
１．「ミオ北館」１、２階 出店テナント情報

店名 会社名 業種 備考

１ 帽子屋 kizuna 吉永 英治 物販 身の回り品（帽子）
｢ミオ｣から

移転改装

２ プラスワン 株式会社ハートボックス サービス
サービス（靴修理、

合鍵作成、時計修理）
新規出店

３ ブルーブルーエ ブルーブルーエジャパン株式会社 物販
雑貨

（生活雑貨、服飾雑貨）
新規出店

４ アイプリモ プリモ・ジャパン株式会社 物販
文化用品（ブライダル

ジュエリー）
新規出店

５ カルディコーヒーファーム 株式会社キャメル珈琲 物販
食料品

（輸入食品、飲料）
新規出店

６ キミノーカ 宇城 哲志 物販 食料品（ジェラート）
｢ミオ｣から

移転改装

７ ボタニカ 株式会社インバーター 物販
雑貨

（生活雑貨、観葉植物）
新規出店

８ ナチュラルガーデン 株式会社ハンド・エイド サービス
サービス
（リラクゼーション、健康食品）

改装

９ モニック
株式会社ジェイアール西日本

ファッショングッズ
物販 雑貨（服飾雑貨） 改装

10 ストロベリーフィールズ 株式会社シュガー・マトリックス 物販 衣料品（婦人用品） 移転改装

11 ベル＆ソファ 株式会社ベル 物販 身の回り品（靴、革製品）
新規出店

和歌山県初

12 ニットソーイングクラブ
株式会社ニットソーイング

クラブ
サービス サービス（洋裁教室） 新規出店

13 マルルバイソノヤ 山本 博史 物販 衣料品（婦人用品） 改装

14 ジェネレル 株式会社ジェネレル 物販 衣料品（婦人用品）
新規出店

和歌山県初

15
パンドラハウス

※４月下旬オープン
イオンリテール株式会社 物販

身の回り品

（手芸・裁縫用品）
新規出店

（１）帽子屋 kizuna

（２）プラスワン

（３）ブルーブルーエ

純国産ブランド「エッジシティ」を取り扱うオリジナルショップ！

リーズナブルな価格ながら、素材や被り心地にこだわった商品を

取り揃えています。

※現在の「ミオ」2階の店舗は 3月 14日まで営業します。

くつやカバン修理、合鍵の作成、時計の電池交換等を承ります。

毎日をお気に入りと暮らす楽しみをご提案します。ワクワクするような

雑貨をインテリア小物からバッグや帽子、アクセサリーまで幅広く取り

揃えております。

身の回り品（帽子）

サービス（靴修理、合鍵作成、時計修理）

雑貨（生活雑貨、服飾雑貨）

帽子屋kizuna
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（４）アイプリモ

（５）カルディコーヒーファーム

（６）キミノーカ

（７）ボタニカ

（８）ナチュラルガーデン

（９）モニック

（10）ストロベリーフィールズ

人気輸入食品ショップ「カルディコーヒーファーム」が JR和歌山駅前に登

場！賑やかで活気溢れる市場の雰囲気のなかで、世界中から集めた珍しい

食材や、カルディコーヒーファームならではのリーズナブルでこだわりの

ある商品などで、いつでも好奇心をくすぐり、新たな発見があるような

品揃えでお客さまに喜んでいただけるよう店作りをしています。

紀美野町の人気ジェラートショップ「キミノーカ」が和歌山ミオから

移転オープン！

農園で採れた野菜や果物を使ったジェラートやスープなどの加工食品の

販売に加え、畑で採れた野菜や果物の販売のほか、野菜・果物を切り口

とした様々なアイテムをご紹介します。

モニックはパリに住むいつもおしゃれな一歩先行く憧れの女性。そんな

