2021年7月19日

株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾃﾞｲﾘｰｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ

～毎日の通勤をもっと楽しく。
おいしさそろう、食のバラエティパークへと生まれ変わります～

「エキマルシェ大阪」 リニューアル第Ⅰ期
10月26日（火）オープン！！

JR大阪駅桜橋口すぐの駅ナカ商業施設「エキマルシェ大阪」(開発運営：株式会社ジェイアール西日本デイ
リーサービスネット)について、第Ⅰ期リニューアルエリアのオープンにあたり、出店店舗が決定いたしましたので、
お知らせいたします。
リニューアルのコンセプトは「ちょっとよりみち、エキマルシェ」。西日本エリア最大のターミナルであるＪＲ大阪駅
をご利用のお客様に、もっと便利で快適なお買い物を日常的に、毎日でも、日に何度でもご利用いただくために
「食品」をより充実いたします。また、館内動線や店舗配置の改善を行い、朝から晩までご利用可能な施設とし
て生まれ変わります。
具体的には、今回の第Ⅰ期リニューアルオープンにおいては、駅ナカ初出店となるナチュラルスーパーマー
ケット「BIO-RAL」の出店をはじめ、新業態店舗５店、関西初出店３店、大阪初出店１店を含む１５店が新規開
業いたします。また、これまでご愛顧いただきながらもリニューアル工事のため2021年3月に閉店した店舗のうち
１１店舗が装いを新たに出店。「食品」に関する品揃えをこれまで以上に充実させることで、お客様の最寄り駅に
は無い店舗や商品を揃えた２６店舗が開業し、新しいゾーンを構成します。
さらに、2022年秋には、第Ⅱ期エリアがオープン。朝から晩まで短時間でもお一人や少人数でもご利用いただ
ける個性豊かな飲食店ゾーンを新たに展開することで、気軽に「ちょっとよりみち」できる商業施設としてグランド
オープンとなります。
なお、第Ⅰ期リニューアルの詳細につきましては2021年10月中旬、第Ⅱ期リニューアルの詳細については
2022年春に改めて発表いたします。

リニューアルのポイント
① コロナ禍による新しい生活様式（時差通勤、スピーディーなお買い物、テイクアウト、自宅でのぜいたく
等）を意識し、「食品」のバリエーションを強化。ナチュラルスーパーマーケットやグロッサリー、コンビニエン
スストアの導入で、幅広い食品の品揃えを実現します。
② 駅に直結できる「エキマルシェ大阪改札口」の稼働時間を延長し、館内動線や店舗配置の改良で朝
から晩までご利用いただける施設になります。新たな通勤、通学シーンをご提案します。
③ 第Ⅰ期では新業態５店舗、関西初３店舗、大阪初１店舗を含む１５の新規店舗が開業します。
また、リニューアル工事実施前にご愛顧いただいていた店舗のうち１１店舗が装いを新たに再出店し
ます。
④ 第Ⅱ期では、朝から晩までご利用いただける個性豊かな飲食店ゾーンを展開します。

エキマルシェ大阪改札口リニューアル

開業ティザービジュアル
※掲載画像は全てイメージです。

■1 ゾーニング・ターゲット
今回（第Ⅰ期）オープンするエリアは、食品のテイクアウトショップを中心としたゾーンです。「エキマルシェ大阪改札
口」からすぐのエリアにスーパーマーケット、グロッサリー、コンビニエンスストアなどを配置。また、スイーツ、お惣菜などの専
門店をリニューアル前より充実させました。通勤や通学の際に、大阪駅でのお買い物の途中に、毎日でも、日に何度で
も便利にご利用いただける食のバラエティパークが誕生します。

