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                                ２０２１年 ２月１７日 

ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社 

-天王寺ミオ事業本部- 

 

天王寺ミオ 2021年春の大規模リニューアル！  
～全ショップのご紹介～ おうち時間を豊かにする食や雑貨など、約 60ショップが登場！ 

 

ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社(本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：山口 正人)が運営する天王寺・阿倍野
エリア最大級の「ファッション」と「食」を中心とした大型ショッピングセンター天王寺ミオは、次に挙げる 
4つのテーマを柱に、2月・3月・4月に約 60ショップのリニューアルを実施致します。 
本リリースにて、全ショップのラインナップをご紹介致します。 
 

（1）毎日の「暮らし」を豊かにする「惣菜・お弁当・スイーツ」テイクアウトショップの充実 
 ―改札直結の本館 1階・プラザ館 1階に、人気店の「惣菜・お弁当」や「スイーツ」が多数出店！― 
（2）駅チカで気軽に楽しめる飲食店の拡充 
  ―コスパの良い食事とお酒を気軽に楽しめるショップがプラザ館 M2階「エキうえスタンド」他に出店！－ 
（3）バラエティに富んだ雑貨ショップの拡充 
―大型生活雑貨ショップ・エリア初出店のギフト雑貨・コスメショップなど多数出店！－ 

（4）ファッションのパワーアップ 
―本館 4階フロアリニューアル、古着ショップ他、ファッションの更なる充実！― 

 
【リニューアルショップ一覧】 

（1）毎日の「暮らし」を豊かにする 

「惣菜・お弁当・スイーツ」テイクアウトショップの充実 
 

    

アルションティールーム 【3/4（木）NEW エリア初】 治一郎 【3/4（木）NEW エリア初】

【フ ロ ア】 本館1F 【フ ロ ア】 本館1F
【カテゴリ】 フランス菓子・紅茶（テイクアウト専門店） 【カテゴリ】 洋菓子（テイクアウト専門店）

フルーツタルト デリス 【3/4（木）NEW エリア初】 フレンチ惣菜 赤白 【4/15（木）NEW 新業態】

【フ ロ ア】 本館1F 【フ ロ ア】 本館1F
【カテゴリ】 フルーツタルト（テイクアウト専門店） 【カテゴリ】 フレンチ惣菜・お弁当（テイクアウト専門店）

牛めしや 雄三郎 【4/15（木）NEW 新業態】 大安すし 【4/15（木）NEW 新業態】

【フ ロ ア】 本館1F 【フ ロ ア】 本館1F
【カテゴリ】 牛弁当・惣菜（テイクアウト専門店） 【カテゴリ】 寿司（テイクアウト専門店）

1986年創業のフランス菓子と紅茶の専門店
「アルション」が天王寺初出店。
創業当時からの名物であるモンブランと香り豊
かな紅茶の相性は格別。ギリシャ神話から着
想を得た「平和な時」「のどかな日々」を表す店
名通り、皆様に心地よい時間をご提供。

［オープニング特典］
税込3,000円以上お買上のお客様に限定紅茶
をプレゼント。（先着100名様）

しっとり＆ふんわり食感で話題のバウ
ムクーヘンやサクッと香ばしく上品な
甘さのラスクの他、ロールケーキ・プリ
ンなどの生菓子もラインナップ。

人気のフルーツタルト専門店が天王
寺ミオにオープン！
店内には、旬のフルーツを贅沢に使っ
た宝石のようなタルトがずらり。

梅田で行列のできるフレンチおでん「コ
ウハク」初のDELI業態！
フレンチのソース技術と日本の食文化
を融合。
100種類以上のソースでご提供するお
惣菜やお弁当は100円台からご用意。

神戸北野の予約の取れない人気肉割
烹「雄三郎」が監修するデイリーでお
値打ちなお弁当・惣菜専門店が大阪
天王寺に初出店！
出来立ての温かいお弁当で、忙しい毎
日にほんの少しのお手伝い。お肉を通
して笑顔を届けます。
 Nice to MEAT you!

