
  

 

 

NEWS RELEASE 

報道関係者各位 

２０１８年１月２５日 

天王寺ＳＣ開発株式会社 
 

２０１８年春、天王寺ミオが過去最大級のリニューアル 

リニューアルの詳細、出店する全７６ショップリストを公開！ 
 

天王寺ＳＣ開発株式会社（本社：大阪市天王寺区悲田院町 代表取締役社長：大橋幸之助）

が運営するショッピングセンター「天王寺ミオ」は、２０１８年３月１日(木)に、幅広い年齢層のお

客様が駅直結の便利な立地で個々のライフスタイルに合ったショッピングをお楽しみいただける

環境作りを目指して大きくリニューアルいたします。なお、「ミオえきッチン」及び一部ショップは３

月１６日（金）オープンとなります。 

 この度、新規オープン、リニューアルオープンとなる全７６ショップを公開するとともに、注目のエ

リア、ショップの概要についてご紹介します。 

 

★ＪＲ天王寺駅直上に「ミオえきッチン」誕生 

【「ミオえきッチン」の概要】 

 

【ミオえきッチンの特徴】 

「ミオえきッチン」はミオ×えき（駅）×キッチンを組み合わせた愛称です。ＪＲ天王寺駅中央

改札口直上という便利な立地に、高品質なグロッサリー、スイーツ、フレッシュジュース、デリ、ビ

ール、ワイン、日本酒などが気軽に手早く買えるショップをバリエーション豊かに揃えました。 

また、出来立てをその場でお楽しみいただけるＷＩＦＩ完備の共用イートインスペースを約１００

席ご用意し、ＪＲ天王寺駅すぐ上に、お一人様でも、お子様連れでも、グループでも、お待ち合わ

せにも気軽に使っていただけるゾーンが誕生します。 

ミオにお買い物に来ていただいたお客様、天王寺駅をご利用されるお客様、近所にお住まい

のお客様等に、どなたでもご自分のライフスタイルに合わせて自由に立ち寄り、お食事、お買い

物をしていただけますのでぜひご期待ください。 

 

 

エリア名称 ： ミオえきッチン 

場     所 ： 天王寺ミオプラザ館 M２F 

開 業 日 ： ２０１８年３月１６日（金） 

営業時間 ： 10：00～22：00 

定 休 日 ： 不定休 

店 舗 数 ： ６店舗 

席    数 ： 共用イートインスペース約１００席 

エリア面積 ： 約３００坪 



  

 

 

 

【ミオえきッチンの出店店舗情報】 

■ＭＩＳＵＧＩＹＡ○＋ＰＬＵＳ （和洋酒・ﾃﾞﾘｶ・ｸﾞﾛｯｻﾘｰ）※全国初出店（新業態）           

安心・鮮度にこだわったスーパー「三杉屋」がプロデュースするショップ。 

デイリーにご利用いただけるグロッサリー等の食材から、イートインですぐ

にお楽しみいただける惣菜や、グラス提供も可能なワインをはじめとした

お酒類等も豊富にご用意します。 

 

 

■元蔵 （いなり寿司・うどん・日本酒）           ※全国初出店（新業態）            

京都、平安神宮横に位置する元蔵で生まれた「神宮いなり」や、甘く煮

られた油揚げでうどんを巾着に包み込んだ「神宮うどん」と共に、京都洛

中に現存する唯一の蔵元、「佐々木酒造」の和食によく合う日本酒をお

楽しみいただけます。 

 

 

■ゴンチャ （台湾ティー）               ※関西初出店          

関西へは初出店！台湾発、本場の上質な台湾ティーがカジュアルな

スタイルと手頃な価格で楽しめるショップです。日本へは 2015 年に原

宿表参道に上陸し、20代女性を中心に人気スポットとなっています。 

 

【ショップホームページ】 http://www.gongcha.co.jp/ 

 

■久世福商店 （和食材）                ※天王寺エリア初出店        

「ザ・ジャパニーズ・グルメストア」をコンセプトに、久世福商店は世界を

めざして日本が誇る和食文化を発信しています。味・品質・価格の全て

にこだわり全国から集められたこだわりの一品をご提案します。 

 

【ショップホームページ】 http://www.kuzefuku.jp/ 

 