① 全体のゾーニング・お客様動線の改良

《スイーツ》

《お惣菜・デリカ》

人気の台湾茶と話題のス
イーツがコラボした新業態
店舗や、関西初出店店
舗などが出店、ちょっとし
たプレゼントや自分へのご
褒美用のスイーツが揃い
ます。

新業態の寿司惣菜店
舗や、エキマルシェ大阪
で人気のあった惣菜店
が移転、面積拡張など
装いを新たに再出店し
ます。一部店舗は早朝
からの営業を行い、通
勤前のお買い物ニーズ
に対応します。

《スーパー、グロッサリー等》
エキマルシェ大阪改札口横に、
早朝から深夜まで営業するコン
ビニエンスストアを導入、ニーズ
の高かったスーパーマーケットや
グロッサリー店舗とともに、幅広
い「食品」ニーズに対応します。

早朝から深夜までご利
用いただける館内通路
（6:30～23:00予定）

② お客様のご利用シーン（グランドオープン後）
エキマルシェ大阪の特徴は「エキマルシェ大阪改札口」があり、また桜橋口改札からすぐの立地にあることです。この
強みを活かし、改札口からつながる館内通路を早朝から深夜まで（6:30～23:00（予定））ご通行いただけ
るようにし、食品を中心に朝から晩までご利用可能な店舗を多数揃えることで、食に関する多彩なニーズに対応い
たします。

・忙しい朝の時間、ちょっとよりみちをし
てお買い物
・仕事モードに切り替える朝のコーヒー
・飲料、軽食、菓子など仕事時間の
必需品
・朝ごはん・ランチのお弁当やお惣菜
《Ⅱ期オープン後》
・ここでしか味わえない朝ごはん

・電車移動の合間や昼休みに、ランチの
お弁当やお惣菜を、スピーディーにお買
い物
・昼休みや買い物中にこだわりの飲食
店でクイックにランチ
《Ⅱ期オープン後》
・駅ナカなのにたくさんのバリエーションから
選べる飲食店、ひとりでも少人数でも

・電車の待ち時間、最寄り駅では買え
ない一品、夕食のお惣菜や家族への
スイーツを
・健康を大切にしている方へ、ナチュラル
スーパーマーケットでこだわりの品を、今
すぐ必要なものを
《Ⅱ期オープン後》
・夕食に、ひとりでも少人数でもグループ
でもお酒と料理を楽しめる

■２ 出店店舗（第Ⅰ期オープン店舗）
１ スーパーマーケット
①BIO-RAL(ビオラル)

駅ナカ初

「BIO-RAL」はスーパーマーケット「ライフ」がプロデュースす
るナチュラルスーパーマーケット。自然の恵みをいかした
オーガニック食品や健康にこだわった、からだにやさしい商
品を豊富に取り揃えます。店内には「普段使いの商品をビオ
ラルの商品に気軽に置き換えができる」ような「からだ」にも
「心」にもやさしい商品がたくさん。
「Organic（オーガニック）」
「Local（ローカル）」
「Healthy（ヘルシー）」
「Sustainability（サスティナビリティ）」
を、ビオラルから始めてみませんか。
関西では第１号店の靭店に次ぐ２号店となります。野菜・果
実・食料品・日配品・酒・惣菜・パン・日用雑貨などを取りそ
ろえ、日常的に大阪駅をご利用のお客様に、毎日立ち寄っ
ていただけるナチュラルスーパーマーケットを目指します。

店頭イメージ

商品イメージ

２ スイーツ
②

③

TEA18（仮称）

新業態

店名の「TEA 18」は希少な高級台湾茶葉「台茶 18
号」のこと。ルビー色で渋みが少なくフルーツティ且つ
爽やかな香りが特徴で、注文から1杯ずつミキシング
し香りと旨味を引き出す「ボトルティー」でのみご提供
します。台湾で人気の「髒髒包(ザンザンバオ）」を当
社でアレンジしてフードメニューとして販売します。

