
らお取り寄せいただけます。

横浜中華街の有名店舗梅蘭の大阪６号店としてオープン。店内は重厚感あふれるシッ
クな大人の雰囲気。１００席もある広々とした空間造りで大小の宴会にも対応できる円
卓個室から、お一人様でも安心してご来店いただけるカウンター席もご用意。ＴＶ・雑誌
などにも取り上げられることの多く名物料理となった「梅蘭やきそば」を始め、伝統的な
本格中華料理から家庭的中華料理まで幅広くご用意しているので、多様なシーンでご
活用ください。

長崎ちゃんぽん、皿うどんを大阪に紹介して五十有余年。中央軒は歴史と異国情緒あ
ふれる長崎の味を基本とした本格的中華料理で関西の皆様に親しまれてきました。
「よく食べ、よく飲み、よく語れ、楽しい仲間とその時間」をコンセプトに創り出す料理人
達の多彩な料理をどうぞご堪能下さい。

店舗の特徴

「Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｉｓ　　Ｂｅａｕｔｙ（機能美）」と「Ｌｉｇｈｔ　Ｆａｓｔ（軽量と迅速）」をコンセプトに商
品開発をおこなうアウトドアメーカー「モンベル」の直営店。登山をはじめとするアウトド
アアクティビティはもちろん、トラベルや日々の生活を快適にするウェアやギアを多数ラ
インナップ。様々なフィールドを楽しむ経験豊富なスタッフが、皆さまのアウトドアライフ
を全力でサポートします！

◎新規店
○移転
●改装

店内で製麺した風味豊かで喉ごしの良い蕎麦を茹でたてでご提供。温かいメニュー冷
たいメニューを豊富に取りそろえております。ざるものは生わさびをすりおろしてお召し
上がりいただきます。ディナータイムは一品料理・ドリンク類も充実しているため、予算
に合わせて宴会予約も可能です。

◎新規店
○移転
●改装

○

●

古きを愛し新しさを求め、玩具、雑貨を中心に変化を楽しく科学するべく
趣味性の高いアイテムを販売・買い取りしております。
時代を超越したアイテムを老若男女がライト感覚で楽しめる空間です。
独自の審美眼でセレクトしたファッションも、一部取り扱いしています。

●

ムラサキスポーツが新しく手がけるアクションスポーツのメガショップ「MURASAKI
BORDERS FACT」。スノーボード・サーフィン・スケートボードのボード類をメインに展開
した店内は圧巻の品揃えでみなさまをお待ちしています。魅力あるアクションスポーツ
の世界へお連れします。

日本人好みのファーストフードとして業界をリードし続けてきたロッテリア。ロッテリアの
歴史は、そのまま日本のファーストフードの歴史です。



新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

いずみカリー

カレー

㈱ハートダイニング

珈琲館

カフェ

ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑｽﾞ㈱

新店舗名　

業　種

会社名

ユニクロ

メンズ・レディス・キッズ

㈱ユニクロ 10/30ｵｰﾌﾟﾝ

ユザワヤ

手芸関連用品・生活雑貨

ユザワヤ商事㈱ 10/30ｵｰﾌﾟﾝ

コクミン

ドラッグ・コスメ

㈱コクミン 10/30ｵｰﾌﾟﾝ

ランドリー

メンズ・レディス・キッズ

㈱ＫＳプランニング 9/18ｵｰﾌﾟﾝ

キートス

生活雑貨

㈱スモール・プラネット 10/2ｵｰﾌﾟﾝ

リーガルシューズ

シューズ

㈱イバラキヤ 10/21ｵｰﾌﾟﾝ

新店舗名　（※一部予定）

業　種

会社名

道頓堀クラフトビア醸造所

クラフトビアレストラン

立花エンターテインメント・ワン㈱ 10/30ｵｰﾌﾟﾝ

キリンシティプラス

ビアレストラン

キリンシティ㈱ 10/30ｵｰﾌﾟﾝ

※新業態とは、出店者が新しいブランド・コンセプト（商品構成）で出店する店舗のことです。

※オープン日等の記載内容は都合により変更となる場合がございます。

Tシャツが持つ可能性を追求し、キャラクター、イラストからグラフィックまで幅広いプリ
ント、カラー展開をするユニセックスTシャツショップ。アート、ミュージック、カルチャー
からインスピレーションを受け、また、それらをサポートする。コラボレートTシャツ・グッ
ズも多数展開。