■アローツリー （ケーキ・フルーツ）          ※天王寺エリア初出店        

“フルーツのことをもっと多くの方に知ってもらいたい”という想いから生

まれた、西宮青果卸売市場にて 60 年続く老舗の青果卸問屋がプロデ

ュースするショップ。市場直入荷の新鮮フルーツだけを使ったスイーツ

は「フルーツを新しい形」で食べるという感覚でお楽しみいただけます。 

【ショップホームページ】 http://arrow-tree.com/ 

 

■ナナズグリーンティー （和カフェ）                         

厳選された良質な抹茶やほうじ茶を使用したドリンクやスイーツを楽し

める和カフェ。食材にこだわり、１つ１つの素材の美味しさを味わえるフ

ードメニューも充実し、季節感とぬくもりのある空間で和の優しい味わい

をお楽しみいただけます。 

【ショップホームページ】 http://www.nanasgreentea.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.gongcha.co.jp/
http://arrow-tree.com/


  

 

 

 

★男女・家族でお買い物を楽しめるショップの強化 

今回のリニューアルでは、男女・家族でお買い物に行きやすく、楽しい時

間を共有していただく場の提供を目指し、「ニトリ ＥＸＰＲＥＳＳ」をはじめとし

たインテリア・生活雑貨のショップを複数集めました。また、ミオのグランドフ

ロアとなる本館１Ｆには、セレクトショップ「ビームス」がメンズ＆レディスファ

ッションを中心に、「ビームス」の目で集めた雑貨を取り揃え、３月１日（木）

にオープンします。 

 

その他、関西初・天王寺エリア初・全国初出店が計２３店舗と多数注目のショップが新規オー

プン、リニューアルオープンいたしますので、各ショップの概要については別紙をご確認ください。 

 

今回のリニューアルで、天王寺ミオは今まで以上に地域の皆様に愛されるショッピングセンター

を目指すとともに、多くのお客様により一層ご満足いただけるショッピングセンターとして、魅力あ

る天王寺駅周辺エリアのまちづくり、活性化に貢献できるよう努めて参ります。 

 

【リニューアルティザーサイト】 ※第 2弾情報アップ 1/25 AM11：00 

 http://www.tennoji-mio.co.jp/newrenew2018_3/ 

 

 

【お問い合わせ】 

天王寺ＳＣ開発株式会社  販促担当  浅野・横山(太) TEL： 06（6770）1410 

 

 

 

（※関係者様へ） 

３月１５日（木）に「ミオえきッチン」「ニトリ ＥＸＰＲＥＳＳ」の関係者様向け内覧会を実施予定で

すので別途ご案内させていただきます。 

 



  

 

 

別紙：＜新規オープン・リニューアルオープンの注目ショップ＞ 

 

■ビームス  （本館１Ｆ）                             ３/１（木）新規オープン 

メンズ・ウィメンズのカジュアルウエアを中心に、小物や雑貨など幅広く取り

揃えます。また、＜Demi-Luxe BEAMS＞は独立したエリアで、ウィメンズの

オンにもオフにも対応できるアイテムを展開。多彩な品揃えで毎日を楽しく

するファッションを提案します。 

【ショップホームページ】 http://www.beams.co.jp/ 

 

■ミラオーウェン  （本館２Ｆ）      ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

「ＮＥＸＴ ＢＡＳＩＣ」をコンセプトにトレンドやコレクションに全てを委ねない、都会

の高感度女性が選ぶ洗練された服。本当のトータルファッションを楽しむ女性

たちに贈る洗練された次世代ベーシックブランド。 

【ショップホームページ】 http://milaowen.com/ 

 

■フルーツギャザリング  （本館２Ｆ）  ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

「For Your Fruitful Life（より実りある生活）」をテーマにかかげるビューティーセ

レクトショップ。美の好奇心に溢れる女性たちにブランドの垣根を取り払い、本当

に欲しいもの、贈りたいものを自由に楽しみながらセレクトしていただけます。 

【ショップホームページ】 http://fruitgathering.jp/ 

 

■ビバコ ミオ ミオ  （本館３Ｆ）     ※関西初出店     ３/１（木）新規オープン 

「より道で見つかる私の『キレイ』と『お気に入り』」をコンセプトとした、コスメ・ファ

ッショングッズを中心に取り扱う雑貨のセレクトショップ。あなたの「なりたい」、

「ほしい」をお手伝いします。 

【ショップホームページ】 https://www.miomio-web.com/ 

 