『買って納得！持ち帰って家族喜ぶお
寿司』をテーマに、忙しい毎日にちょう
ど嬉しいお寿司を、魚屋・マグロ屋が
限界価格にてご提供！
また、マグロ屋の『安いだけのマグロ』
や『懐かしい味わいマグロ』など、専門
店ならではの品揃えをお楽しみくださ
い！
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（2）駅チカで気軽に楽しめる飲食店の拡充 

  

グランディール 【4/15（木）NEW エリア初】 ＲＦ１ 【3/31（水）NEW】

【フ ロ ア】 本館1F 【フ ロ ア】 プラザ館1F
【カテゴリ】 ベーカリー（テイクアウト専門店） 【カテゴリ】 惣菜（テイクアウト専門店）

神戸コロッケ 【3/31（水）NEW】 ハーベス 【3/24（水）RN】

【フ ロ ア】 プラザ館1F 【フ ロ ア】 プラザ館B1Ｆ
【カテゴリ】 コロッケ（テイクアウト専門店） 【カテゴリ】 スーパーマーケット

西の都、京都で誕生したベーカリー
ショップ。
「パン屋の激戦区」京都にて地元の
人々に愛され続け、創業30年以上。素
材にこだわり、職人が丹精こめて焼き
上げる伝統の味をお楽しみください。

彩り鮮やかなサラダから手間を惜しま
ず仕上げた料理まで、食卓をより豊か
にする惣菜をラインナップ。
健康・安心・安全・鮮度にこだわり、素
材本来のおいしさを引き出す調理法で
ご提供。

北海道北見市端野町産の男爵芋を使
用した自慢のコロッケ。毎朝ファクト
リーから届く生コロッケを、商品ごとに
一番おいしくお召し上がりいただける
揚げ時間を設定して丁寧にご用意。

3/24(水)昼12時からリニューアルオー
プン！
お惣菜やお弁当から食品や食材が更
に魅力度アップ！
ぜひご来店ください！

赤白 【4/27（火）NEW エリア初】 会津屋 【4/27（火）NEW エリア初】

【フ ロ ア】 プラザ館M2F 【フ ロ ア】 プラザ館M2F
【カテゴリ】 フレンチおでんとシャンパーニュ・ワイン 【カテゴリ】 たこ焼き・粉もん専門店

大衆中華酒場 若林 【4/27（火）NEW エリア初】 ミスギヤ＋プラス 【2/11（木祝）RN】

【フ ロ ア】 プラザ館M2F 【フ ロ ア】 プラザ館M2F
【カテゴリ】 中華酒場 【カテゴリ】 デリカ&グロッサリー

元祖熟成細麺 香来 【2/16（火）NEW 大阪初】 まるよしカフェ 【2/25（木）NEW 新業態】

【フ ロ ア】 本館10F 【フ ロ ア】 プラザ館4F
【カテゴリ】 ラーメン・台湾まぜそば 【カテゴリ】 カフェ・軽食

海の幸と自然の恵み ふらのキッチン 【4/27（火）NEW 新業態】

【フ ロ ア】 プラザ館4F
【カテゴリ】 和食・北海道料理

生まれ変わったコンパクトな売場に、
イートインでもお楽しみいただけるこだ
わりデリカとお酒＆セレクトグロッサ
リー、お菓子をぎゅっと詰め込んで！
宝探しをするように、あなたのお気に
入りを見つけてくださいね♪

梅田で行列のできるフレンチレストラン
が天王寺エリア初出店！
フレンチのソース技術×日本の食文
化を融合させたフレンチおでんとソム
リエ厳選のシャンパーニュ・ワインを
380円から、お料理は100円台からとカ
ジュアルな価格帯にてご用意。

たこ焼き発祥の店「大阪玉出 会津屋」
は昭和8年創業。
会津屋のダシが効いた元祖たこ焼き
は、何もつけなくても旨味がぎっしり。
「冷めても美味しい」と人気のたこ焼
き。夜はチョイ飲みも。

小麦の香りとのど越しの良さを追求し
た熟成細麺と豚骨や鶏ガラ、香味野
菜をじっくり煮込んだスープに背脂を
加えた「ラーメン」や「台湾まぜそば」、
「台湾ラーメン」など他では味わえない
独自のラーメンを提供する京都壬生
発祥のラーメン店。

おいしいコーヒーでほっとひと息。大人
気のサラダトーストやカフェごはんをは
じめ、昔ながらのプリンやクリームソー
ダなど懐かしいメニューも充実。楽しい
ティータイムをお過ごしください。

北海道の豊かな自然で育まれた食材
が自慢の北海道料理専門店。
お昼はホッケや鮭、イクラ、ウニなどの
豪華海鮮丼や定食、夜は「なまら」「男
山」「北の誉」などの地酒やワインに合
う旬の道産素材を使った一品をご用
意。