○

「日常生活をちょっとオシャレに！」をテーマにインテリア小物、服飾雑貨やカワイイス
テーショナリーなど揃う雑貨屋です。自分用とお友だちへのプレゼントも見つかる楽し
い空間です。 ○

　全国に約６０店舗を展開する手芸用品の大型専門店。生地・和洋裁用品・服飾雑貨・
ミシン・毛糸・手芸材料・クラフト材料など、様々な分野の手作りホビーに必要な材料や
道具を豊富に取り揃えています。洋裁、手芸などの無料店頭講習会も随時開催しま
す。

◎

※本館地下２階　第１期先行オープン店舗

なんばＣＩＴＹ南館地下１階から移転し、増床リニューアル。
新店は 新の大型店で、メンズ・レディス・キッズすべてにおいて、なんばエリア 大級
の品揃えとなっており、充実のラインナップです！「生活をより豊かに、より快適に変え
ていく、様々なイノベーションを取り入れた究極の普段着」を目指して、シンプルかつ
日々の生活を快適にする服を色柄豊富に取り揃えています。

○

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

◎
一杯のコーヒーに心をこめて。
私たち珈琲館は、このスローガンから始まりました。以来、一貫して品質本位・お客様

優先の経営姿勢を貫いています。くつろぎのひとときや楽しい語らい・静かな思索、
そして味の良さ・もてなしのやわらかさ・空間ののびやかさ…。他店とは一線を画す
サービスでお迎えしております。 本物の美味しさをお楽しみください。

味にこだわる大阪人をとりこにしてきた欧風カレー専門店。何種類ものスパイスを独自
の配合で加えたルーは、刺激的なスパイスの風味の中に、フルーティーな甘味が香り
豊かに広がり、一度食べるとやみつきになること請け合いです。カリーメニューはもち
ろん、トッピングも豊富ですので、自分好みのカリーをお楽しみいただけます。人気メ
ニューは、300gのメガトン級のハンバーグにトロ～りチーズをトッピング！ガッツリ食べ
たい方にオススメです。

◎

”3回注ぎ”という特別な注ぎ方で樽生ビールをご提供するビアレストランです。他にも、
シャリッと泡の一番搾りフローズン＜生＞や、日本の大地が育んだシャトー・メルシャン
をはじめ、各国のワインやウイスキー、 数多くのカクテルも取りそろえています。お料
理は、ビールに合うジューシーなソーセージや、赤身のおいしさを堪能できる｢あか牛
の旨塩焼き｣といった看板メニューに加え、こだわりのトマトや玉ねぎなど、野菜メ
ニューも充実！

● ◇関西初

大阪ミナミ唯一のクラフトビールメーカー｢道頓堀麦酒醸造株式会社｣の公式レストラ
ン。樽生｢道頓堀地ビール｣全種類と、ビール醸造技師がオススメする日本各地の樽生
クラフトビールを集結しました。黒さつま鶏の炙り焼き、河内鴨のロースト、茄子と鶏味
噌のチーズピッツァなどクラフトビールに合うスタイルにアレンジされたお料理を豊富に
取りそろえています。

● ★新業態

　「美」と「健康」をトータル的にサポートするドラッグストアです。医薬品・サプリメントや
化粧品はもちろん、日用品まで取り扱い、豊富な品揃えでお客様のご要望にお応えし
ます。また、需要の高い訪日外国人旅行客に対応した品揃えとスタッフの配置をしてお
り、どんな時も専門的な立場から適切なアドバイスを行います。

◎

50年の伝統が築いた信頼と安心の国内NO1シューズブランド「REGAL」。確かなはき心
地とフィッティング技術をご提案すると共に、お客様をおもてなしするやさしい気持ちを
お約束します。ビジネスマンの足元を飾る「REGAL」、余暇のリラックスカジュアルには
「Clarks」など、お客様のニーズに合わせてアイテム豊富に取り揃えております。また靴
のお手入れ方法、修理についてもご相談承ります。

※南館１階　第１期先行オープン店舗

店舗の特徴
◎新規店
○移転
●改装

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

店舗の特徴
◎新規店
○移転
●改装

◆全国初
◇関西初
□大阪初
★新業態

店舗の特徴
◎新規店
○移転
●改装

○