■グレープフルーツムーン （本館６Ｆ） ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

広い店内に天井まで古着をぎっしり並べた見応えたっぷりのショップです。 

レディース・メンズのアメリカ・ヨーロッパ古着を中心に、アンティーク・ヴィンテー

ジ雑貨、インポートアイテムが揃います。 

【ショップホームページ】 http://www.grapefruitmoon.jp/ 

 

■ポーラ ザ ビューティー （プラザ館３Ｆ）               ３/１（木）新規オープン 

注目のホットアイテムを気軽に試せるコスメ＆エステショップ。触れて、感じて、

楽しんで、アナタらしい美しさを見つけていただけます。 

 

【ショップホームページ】 https://www.pola.co.jp/ 

 

■ニトリＥＸＰＲＥＳＳ （プラザ館５Ｆ）    ※天王寺エリア初出店 ３/１６（金）新規オープン 

駅ビルとしては関西初出店！「ニトリＥＸＰＲＥＳＳ」は食器や寝具などの生活雑

貨を主に取り揃え、大型家具やオーダーカーテンの受注といった「ニトリ」と同じ

サービスも提供することが可能です。 

【ショップホームページ】 http://www.nitori.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

★ここにも注目：本館４Fにインテリアゾーンが誕生！ 

「フランフラン」のある本館４Ｆに、生活を彩る新たな家具・生活雑貨のショップを集めたインテ

リアゾーンが誕生します。プラザ館５Fにオープンする「ニトリＥＸＰＲＥＳＳ」と併せて天王寺エリア

最大級のインテリア・生活雑貨を集積し、駅という便利な立地で多様な暮らしをサポートします！ 

 

■ウニコ  （本館４Ｆ）                        ３/１（木）新規オープン 

「どこの場所にも似ていない、自分が自分らしくいられる心地いい空間づくり」をコ

ンセプトにオリジナルの家具やラグ、カーテン、ベッドリネン＆ファブリック小物、

国内外のセレクト雑貨をラインナップ。 

【ショップホームページ】 http://unico-lifestyle.com/ 

 

■ビーカンパニー （本館４Ｆ）      ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

「初めての一人暮らし、初めての二人暮らしをするときに、初めての家具でありた

い」そんなコンセプトから、家具もファッションの一部と位置づけてインテリアコー

ディネートを演出します。 

【ショップホームページ】 https://www.b-company.co.jp/ 

 

■オノエファニチャー （本館４Ｆ）    ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

1924年創業の家具店オノエ家具がプロデュースする新感覚家具店！ 

個性的なインテリアから使い易い本格的な家具まで、幅広くラインナップし、 

あなたらしい暮らしが見つかります。 

【ショップホームページ】 http://www.onoe-furniture.co.jp/ 

 

■クーカン （本館４Ｆ）           ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

インテリアメーカーであるスミノエが提案するインテリアショップ。カーテンやラグ

はもちろん、暮らしにスパイスを与えるインテリア雑貨をたくさん取り揃え、見てい

るだけでもワクワクしてお部屋を模様替えしたくなるショップです。 

【ショップホームページ】 http://www.cucan.jp/ 

 

★ここにも注目：リニューアルオープンの注目ショップ！ 

新規オープンだけでなく、今回リニューアルオープンとなる全４８ショップも大幅にパワーアッ

プ！その一部をご紹介します。 

 

■アナスイ  （本館２Ｆ）                   ３/１（木）リニューアルオープン 

「White is new ANNA SUI’s Black」をコンセプトに店舗デザインを一新。白く洗

練された店装にアナスイのアイデンティティである柄やアールヌーボー調の家

具・部屋を想像させる空間で新しいアナスイの世界観を発信。 

【ショップホームページ】 http://www.annasui.co.jp/ 

 

■レトロガール・ギャラリー （本館６Ｆ）            ３/１（木）リニューアルオープン 

レトロガールのリニューアルを機に、エムズエキサイト、カシータ（雑貨）、メンズ

商品を展開。カジュアルから日常使いのベーシックな商品まで、トレンドの今す

ぐ欲しい商品が、お手頃価格でお買い求めいただけます。 

【ショップホームページ】 http://www.retro-girl.jp/ 

 

■ＡＢＣ－ＭＡＲＴ プレミアステージ （本館８Ｆ）     ３/１（木）リニューアルオープン 

リニューアルにより売場を拡大！海外･国内を問わず数多くの商品を取り揃えま

す。ナイキ、アディダス、ヴァンズにおいては、ウェアやグッズも展開し、トータル

でのコーディネイトをご提案します。新たにキッズアイテムの展開もスタート！ 

【ショップホームページ】 http://www.abc-mart.net/shop/ 

http://www.cucan.jp/


  