5つ星ホテル出身の料理人が手掛け
る、昭和の風情漂う“町中華”。
おひとりでも大人数でも、がっつりごは
んもお酒&おつまみも楽しめる、皆様
に愛される町中華を目指します。
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（3）バラエティに富んだ雑貨ショップの拡充 

   

オブ・コスメティックス 【2/25（木）NEW エリア初】 【2/25（木）NEW エリア初】

【フ ロ ア】 本館2F 【フ ロ ア】 本館3F
【カテゴリ】 コスメ 【カテゴリ】 コスメ

セリア 【3/11（木）NEW】 タイムストアバイコーヨー 【3/4（木）NEW 新業態】

【フ ロ ア】 本館4F 【フ ロ ア】 本館5F
【カテゴリ】 100円ショップ 【カテゴリ】 時計

ビーサイドレーベル 【3/4（木）NEW エリア初】 非非常識 【3/4（木）NEW 新業態】

【フ ロ ア】 本館5F 【フ ロ ア】 本館6F
【カテゴリ】 バラエティ雑貨 【カテゴリ】 アクセサリー・雑貨

サンキューマート 【2/25（木）NEW】 バナダ 【3/4（木）RN エリア初】

【フ ロ ア】 本館7F 【フ ロ ア】 本館7F
【カテゴリ】 レディス・バラエティ雑貨・キャラクター雑貨 【カテゴリ】 コスメ・雑貨

フェフェ 【3/4（木）移転RN】 ラララ バイ プレイグラウンド 【3/4（木）移転RN】

【フ ロ ア】 本館7F 【フ ロ ア】 本館7F
【カテゴリ】 ギフト・スクール雑貨・ベビー 【カテゴリ】 アクセサリー・雑貨

コスメキッチン 【2/25（木）RN】 サマンサタバサプチチョイス 【2/25（木）移転RN】

【フ ロ ア】 プラザ館 1Ｆ 【フ ロ ア】 プラザ館 2Ｆ
【カテゴリ】 コスメ 【カテゴリ】 ファッション雑貨

ワクワクするライフスタイルが見つかる
100円ショップ。
こだわりのデザインやトレンド感、思わず
笑顔になるユニークさなど、「見て」「選ん
で」「使って」楽しいグッズが勢ぞろい！
［オープニング特典］
3/11（木）～3/13（土）の期間中、商品5
点以上お買上げのお客様にオリジナル
トートバッグをプレゼント。（先着400名）

1950年創業の時計専門店〈KOYO〉プロ
デュースのカジュアルウォッチ専門店。
トレンド感を大切に、男女問わずに楽しめ
る多彩なモデルをご用意。電池/バンド交
換などのメンテナンスも承り可能。
［オープニング特典］
税込1,320円以上お買上のお客様に
洗っ時計をプレゼント。（先着50名様）

日常生活に小さなサプライズを。そん
なデザインがあふれたステッカー屋、
ビーサイドレーベルがオープン。
防水、UV加工を施したしぶといステッ
カーを中心に、Tシャツやトートバッグ
などの雑貨も盛りだくさん。誰もが気
軽に見て楽しめるポップアートがあふ
れたショップです。

「非常識な大人の常識」をテーマに全
国初出店！好奇心旺盛なモノづくりに
出会えるコレクションストア。

［オープニング特典］
税込3,500円以上お買上げのお客様
にオリジナルミニサコッシュをプレゼン
ト。（先着20名様）

コンセプトは「ナチュラル×テクノロ
ジー」。お客様の声を参考に開発した、天
然成分を主体としたナチュラルコスメが
魅力のブランド。ヘアケアからスキンケ
ア、ボディケアまでトータルにご提案。
［オープニング特典］
税込11,000円以上お買上のお客様にマ
ルチバーム・B02（8g）をプレゼント。（先
着200名様）

韓国で人気No.1のドラッグストア「オリー
ブヤング」のプライベートブランドショップ
がオープン！
「fillimilli」の他、「ROUND A'ROUND」
「BRING GREEN」など人気コスメブランド
を多数取り揃えます。
［オープニング特典］
税込4,400円以上お買上のお客様にサン
ローション＆クレンジングオイルキットを
プレゼント。（先着100名様）

オリーブヤング ピービーコスメティックス
ポップアップストア

全品390円（税別）のプチプラショッ
プ！限定のキャラクターグッズやファッ
ション雑貨、コスメの他、アクセサリー
など、ここでしか手に入らない商品を
豊富に取り揃えます。

人気の「スディ」がパワーアップしてリ
ニューアル！
毎日新しい自分に惚れる。毎日をもっ
とキレイに、もっと自分を好きになれる
韓国コスメ大集合。
お客様を想い続け、BANADAだからで
きる、満足頂けるサービスをご提供。