SN.Parallel Produced
by Seiichiro,NISHIZONO

新業態

（ｾｲｲﾁﾛｳﾆｼｿﾞﾉﾊﾟﾗﾚﾙ ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽﾄﾞﾊﾞｲｾｲｲﾁﾛｳﾆｼｿﾞﾉ）
香りの効果を様々な方法で表現し“記憶に残る”お
菓子作りを目指します。シェフ西園誠一郎はフランス
修行を経て、ヒルトン大阪など有名店で勤務。2014
年に自身の店「Seiichiro,NISHIZONO」を大阪市内に
オープン。新業態の駅ナカ初のスイーツ店です。
※掲載画像は全てイメージです。

２ スイーツ

スイーツエリアイメージ

④

⑤

立町カヌレ OSA

関西初

広島の「洋菓子カスターニャ」が直営する「カヌレ
専門店」です。 カヌレは、フランス・ボルドー地方の
伝統的な焼菓子です。 外はカリッと、中はしっとりと
した、バニラの香りが上品な味わいです。 プレーン
の他にも定番6種類と期間限定のフレーバーをご
用意しております。

⑥

COUTURE FUKUIDO TOKYO
（ｸﾁｭｰﾙ ﾌｸｲﾄﾞｳ ﾄｳｷｮｳ）

関西初

岡山の和洋菓子店「福井堂」の手掛けるブランド。人
は「COUTURE（クチュール）」と出会うと想像する…。
「COUTURE」とは味わうだけのお菓子屋ではなく、出
会った瞬間に「大切な人の笑顔が想像できる」お店
です。看板商品は、スティックケーキの「楽」です。

⑦

AKITO
（アキト）

大阪初

神戸元町のパティスリー。ひと手間かけた手作りのミ
ルクジャムを使った商品を展開。パティシエの経験と
技術がいっぱい詰まった逸品がそろいます。

浪芳庵

リニューアル

大阪奥なんばにある、創業160余年の浪芳庵。創業
の原点や想い、培われた技や知恵、作りたてへのこ
だわり、核をぶらさず継承を続けます。お客様に喜ん
でいただくことをモットーに、つねに新しいものを取り入
れながら、美味しい和菓子を作っています。館内でご
飲食いただけるメニューを新たに提供します。

3 お惣菜・デリカ

お惣菜・デリカエリアイメージ

⑧

⑨

すし deli Chotto

新業態

「選ぶワクワク、食べるワクワクを感じて頂けるおす
し」がコンセプト。「色々なちょっと」をキーワードに、
具材の組み合わせにこだわった手巻き寿司や稲荷
ずしを中心に、かわいらしさ、食べやすいサイズ感、
季節感にこだわった「Chotto」のおすしをお楽しみく
ださい。

⑩

健康咲かせる手づくり惣菜 咲菜

サンドとスカッシュ３＆（仮称）

関西初

日本の食文化を語る上で欠かせない「発酵」。美味
しいだけでなく体にいいことから日本人の生活にとっ
てもなじみ深いもの。その「発酵」に着目し、今までな
かった新しい形の発酵で、今日の忙しいライフスタイ
ルに、ヘルシー・手軽・美味しい、そんな喜びを提供
します。一番人気はサバーガー、こだわりの一品にご
注目ください。

⑪

リニューアル

美味しい・安心安全・健康・手づくり・出来たて・便
利な商品でお客様の健康な食生活を応援しま
す！今回のリニューアルでは、冷凍のお惣菜コー
ナーを新しく構え、店舗内装をリフレッシュします。

今日のごはん 和saiの国

リニューアル

”和”をベースとした新感覚DELI。旬のおいしさ、野
菜のヘルシー感、見て楽しい彩りで仕上げた、見た
目のかわいさが特徴の「KaKeごはん」や、素材、調
理法にこだわったお弁当、メイン、副菜にもなるお惣
菜、サラダなど豊富なメニューをご用意。お洒落で
明るく開放感のあるカフェのような毎日通えるDELI
を目指します。新しいサラダやおかずが充実します。
※掲載画像は全てイメージです。