 

 

別紙：＜新規オープンショップ・リニューアルオープンショップ一覧＞ 

【リニューアル概要】 

種別 ショップ数 

新規オープン ２８ 
（内、関西初 3、エリア初 16、全国初 3） 

リニューアルオープン ４８ 
（内、関西初１） 

計 ７６ 
 

【天王寺ミオ 本館】 

ﾌﾛｱ 種別 店名 業種 関西初 ｴﾘｱ初 全国初 
※新業態 

ｵｰﾌﾟﾝ日 
※空欄は全て

3/1オープン 

1F 
ＮＥＷ ビームス メンズ・レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ローズバッド メンズ・レディスファッション     

2F 

ＮＥＷ ミラオーウェン レディスファッション  ●   

ＮＥＷ フルーツギャザリング コスメ  ●   

ＮＥＷ ソフィラ レディスファッション  ●   

ＮＥＷ ファビア レディスファッション  ●   

ＮＥＷ ルル バイ ユナイテッドビーズ バッグ・生活雑貨・コスメ     

ＲＥＮＥＷＡＬ アナスイ ｲﾝﾎﾟｰﾄｳｪｱ・ｺｽﾒ・ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨     

ＲＥＮＥＷＡＬ Ｎ.ナチュラルビューティーベーシック レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ジネス レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ストロベリーフィールズ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ スローブ イエナ レディスファッション    3/20（火） 

ＲＥＮＥＷＡＬ ダイアナ レディスシューズ・バッグ     

ＲＥＮＥＷＡＬ バビロン レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ペルル ペッシュ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ リヴドロワ レディスファッション     

3F 

ＮＥＷ ビバコ ミオミオ ｺｽﾒ・ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨・生活雑貨 ●    

ＲＥＮＥＷＡＬ アンティック ラグ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ スキンフード コスメ     

ＲＥＮＥＷＡＬ ココ ディール レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ダブルダージル レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ マーキュリーデュオ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ランダ レディスシューズ     

4F 

ＮＥＷ ウニコ 家具・インテリア雑貨     

ＮＥＷ ビーカンパニー 家具・インテリア雑貨  ●   

ＮＥＷ オノエファニチャー 家具・インテリア雑貨  ●   

ＮＥＷ クーカン 家具・インテリア雑貨  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ エゴイスト レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ KIMONO by NADESHIKO 着物・和雑貨 ●    

ＲＥＮＥＷＡＬ Ｔｏｋｙｏ１３５° リユース・アンティーク着物     

ＲＥＮＥＷＡＬ ｇｏａ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ テチチ レディスファッション     

5F 

ＮＥＷ ゴスタール ジ フーガ メンズファッション  ●   

ＮＥＷ ブルーラウンジ メンズ・レディスファッション ●    

ＲＥＮＥＷＡＬ リポ トレンタ アンニ メンズ・レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ アンティーク マイク M アンティーク雑貨・おもちゃ    2月上旬 

6F 

ＮＥＷ グレープフルーツムーン メンズ・レディスファッション  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ エチュードハウス コスメ     

ＲＥＮＥＷＡＬ キューピッドハート レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ キンジ ユーズド クロージング レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ゴージ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ジェリービーンズ レディスシューズ     

ＲＥＮＥＷＡＬ ピーク＆パイン レディス・メンズ水着     

ＲＥＮＥＷＡＬ フォレストハート レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ヘザー レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ メディストア ファッション雑貨     

ＲＥＮＥＷＡＬ ランドリー ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽ・ｷｯｽﾞﾌｧｯｼｮﾝ     

ＲＥＮＥＷＡＬ レトロガール・ギャラリー ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽﾌｧｯｼｮﾝ・ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨     



  

 

 
 

 

【天王寺ミオ 本館】 

ﾌﾛｱ 種別 店名 業種 関西初 ｴﾘｱ初 全国初 
※新業態 

ｵｰﾌﾟﾝ日 
※空欄は全て

3/1オープン 

7F 

ＲＥＮＥＷＡＬ パラビオン レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ フィント＆アンアナザーアンジェラス レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ フーズフーチコ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ プードゥドゥ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ VIS レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ミスティウーマン レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ラウナレア アヴェック レイヤードフレグランス ﾚﾃﾞｨｽｼｭｰｽﾞ・ｺｽﾒ・生活雑貨     