コンセプトは「何気ない日常がかけが
えのない思い出になる」。遊び心あふ
れるベビーギフト、家族で楽しむ生活
雑貨、心躍るキッズウェアやスクール
グッズを集めています。
［オープニング特典］
税込7,700円以上お買上げのお客様
にマスクポーチプレゼント
（先着50名様）

テーマは「女の子をドキドキさせる、ふ
ざけた実験室」。女の子のハートが
キュンとときめく、ハンドメイドアクセサ
リーと雑貨がいっぱい。
［オープニング特典］
税込3,500円以上お買上のお客様に
LALALA ミニパースをプレゼント。（先
着50名様）

世界中のナチュラル＆オーガニックコスメを
中心に、アロマ雑貨など多彩に揃えて。カウ
ンセリングを通じてトータルケアをご提案。

［オープニング特典］
15,400円相当のアイテムが入ったリニューア
ル記念オープニングキット（税込5,500円）を
販売。（限定100個）
2/25(木)〜2/28(日)の期間中、「GO GREEN
MEMBER'S」Wポイントキャンペーンを開催。

「バッグの中も可愛くコーディネート」を
テーマにデザインした財布やパスケー
ス、ポーチなどの小物を多数ご用意。
［オープニング特典］
税込15,000円以上お買上のお客様にリ
ボンファスナーチャームをプレゼント。
（先着40名様）
税込25,000円以上お買上のお客様に
ロールオンパフュームをプレゼント。
（先着20名様）
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（4）ファッションのパワーアップ 

   

ラブラリー バイ フェイラー 【2/25（木）NEW エリア初】 ラリン 【3/4（木）NEW エリア初】

【フ ロ ア】 プラザ館2F 【フ ロ ア】 プラザ館2F
【カテゴリ】 ファッション雑貨 【カテゴリ】 コスメ

ケユカ 【3/4（木）NEW エリア初】

【フ ロ ア】 プラザ館3F
【カテゴリ】 インテリア・生活雑貨・ファッション雑貨

「Simple＆Naturalに暮らす」がテーマのラ
イフスタイルショップ。オリジナルデザイン
のインテリアや、楽ちん&きれいなアパレ
ルアイテムを揃え、ひとりひとりが心地よ
さを感じる『ちょうどいい』をお届け。
［オープニング特典］
税込1,500円以上お買上げのお客様にオ
リジナルB5リングノートをプレゼント。
（先着300名様）

ポップでキュートな色柄が人気のフェイ
ラーのギフトショップ。上質なシュニール
織のハンカチやポーチ、雑貨をラインナッ
プ。
［オープニング特典］
ビタミンカラーのレモンにドットをトッピン
グした爽やかな新柄『レモンドット』。ハン
カチをはじめ、新しい季節へのワクワクし
た気持ちを運んでくれるアイテムをご紹
介。

心安らぐフレグランスで、毎日の中に
癒しの時間を。香りでみがき、香りでう
るおす、新しい形のボディケアをご提
案。
［オープニング特典］
税込6,500円以上お買上げのお客様
にサンプルセット(入浴剤・ボディクリー
ム・スクラブ)をプレゼント。
（先着100名様）

キーン 【3/4（木）NEW エリア初】 ルクールブラン 【2/25（木）RN】

【フ ロ ア】 本館1F 【フ ロ ア】 本館2F
【カテゴリ】 シューズ 【カテゴリ】 レディスファッション

ジェイミー 【2/11（木祝）NEW エリア初】 ムルーア 【3/4（木）移転RN】

【フ ロ ア】 本館3F 【フ ロ ア】 本館4F
【カテゴリ】 レディスファッション 【カテゴリ】 レディスファッション

エモダ 【3/4（木）移転RN】 スライ 【3/4（木）移転RN】

【フ ロ ア】 本館4F 【フ ロ ア】 本館4F
【カテゴリ】 レディスファッション 【カテゴリ】 レディスファッション

アングリッド 【3/4（木）NEW】 エスペランサ 【3/4（木）NEW】

【フ ロ ア】 本館4F 【フ ロ ア】 本館4F
【カテゴリ】 レディスファッション 【カテゴリ】 レディスシューズ

アメリカ・ポートランド発のアウトドア
フットウェアブランド。
機能性とファッション性を兼ね備えた
サンダル・シューズを展開。

［オープニング特典］
シューズをお買上げのお客様に限定
ステンレスカップをプレゼント。
（先着100名様）

コンセプトは“French comfy chic”。
日々を気張らずシンプルに過ごしなが
ら、自分らしいファッションを楽しむ大
人の女性に向けた、ナチュラルで女性
らしい着心地のよい日常着をご提案。