女性の暮らすお部屋をイメージしたアクセサリーショップ｢モニック｣は、

『上品でフェミニン』『トレンドエッセンス』をキーワードにいつまでも

乙女心を忘れないチャーミングな女性に向けて、自分らしく輝ける大人

可愛いアクセサリーを提案します。

ブライダルダイアモンド専門店として結婚という人生で一番幸福な門出

に豊富な知識とノウハウを持つジュエリーアドバイザーが徹底サポー

ト。エンゲージリングはセミオーダーで作るので予算もデザインも思い

通りに。

マッサージ、アロマオイルマッサージ、リフレクソロジー、

フェイシャルエステ等の施術を低価格・完全個室で提供する

リラクゼーションサロン。今回のリニューアルによりお酢や酵素などの

健康食品の販売もスタートします。

文化用品（ブライダルジュエリー）

食料品（輸入食品、飲料）

食料品（ジェラート）

サービス（リラクゼーションサロン、健康食品）

雑貨（服飾雑貨）

「ストロベリーフィールズ」がパワーアップしてリニューアルオープン！

「凛と過ごすオフィスタイム」「休日のさりげないおしゃれ」「およばれ

のディナー」といったあらゆるアクティブシーンを具体的に想定しながら、

コレクションを展開しています。

日々を輝く聡明でピュアな現代女性たちに、永遠のフェミニティとエレガ

ンスを。

衣料品（婦人用品）

ピザ職人のオーナーが始めた雑貨ショップ「ボタニカ」が JR和歌山駅前

に登場！キッチン雑貨を主体とし、家具やグリーンを取り入れた、味わ

い深いライフスタイルを提案するインテリアセレクトショップです。

雑貨（生活雑貨、観葉植物）
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（11）ベル＆ソファ

（12）ニットソーイングクラブ

（13）マルルバイソノヤ

（14）ジェネレル

（15）パンドラハウス（4 月下旬オープン）

日本製にこだわり、神戸・長田で40年以上にわたり、靴をつくり続けて

きました。また履き心地が良いものを作りたいという想いから軽さやフ

ィット感を重視した｢歩きやすく、疲れにくい靴｣をご提案します。

身の回り品（靴、革製品）

ニット生地を使って、早く、簡単に、楽しく！

洋服を作る技術だけでなく、自分だけの 1着を作る楽しさ、そしてその

1着を毎日のファッションで実際に使う喜びを大切にしております。

サービス（洋裁教室）

ＪＯＷＡ専門店の「マルルバイソノヤ」がリニューアルして和歌山ミオ

北館にオープン！

イタリア、フランス、スペインと、今注目のブランドを中心とし、

常に最新ファッションを提案するセレクトショップ。

国内のデザイナーが手掛ける商品も取り入れています。

衣料品（婦人用品）

インポート、国内ブランド、定番スタイルから個性的なスタイルまで

多様なアイテムを取り揃え、新しい自分を見つけることのできるセレク

トショップです。

衣料品（婦人用品）

身の回り品（手芸・裁縫用品）

和歌山県初

和歌山県初

豊かな時代の中で、自分だけのオリジナルを手作りする人たちが増えて

います。「パンドラハウス」は、そんな手作りファンのためのお店です。

自然の風合いのやさしいもの、少し個性的なもの・・・パンドラはそん

なふうに素材にこだわり、毎日の生活にちょっとした手作り の楽しさを

提案するショップです。

佐藤貴美枝
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２．「ミオ北館」５階 店舗概要（店舗入替えなし）