8F 

ＲＥＮＥＷＡＬ ABC-MART プレミアステージ ｼｭｰｽﾞ・ｽﾎﾟｰﾂｱﾊﾟﾚﾙ     

ＲＥＮＥＷＡＬ スターバックス ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨ ｺｰﾋｰｽﾄｱ     

ＲＥＮＥＷＡＬ モンサック バッグ・トラベルケース     

9F ＲＥＮＥＷＡＬ アジアンハーブス ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ＆ﾋﾞｭｰﾃｨｰｽﾊﾟ    2月中旬 

 

【天王寺ミオ プラザ館】 

ﾌﾛｱ 種別 店名 業種 関西初 ｴﾘｱ初 全国初 
※新業態 

ｵｰﾌﾟﾝ日 
※空欄は全て

3/1オープン 

M2F 

ＮＥＷ ゴンチャ 台湾ティー ●   3/16（金） 

ＮＥＷ 久世福商店 和食材  ●  3/16（金） 

ＮＥＷ ＭＩＳＵＧＩＹＡ○＋ＰＬＵＳ 和洋酒・デリカ・グロッサリー   ● 3/16（金） 

ＮＥＷ アローツリー ケーキ・フルーツ  ●  3/16（金） 

ＮＥＷ ナナズグリーンティー 和カフェ    3/16（金） 

ＮＥＷ 元蔵 いなり寿司・うどん・日本酒   ● 3/16（金） 

2F 

ＮＥＷ グリーンボウル ヘッドストア バッグ・ファッション雑貨   ●  

ＮＥＷ ポルコロッソ バッグ・ファッション雑貨  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ ラッシュ コスメ     

3F 

ＮＥＷ ノスタルジア レディスファッション  ●   

ＮＥＷ ポーラ ザ ビューティー コスメ     

ＮＥＷ アゴスト レディスシューズ  ●   

ＮＥＷ ルベール レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ フェフェ 雑貨・ｷｯｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽﾌｧｼｮﾝ     

5F ＮＥＷ ニトリ ＥＸＰＲＥＳＳ インテリア・生活雑貨  ●  3/16（金） 

7F ＲＥＮＥＷＡＬ たかの友梨ビューティクリニック エステティックサロン     

 

【天王寺ミオ 駐車場ビル】 

ﾌﾛｱ 種別 店名 業種 関西初 ｴﾘｱ初 全国初 
※新業態 

ｵｰﾌﾟﾝ日 
※3/1以外のみ 

3F ＮＥＷ 浜学園／Ｈａｍａｘ／はまキッズ 学習塾  ●※１  2/1（木）※2 

※1はまキッズのみエリア初出店                      

※2浜学園はオープン済、Ｈａｍａｘ・はまキッズのみ 2/1（木）オープン 



  

 

 

別紙：＜新規オープン・リニューアルオープンの注目ショップ＞ 

 

■ビームス  （本館１Ｆ）                             ３/１（木）新規オープン 

メンズ・ウィメンズのカジュアルウエアを中心に、小物や雑貨など幅広く取り

揃えます。また、＜Demi-Luxe BEAMS＞は独立したエリアで、ウィメンズの

オンにもオフにも対応できるアイテムを展開。多彩な品揃えで毎日を楽しく

するファッションを提案します。 

【ショップホームページ】 http://www.beams.co.jp/ 

 

■ミラオーウェン  （本館２Ｆ）      ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

「ＮＥＸＴ ＢＡＳＩＣ」をコンセプトにトレンドやコレクションに全てを委ねない、都会

の高感度女性が選ぶ洗練された服。本当のトータルファッションを楽しむ女性

たちに贈る洗練された次世代ベーシックブランド。 

【ショップホームページ】 http://milaowen.com/ 

 

■フルーツギャザリング  （本館２Ｆ）  ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

「For Your Fruitful Life（より実りある生活）」をテーマにかかげるビューティーセ

レクトショップ。美の好奇心に溢れる女性たちにブランドの垣根を取り払い、本当

に欲しいもの、贈りたいものを自由に楽しみながらセレクトしていただけます。 

【ショップホームページ】 http://fruitgathering.jp/ 

 