「MODE＝トレンドの発信」を軸に、スタ
イリング・素材・形で常に新しい提案を
組み込み、女性の「オシャレを楽しみ
たい」という気持ちに答えられるスタイ
リングをご提案。
［オープニング特典］
税込20,000円以上お買上のお客様に
2WAYワイドショルダーバッグをプレゼ
ント。（なくなり次第終了）

「Casual」「Girly」「Mode」をベースに、ディテー
ルへのこだわりが詰まった女性らしさ漂うアー
バンスタイルを発信。
様々なエッセンスをミックスした、時代の空気
を体現するコレクションを展開。
［オープニング特典］
税込15,000円以上お買上のお客様にPURSE
LIKE BAGをプレゼント。
税込25,000円以上お買上のお客様にSLV925
を使用したSILVER DOUBLE CHAIN N/C（先
着10名様）をプレゼント。

カジュアルをベースに、エフォートレスで洗練さ
れたファッションを提案する「アングリッド」。
今季は人工的なものと自然なものという相対
する2つにインスパイアを受け、女性ならでは
の楽しみができるコレクションを展開。
［オープニング特典］
税込15,000円以上お買上げのお客様にミニ
ウォレットをプレゼント。 （先着50名様）

トレンドのスパイスとシューズ職人の技術
を掛け合わせた、装いのニュアンスアク
セント。
リアルシューズでありながらスタイルを感
じる、よりフレッシュにより心地のよい、歩
く楽しさをESPERANZAがご提案。
［オープニング特典］
ミオ店限定カラーのミュール（税込7,590
円）を販売。

女性らしい印象でありながら、ワンポイ
ントに辛口アクセントのあるスタイリン
グ。1つのテイストに偏らない、トレンド
アイテムに＋αのデザインを発信。

ブラックを基調にしたマスキュリンスタ
イルをベースに、シルエットやディテー
ルで女性らしさをプラス。
自分を表現したいと願う現代女性のた
めのワードローブをご提案。
［オープニング特典］
税込14,000円以上お買上げのお客様
にバケットBAGをプレゼント。
（先着100名様）



 

5 

 

   

ラヴィジュール 【3/4（木）NEW エリア初】 ルシーダ 【3/4（木）移転RN】

【フ ロ ア】 本館4F 【フ ロ ア】 本館4F
【カテゴリ】 ランジェリー・ルームウェア 【カテゴリ】 レディスシューズ

きもの やまと 【2/25（木）RN】 フェイムス 【2/5（金）移転RN】

【フ ロ ア】 本館4F 【フ ロ ア】 本館5F
【カテゴリ】 着物・和雑貨・悉皆 【カテゴリ】 メンズ・レディスファッション

リズム 【2/25（木）NEW エリア初】 【2/25（木）NEW】

【フ ロ ア】 本館5F 【フ ロ ア】 本館5F
【カテゴリ】 メンズ・レディスファッション 【カテゴリ】 メンズ・レディスファッション・古着

パラダイスピクニック 【2/4（木）移転RN】 アナップ 【2/25（木）NEW】

【フ ロ ア】 本館6F 【フ ロ ア】 本館6F
【カテゴリ】 レディスファッション・雑貨 【カテゴリ】 レディスファッション

ロジャーアンドロウ 【2/25（木）移転RN】 トップオブザヒル 【2/25（木）RN 大阪初】

【フ ロ ア】 本館6F 【フ ロ ア】 本館6F
【カテゴリ】 レディスファッション 【カテゴリ】 メンズ・レディス・ヴィンテージ・古着

エルル バイ ジャム 【2/25（木）NEW エリア初】 シャルロット 【2/25（木）NEW エリア初】

【フ ロ ア】 本館7F 【フ ロ ア】 本館8F
【カテゴリ】 レディスファッション・古着 【カテゴリ】 レディスシューズ・雑貨

女の子が見て、着て、わくわくするよう
なアイテムがギュッと詰まったセレクト
ショップ。お気に入りの1着が見つかる
はず。

［オープニング特典］
2/28（日）までミオ店限定価格のドレス
を販売。

トレンドから定番ベーシック、個性と遊
び心が光るアイテムまで、幅広いテイ
ストのファッションをご提案。

［オープニング特典］
ご来店いただいたお客様にアルコー
ルスプレーをプレゼント。
（なくなり次第終了）

異性からだけでなく同性からも憧れられ
る、そんな自分らしい生き方を持った女
性たちに贈るブランド。
素材やディテールにこだわった、クール
でどこかマニッシュなムード漂うスタイル
をご提案。
［オープニング特典］
税込10,000円以上お買上のお客様にオ
リジナルトートバッグをプレゼント。
（先着20名様）