⑫

⑬

リニューアル

第一楼

調理経験豊かな中国出身の料理人が調理した
本場究極の中華料理。出来立ての味がすぐにご
家庭でご賞味いただけます。店内加工の手作りで、
品質にこだわり、お惣菜からお弁当、オードブルま
で豊富な品揃えと手頃な価格で提供いたします。

タイ料理 チャンロイ

リニューアル

タイ語でチャンは「象」、ロイは「100」。「チャンロイ」
では腕を競い合うタイ人シェフが作る数々の驚きの
地元料理や、日本各地の契約農家から届く安心・
こだわりの野菜のタイ料理を提供します。定期的に
発売される新商品のお弁当やおかずも新たなタイ
料理として是非ご賞味ください。

4 テイクアウト＆イートイン
⑭

⑮

With Green/With Coffee

新業態

その日の気分や体調、体作りにあわせて野菜やお
肉、玄米、様々なトッピングやドレッシングをセレクト
できるサラダボウル専門店。ひとつのサラダでバラ
ンスよく栄養が取れ、お腹も充分に満たせるボ
リュームが特徴。生産者のもとへ直接足を運び味
や品質に納得できる野菜を仕入れています。

⑯

大阪ステーションワイナリー（仮称）

新業態

自家農園でブドウを栽培から醸造までを一貫して
手掛けるテロワールワイナリーの日本ワインを中心
に、ワインを気軽に楽しめるワイナリーカフェです。
ワインに合わせたお料理やスイーツを取りそろえ
て、ちょい飲みからお食事まで、終日ワインをお楽
しみいただけます。

⑰

とんかつさくら亭

大阪駅エリア初

お肉をこよなく愛する肉卸が部位選定からカット方
法、熟成日数にまで工夫を凝らし豚肉の美味しさ
をトコトン追求した洋食とんかつ専門店。素材の旨
味を逃さぬよう衣はさっくり、中はしっとりとジュー
シーに仕上げたトンカツは、オリジナルデミグラス
ソースをたっぶりかけてご提供します。

ビフテキ重・肉飯ロマン亭

リニューアル

1980年創業の肉卸が厳選したお肉と、米・タレが
見事に絡み合うビフテキ重の専門店。今回のリ
ニューアルでは、毎日の献立作りを応援する精肉
やお肉惣菜の物販コーナーを構えます。

※掲載画像は全てイメージです。

５ グロッサリー・青果・地域産品・食品
⑲

⑱

ジュピター

いっぴんさん。

大阪駅エリア初

自慢のコーヒー豆と輸入食品を取り扱う専門店。
アラビカ種100％のコーヒー豆41種類を自社工
場にて直火式自家焙煎し、新鮮な状態でパック
されたものを店舗に直送します。紅茶、ワイン、
チーズ、お菓子、オリジナル商品を含む国内外
の食品、5000種以上を豊富に取り扱います。

⑳

JR西日本駅ナカ初

ニッポンのイイモノ、その地域で愛されるスグレモ
ノを集めたお店です。生産者のこだわりが込めら
れた美味しいお酒やバラエティ豊かなおつまみか
ら、ついついまた食べたくなる、親しい人にも買っ
てあげたくなる素敵なお菓子まで、幅広くご用意
しています。

㉑

ベジフルマーケット

FAR EAST BAZZAR

リニューアル

市場直送の新鮮な野菜や果物、自社工場で製
造している新鮮なオリジナルサラダ、毎日のお昼
ごはんにぴったりなべジ弁当、べジおにぎり、野菜
そうざい、ドライフルーツ、ピクルスなど野菜と果物
に特化したベジフルマーケットです。売場が広く
なってエキマルシェ大阪に帰って来ます。