（１）杵屋

（２）ポムの樹

（３）纏寿司

（４）とんかつＫＹＫ

（５）百楽 和歌山シノワーズ

食堂（うどん、そば、丼）

うどんの製麺は讃岐の伝統的な手打うどんの技法を取り入れ、だしは

関西風の薄味で、うどんの美味しさを充分に楽しめます。うどん打ちの

実演シーンを店頭でご覧いただけます。

子供の頃から慣れ親しんだ懐かしい味･･･

お子様からご年配のお客様まで幅広い方々に愛されているオムライス。

誰もが好きな家庭料理を、ここでしか食べられない専門店の味で

お召し上がりいただけます。

食堂（オムライス）

黒と赤と貴調とした重厚感あるカウンターのネタケースには、

和歌山沖で捕れたばかりの新鮮な魚介類がずらり。

和歌山ならではの海の幸をにぎりで。

また、セットメニューや定食もご用意しています。

食堂（寿司）

「心と味でおもてなし」を信念に Keep You Kindly を店名に掲げ、

お客様に対して常に正直で、派手さはないけどひたむきに一生懸命

がんばるお店、それがとんかつＫＹＫです。

食堂（とんかつ）

「百楽」とは、「多くのしあわせ、多くの楽しみ」という意味です。

その語源は古く、中国の書「筍子」にあり「名君は先ずその国を治め、

然る後その中に百楽を得べし」から引用されています。

昭和 33年 11月 18日に第 1号店を開業以来、50年以上にわたり本格的な

味を気軽に楽しめる店として愛されています。

食堂（中華料理）
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３．「ミオ北館」フロア図
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４．「ミオ」１階 出店テナント情報

店名 会社名 業種 備考

１ タリーズコーヒー タリーズコーヒージャパン株式会社 飲食 喫茶(喫茶店) 増床改装

２ 黒潮市場 株式会社黒潮市場 物販
食料品酒(プレミア和歌山
酒(梅酒)、土産）

新規出店

３ リージョンスタイル
※３月１日（火）先行オープン

スターフードジャパン株式会社 物販
食料品

(食品セレクトショップ)

新規出店

全国初

４
カネ上
※３月１日（火）先行オープン

株式会社カネ上 物販 食料品(しらす、佃煮) 移転改装

５ 梅のこさき 小崎 一範 物販 食料品(梅干) 移転改装

６ タピオカベリーズ
※３月１日（火）先行オープン

京都加工蔬菜株式会社 物販
食料品(タピオカドリンク、
クレープ)

移転改装

（１）タリーズコーヒー （禁煙：54 席、喫煙：8 席）７：３０～２０：００

（２）黒潮市場

（３）リージョンスタイル（３月 1 日（火）先行オープン）

（４）カネ上（３月１日（火）先行オープン）

（５）梅のこさき

和歌山ミオの「梅のこさき」が移転リニューアルオープン！

和歌山ミオや JR和歌山駅をご利用のお客様に、梅干しを主体に

一部梅関連商品を取り揃え、和歌山のお土産を提案します。

和歌山ミオの「タリーズコーヒー」が大きくなってリニューアルオープン！

総席数が 62席になり、多くのお客さまにご利用いただけるようになります。

また、フードメニューもフルラインナップでご用意し、ランチ・ディナーにも

対応できるようになります。ぜひ、ご利用ください。

マリーナシティの人気土産物店「黒潮市場」が和歌山ミオに登場！

和歌山県が選定する「プレミア和歌山」を主軸に、和歌山県の魅力的な

商品を取り揃えています。また、店内には梅酒の試飲コーナーを設置し、

気軽に味見をして頂けます。

和歌山市在住のフードアナリストがプロデュースした店舗がニューオープン！

和歌山県及び近隣府県の産品からつくられた食品・菓子類を展開する店舗です。

｢リージョンスタイル｣でしか味わうことができない“味”を提供します。

和歌山ミオの「カネ上」が移転リニューアルオープン！

新鮮で美味しいしらすやちりめんを、しらす加工屋カネ上の直営販売店

として提案します。

喫茶(喫茶店)

食料品酒(プレミア和歌山・土産）、酒(梅酒)

食料品(食品セレクトショップ)

食料品(しらす、佃煮)

食料品(梅干)

全国初
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（６）タピオカベリーズ（３月１日（火）先行オープン）

５．「ミオ」１階フロア図

和歌山ミオの「タピオカベリーズ」が移転リニューアルオープン！

素材や食感にこだわった「タピオカドリンク・クレープ」を提供します。

タピオカベリーズでしか味わえないモチモチの食感のタピオカを、

ぜひご賞味ください。

食料品(タピオカドリンク、クレープ)
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