人気の古着・ヴィンテージショップ「グ
レープフルーツムーン」が「トップ オブ
ザ ヒル」としてリニューアル！
1960～70年代のヨーロッパ・アメリカ
の古着の他、アクセサリー・バッグなど
も豊富に取り揃えます。

コンセプトは「ガーリーから抜け出し、
フェミニンを追い求める」。
ヴィンテージにトレンドアイテムを合わ
せた新しいスタイルをご提案。

［オープニング特典］
税込5,000円以上お買上げのお客様
にマルチオーガンジーリボンをプレゼ
ント。（先着150名様）

パリのエスプリをベースにトレンドからシンプル
かつ上質なアイテムが揃うレディスシューズの
セレクトショップ。
ひとつの枠にとらわれず、仕事もプライベート
も自分らしく楽しむ、そんな理想の女性になる
ために「かわいく履きやすい」をコンセプトにし
た商品をセレクト。
［オープニング特典］
2/25(木)～3/3(水)の期間中、シューズ・ウエア
を合わせて2点以上、税込10,000円以上をお
買上でスペシャルプライスに。

ランジェリー選びも、ファッションの大切な
一部。毎日をグラマラス＆ラグジュアリー
に彩る、セクシーでスタイリッシュなデザ
インのランジェリーをご提案します。

［オープニング特典］
オープン日よりご来店いただいたお客様
にオリジナルウォーターをプレゼント。
（先着400名様）

足元から毎日を輝かせる、女性のた
めのスニーカーブランド。
フェミニンなデザインと快適な履き心地
で、様々なシーンに履いて行きたくな
るスニーカーを展開。
［オープニング特典］
税込20,000円以上お買上げのお客様
にショルダーバッグをプレゼント。
（先着150名様）

伝統と技術を受け継ぎながら、時代に
合わせた新しいきものの楽しみ方をご
提案。
振袖からカジュアルきものまで豊富に
揃えています。着付けレッスンやケア
サービスも行っています。
［オープニング特典］
2/25（木）～3/10（水）の期間中、京洗
いが20%OFFに。（お一人様3点まで）

「誰よりも魅力的に自由を着る」をテーマ
に、シルエットにこだわり抜いたオリジナ
ルアイテムや国内外からのセレクトをライ
ンナップ。過去と現在の流行をミックスさ
せた、自由な着方をご提案。
［オープニング特典］
税込10,000円以上お買上のお客様にオ
リジナルロングTシャツをプレゼント。
（なくなり次第終了）

〈ESSENTIALS〉〈VLONE〉〈REVENGE
STORM〉など、現代のストリートファッショ
ンシーンを牽引するブランドから厳選した
アイテムをラインナップ。

［オープニング特典］
オープンを記念し、エッセンシャルズオ
フィシャルＴシャツを、“Theater神”がハン
ドメイドリメイクしたミオ店限定Ｔシャツを
発売。 （税込30,800円・限定11点）

テーマは「出来るだけ安価でファッション
を楽しめる古着屋」。
ユニセックスを中心に、500～3,000円前
後の古着をバラエティー豊かに取り揃え
て。メンズアイテムを楽しむ女性にもおす
すめ。
［オープニング特典］
税込3,000円以上お買上のお客様にマル
シェバッグをプレゼント。（先着500名様）

ロエコ バイ ジャム
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【本館 1階南側エリアに「ミオガーデンテラス」が誕生】 

本館 1 階南側外部通路に、今回のリニューアルで拡充される 1 階食物販エリアをはじめ館内でお買い求め頂

いた出来たてのお弁当やスイーツをお楽しみ頂くなど、ご来館のお客様に憩いの場としてお使い頂けるエリア 

「ミオガーデンテラス」を設置致します。詳細は 4月上旬のリリースでお伝え致します。 

【全景イメージ】                 【テラス部イメージ】 

   
 ※イメージパースは今後変更になる場合があります。 

 

 

 