㉒

リニューアル

世界約23カ国から厳選された食材を直輸入。まる
で異国の市場に迷い込んだような店内には古代小
麦を使用した焼菓子やジェラート、パフェ、ヴィーガ
ンスムージーが..。また農薬や化学肥料、白砂糖
不使用のドライフルーツやナッツを自分用、プレゼ
ント用にカスタムオーダー。「Gift the story」此処
でしか出会えないワクワクを。

㉓

舞昆のこうはら

リニューアル

北海道道南産真昆布を直火仕込み製法で炊きあ
げ、アケビの花などの天然酵母を加えて発酵させ
た、塩昆布風発酵食品「舞昆」。食品最高賞の農
林水産大臣賞を受賞した柚子入りちりめんや、松
茸やうなぎなどの季節の食材を使った商品なども
取り扱います。

セブン‐イレブン ハートイン

大阪駅構内最大

「近くて便利」なお店を駅でも。おにぎりやパン、コー
ヒーなど、毎日お買い求めいただく商品から、健康
に配慮した惣菜やお弁当、プチ贅沢を彩るスイーツ
やフライヤーまで。お客様のさまざまなシーンにお
応えする豊富な品揃えで皆さまのご来店をお待ちし
ております。
※掲載画像は全てイメージです。

6 グッズ・サービス
㉕

㉔

coca

大阪駅エリア初

大人のためのファストファッションストア。
ちょっとお洒落な日常着を最良価格で提供いたし
ます。

㉖

JTB

リニューアル

利便性の高い立地で、お仕事帰り、お買い物の途
中にふと立ち寄った時、「新しい発見」「小さな幸
せ」が見つかる。そんなお客様の「旅のステーショ
ン」でありたいと私たちは願っています。私たちは
旅の「感動仕掛人」として、お客様とご一緒に「旅」
を創り上げていくことをミッションに、お客様の笑顔
と旅をつないでいきます。また旅行だけでなく、大
切な人への贈り物や自分へのご褒美としてもお使
いいただける、各種ギフトも取り扱いしております。

2021年９月先行開業予定

メガネスーパー

リニューアル

「メガネ」「眼」「耳」に関する豊富な知識と経験を
活かし、お客様一人ひとり異なるお悩みや生活環
境に応じた商品・サービスをご提供いたします。
検査(メガネ・補聴器）、アイケアリラクゼーションで
は、安心してご相談いただける個室を完備します。

※掲載画像は全てイメージです。

■3 第Ⅰ期リニューアルオープン出店店舗一覧

エキマルシェ大阪 マップ 《2021年10月26日時点予定》

㉕

⑲
㉔

② ⑤
⑥
③④
⑦
（2022年秋ごろ開業予定）
テイクアウト＆
イートインゾーン

㉓

⑱
⑭
㉑ ⑪

⑨ ⑫⑬ ⑧
㉒⑳
⑩ ①
⑰ ⑳
⑯

①

⑮
㉖

㉖は9月先行開業予定
※2021年10月26日時点での想定です。工事の進捗により変更となる場合があります。
※2021年7月19日現在、今回開業エリアは一部入口や通路を除き、工事中です。
第Ⅰ期（今回）開業エリア