エービーシー・マート 【2/25（木）RN】 エービーシー・マート スポーツ 【2/25（木）NEW エリア初】

【フ ロ ア】 本館8F 【フ ロ ア】 本館8F
【カテゴリ】 シューズ・スポーツアパレル 【カテゴリ】 シューズ・スポーツアパレル

フレディ＆グロスター 【2/25（木）RN】 シェルサージュ 【2/25（木）RN】

【フ ロ ア】 プラザ館 2Ｆ 【フ ロ ア】 プラザ館 3Ｆ
【カテゴリ】 メンズ・レディスファッション 【カテゴリ】 レディスファッション・雑貨

ラウナレア 【2/25（木）NEW】

【フ ロ ア】 プラザ館3F
【カテゴリ】 レディスシューズ

サロン ボーテ 【6/15（火）NEW 新業態】 駿台現役フロンティア 天王寺校 【3/1（月）RN】

【フ ロ ア】 駐車場ビル B2Ｆ 【フ ロ ア】 プラザ館4F
【カテゴリ】 美容サロン 【カテゴリ】 学習塾

ネイル・まつ毛エクステ&パーマ・脱毛・エ
ステがトータルに叶うビューティーサロン
が新登場。男性のお客様も大歓迎！
［オープニング特典］
税込5,000円以上お買上のお客様に
“Beauty & Slim Jelly”をプレゼント。（先
着50名様）

プラザ館6階に加え、4階に新たな自習
室＆教室フロアが誕生。
受験に挑む皆様に快適な学習環境を
ご用意。

足元からライフスタイルを提案するシュー
ズショップ。
人気ブランドの新作・定番スニーカーか
ら、ビジネスシューズ、キッズシューズま
で幅広くご用意。
［オープニング特典］
2/25(木)～3/3(水)の期間中、シューズ・
ウエアを合わせて2点以上、税込10,000
円以上をお買上げでスペシャルプライス
に。

より快適なライフスタイルのための「SPORTS
STYLE」を提案するコンセプトショップ。
展開店舗限定モデルの他、NIKE、adidas、
VANSをはじめとする人気ブランドから厳選した
スニーカーやスポーツアパレルを多数取り揃
えております。
［オープニング特典］
2/25(木)～3/3(水)の期間中、シューズ・ウエア
を合わせて2点以上、税込10,000円以上をお
買上げでスペシャルプライスに。

スタンダードアイテムにトレンド感と遊
び心を取り入れることでさりげない個
性を演出。ユニセックスウェアや雑貨
を取り揃えて。
［オープニング特典］
税込5,500円以上お買上げのお客様
にカラビナ付きアルミボトルをプレゼン
ト。（先着300名様）

色鮮やかなキッチン・インテリア雑貨
からインポートファッションまで！
日常の中に自分だけの華やぎを生み
出すセレクトショップ「シェルサージュ」
が、この春リニューアルオープン。
［オープニング特典］
税込11,000円お買上げのお客様にオ
リジナルマスクをプレゼント。
（先着50名様）

「素敵な出会い」を意味する「ラウナレ
ア」。自分らしいファッションを愛する女
性の足元を彩る、快適な履き心地を兼
ね備えたトレンド&ベーシックスタイル。
［オープニング特典］
税込18,700円以上お買上げのお客様
にMELEEコラボのイヤーカフ2点セット
をプレゼント。（先着100名様）
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天王寺ミオ 2021年春リニューアル店舗一覧表 

 