営業中エリア

第Ⅱ期開業エリア

■3 第Ⅰ期リニューアルオープン出店店舗一覧
番号

店舗名

業種

新業態

関西
初出店

大阪
初出店

大阪駅エリア
初出店

駅ナカ
初出店

◎

◎

① BIO-RAL

ナチュラルスーパーマーケット

② TEA18（仮称）

ﾀﾋﾟｵｶﾄﾞﾘﾝｸ、台湾茶、洋菓子

◎

◎

③

洋菓子

◎

◎

SN.Parallel Produced by Seiichiro,NISHIZONO

リニューアル
オープン

④ 立町カヌレ

洋菓子

◎

⑤ COUTURE FUKUIDO TOKYO

和菓子、洋菓子

◎

⑥

AKITO

洋菓子

⑦ 浪芳庵

和菓子

⑧ すし Deli Chotto

寿司

⑨ サンドとスカッシュ3＆（仮称）

創作パンと発酵飲料

⑩

惣菜

◎

⑪ 今日のごはん 和saiの国

和洋惣菜

◎

⑫ 第一楼

中華総菜

◎

⑬

タイ惣菜

◎

健康咲かせる手づくり惣菜 咲菜

タイ料理 チャンロイ

◎
◎
◎
◎

⑭ With Green/With Coffee

サラダボウル専門店/カフェ

◎

⑮ 大阪ステーションワイナリー（仮称）

カフェ・レストラン

◎

⑯

とんかつ

とんかつさくら亭

⑰ ビフテキ重・肉飯 ロマン亭

肉料理、肉惣菜、食物販

⑱ ジュピター

コーヒー、グロッサリー

⑲

お酒、おつまみ、お土産

いっぴんさん。

◎

◎
◎
◎
◎
◎

⑳ VEGEFRU market

野菜・果物・サラダ・デリカ

◎

㉑ FAR EAST BAZZAR

ｶﾌｪ・ﾊﾟﾌｪ・ｼﾞｪﾗｰﾄ・ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ・ﾅｯﾂ

◎

㉒

塩昆布風発酵食品

◎

舞昆のこうはら

㉓ セブン ‐ イレブン ハートイン

コンビニエンスストア

㉔ coca

レディスアパレル

㉕ JTB

旅行代理店

◎

㉖

めがね

◎

メガネスーパー（9月先行開業予定）

◎

■４ 施設概要
名 称：エキマルシェ大阪
所在地：〒５３０ー０００１ 大阪市北区梅田３－１－１
開業日：２０２１年１０月２６日（第Ⅰ期リニューアル開業）
休館日：不定休
店舗数：３９店舗（第Ⅰ期リニューアル開業時。営業中店舗含む。ATMは含まない）
規 模：第Ⅰ期リニューアル開業時‥延床面積約6,300㎡ 店舗面積約5,000㎡
第Ⅱ期リニューアル開業時‥延床面積約7,500㎡ 店舗面積約6,000㎡

◎

■5 エキマルシェについて
ジェイアール西日本デイリーサービスネットが展開する、駅ナカ商業施設。
「ほんのちょっとの幸せを、毎日お届けする」を事業理念に、エキマルシェ大阪の他に、JR西
日本の駅構内で、２施設を展開しております。

エキマルシェ新大阪
【JR新大阪駅在来線改札内】
2015年3月4日開業。「～さっと立ち寄り15分でプチ満
足～」をコンセプトとした在来線改札内の商業施設。大阪・
関西ならではのお土産を買えるお店や、おすすめのグルメ・ラ
ンチをお楽しみいただけるレストラン、おひとりでも気軽に入れ
るテイクアウト＆イートインのお店などが３７店舗と銀行
ATMがあり、どなたにもお買い物とお食事をお楽しみいただけ
ます。

エキマルシェ新大阪Sotoe（ソトエ）
【JR新大阪駅在来線東改札外】
2021年3月16日にオープンした在来線東改札外に食
物販及び飲食を中心とした11店舗で構成される新エリア
です。新大阪駅を日常的に利用される通勤・通学のお客
様が利用しやすいお弁当やベーカリー、スイーツ等の物販
店舗やおひとりさまやお急ぎのお客様でも気軽にお立ち寄
りいただけるフードコート「エキマルキッチン」が誕生しました。

エキマルシェ宝塚
【JR宝塚駅構内】
2010年3月8日開業。「Transit Terrace気ままに
楽しめる第3の場所、もうひとつの時間」をコンセプトに、
食品スーパーマーケットを核とし、カフェや服飾雑貨、ク
リーニング、リペアなどの利便性の高い5店舗と銀行
ATMが揃う施設です。