館 フロア 店名 カテゴリー 区分 ポイント

本館 1F アルションティールーム フランス菓子・紅茶 3/4 （木） NEW エリア初

本館 1F 治一郎 洋菓子 3/4 （木） NEW エリア初

本館 1F フルーツタルト デリス フルーツタルト 3/4 （木） NEW エリア初

本館 1F フレンチ惣菜 赤白 フレンチ惣菜・お弁当 4/15 （木） NEW 新業態

本館 1F 牛めしや 雄三郎 牛弁当・惣菜 4/15 （木） NEW 新業態

本館 1F 大安すし 寿司 4/15 （木） NEW 新業態

本館 1F グランディール ベーカリー 4/15 （木） NEW エリア初

プラザ館 1F RF1/神戸コロッケ 惣菜/コロッケ 3/31 （水） NEW

プラザ館 B1F ハーベス スーパーマーケット 3/24 （水） RN

プラザ館 M2F 赤白 フレンチおでんとシャンパーニュ・ワイン 4/27 （火） NEW エリア初

プラザ館 M2F 会津屋 たこ焼き・粉もん専門店 4/27 （火） NEW エリア初

プラザ館 M2F 大衆中華酒場 若林 中華酒場 4/27 （火） NEW エリア初

プラザ館 M2F ミスギヤ＋プラス デリカ＆グロッサリー 2/11 （木祝） RN

本館 10F 元祖熟成細麺 香来 ラーメン・台湾まぜそば 2/16 （火） NEW 大阪初

プラザ館 4F まるよしカフェ カフェ・軽食 2/25 （木） NEW 新業態

プラザ館 4F 海の幸と自然の恵み ふらのキッチン 和食・北海道料理 4/27 （火） NEW 新業態

本館 2F オブ・コスメティックス コスメ 2/25 （木） NEW エリア初

本館 3F オリーブヤング ピービーコスメティックス ポップアップストア コスメ 2/25 （木） NEW エリア初

本館 4F セリア 100円ショップ 3/11 （木） NEW エリア最大級

本館 5F タイムストア バイ コーヨー 時計 3/4 （木） NEW 新業態

本館 5F ビーサイドレーベル バラエティ雑貨 3/4 （木） NEW エリア初

本館 6F 非非常識 アクセサリー・雑貨 3/4 （木） NEW 新業態

本館 7F サンキューマート レディス・バラエティ雑貨・キャラクター雑貨 2/25 （木） NEW

本館 7F バナダ コスメ・雑貨 3/4 （木） RN エリア初

本館 7F フェフェ ギフト・スクール雑貨・ベビー 3/4 （木） 移転RN

本館 7F ラララ バイ プレイグラウンド アクセサリー・雑貨 3/4 （木） 移転RN

プラザ館 1F コスメキッチン コスメ 2/25 （木） RN

プラザ館 2F サマンサタバサプチチョイス ファッション雑貨 2/25 （木） 移転RN

プラザ館 2F ラブラリー バイ フェイラー ファッション雑貨 2/25 （木） NEW エリア初

プラザ館 2F ラリン コスメ 3/4 （木） NEW エリア初

プラザ館 3F ケユカ インテリア・生活雑貨・ファッション雑貨 3/4 （木） NEW エリア初

本館 1F キーン シューズ 3/4 （木） NEW エリア初

本館 2F ルクールブラン レディスファッション 2/25 （木） RN

本館 3F ジェイミー レディスファッション 2/11 （木祝） NEW エリア初

本館 4F ムルーア レディスファッション 3/4 （木） 移転RN

本館 4F エモダ レディスファッション 3/4 （木） 移転RN

本館 4F スライ レディスファッション 3/4 （木） 移転RN

本館 4F アングリッド レディスファッション 3/4 （木） NEW

本館 4F エスペランサ レディスシューズ 3/4 （木） NEW

本館 4F ラヴィジュール ランジェリー・ルームウェア 3/4 （木） NEW エリア初

本館 4F ルシーダ レディスシューズ 3/4 （木） 移転RN

本館 4F きもの やまと 着物・和雑貨・悉皆 2/25 （木） RN

本館 5F フェイムス メンズ・レディスファッション 2/5 （金） 移転RN

本館 5F リズム メンズ・レディスファッション 2/25 （木） NEW エリア初

本館 5F ロエコ バイ ジャム メンズ・レディス・古着 2/25 （木） NEW

本館 6F パラダイスピクニック レディスファッション・雑貨 2/4 （木） 移転RN

本館 6F アナップ レディスファッション 2/25 （木） NEW

本館 6F ロジャーアンドロウ レディスファッション 2/25 （木） 移転RN

本館 6F トップオブザヒル メンズ・レディス・ヴィンテージ・古着 2/25 （木） RN 大阪初

本館 7F エルル バイ ジャム レディスファッション・古着 2/25 （木） NEW エリア初

本館 8F シャルロット レディスシューズ・雑貨 2/25 （木） NEW エリア初

本館 8F エービーシ・マート シューズ・スポーツアパレル 2/25 （木） RN

本館 8F エービーシ・マート スポーツ シューズ・スポーツアパレル 2/25 （木） NEW エリア初

プラザ館 2F フレディ＆グロスター メンズ・レディスファッション 2/25 （木） RN

プラザ館 3F シェルサージュ レディスファッション・雑貨 2/25 （木） RN

プラザ館 3F ラウナレア レディスシューズ 2/25 （木） NEW

駐車場 B2F サロン ボーテ 美容サロン 6/15 （火） NEW 新業態

プラザ館 4F 駿台現役フロンティア 天王寺校 学習塾 3/1 （月） RN

オープン日