■ビバコ ミオ ミオ  （本館３Ｆ）     ※関西初出店     ３/１（木）新規オープン 

「より道で見つかる私の『キレイ』と『お気に入り』」をコンセプトとした、コスメ・ファ

ッショングッズを中心に取り扱う雑貨のセレクトショップ。あなたの「なりたい」、

「ほしい」をお手伝いします。 

【ショップホームページ】 https://www.miomio-web.com/ 

 

■グレープフルーツムーン （本館６Ｆ） ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

広い店内に天井まで古着をぎっしり並べた見応えたっぷりのショップです。 

レディース・メンズのアメリカ・ヨーロッパ古着を中心に、アンティーク・ヴィンテー

ジ雑貨、インポートアイテムが揃います。 

【ショップホームページ】 http://www.grapefruitmoon.jp/ 

 

■ポーラ ザ ビューティー （プラザ館３Ｆ）               ３/１（木）新規オープン 

注目のホットアイテムを気軽に試せるコスメ＆エステショップ。触れて、感じて、

楽しんで、アナタらしい美しさを見つけていただけます。 

 

【ショップホームページ】 https://www.pola.co.jp/ 

 

■ニトリＥＸＰＲＥＳＳ （プラザ館５Ｆ）    ※天王寺エリア初出店 ３/１６（金）新規オープン 

駅ビルとしては関西初出店！「ニトリＥＸＰＲＥＳＳ」は食器や寝具などの生活雑

貨を主に取り揃え、大型家具やオーダーカーテンの受注といった「ニトリ」と同じ

サービスも提供することが可能です。 

【ショップホームページ】 http://www.nitori.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

★ここにも注目：本館４Fにインテリアゾーンが誕生！ 

「フランフラン」のある本館４Ｆに、生活を彩る新たな家具・生活雑貨のショップを集めたインテ

リアゾーンが誕生します。プラザ館５Fにオープンする「ニトリＥＸＰＲＥＳＳ」と併せて天王寺エリア

最大級のインテリア・生活雑貨を集積し、駅という便利な立地で多様な暮らしをサポートします！ 

 

■ウニコ  （本館４Ｆ）                        ３/１（木）新規オープン 

「どこの場所にも似ていない、自分が自分らしくいられる心地いい空間づくり」をコ

ンセプトにオリジナルの家具やラグ、カーテン、ベッドリネン＆ファブリック小物、

国内外のセレクト雑貨をラインナップ。 

【ショップホームページ】 http://unico-lifestyle.com/ 

 

■ビーカンパニー （本館４Ｆ）      ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

「初めての一人暮らし、初めての二人暮らしをするときに、初めての家具でありた

い」そんなコンセプトから、家具もファッションの一部と位置づけてインテリアコー

ディネートを演出します。 

【ショップホームページ】 https://www.b-company.co.jp/ 

 

■オノエファニチャー （本館４Ｆ）    ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

1924年創業の家具店オノエ家具がプロデュースする新感覚家具店！ 

個性的なインテリアから使い易い本格的な家具まで、幅広くラインナップし、 

あなたらしい暮らしが見つかります。 

【ショップホームページ】 http://www.onoe-furniture.co.jp/ 

 

■クーカン （本館４Ｆ）           ※天王寺エリア初出店 ３/１（木）新規オープン 

インテリアメーカーであるスミノエが提案するインテリアショップ。カーテンやラグ

はもちろん、暮らしにスパイスを与えるインテリア雑貨をたくさん取り揃え、見てい

るだけでもワクワクしてお部屋を模様替えしたくなるショップです。 

【ショップホームページ】 http://www.cucan.jp/ 

 

★ここにも注目：リニューアルオープンの注目ショップ！ 

新規オープンだけでなく、今回リニューアルオープンとなる全４８ショップも大幅にパワーアッ

プ！その一部をご紹介します。 

 

■アナスイ  （本館２Ｆ）                   ３/１（木）リニューアルオープン 

「White is new ANNA SUI’s Black」をコンセプトに店舗デザインを一新。白く洗

練された店装にアナスイのアイデンティティである柄やアールヌーボー調の家

具・部屋を想像させる空間で新しいアナスイの世界観を発信。 

【ショップホームページ】 http://www.annasui.co.jp/ 

 

■レトロガール・ギャラリー （本館６Ｆ）            ３/１（木）リニューアルオープン 

レトロガールのリニューアルを機に、エムズエキサイト、カシータ（雑貨）、メンズ

商品を展開。カジュアルから日常使いのベーシックな商品まで、トレンドの今す

ぐ欲しい商品が、お手頃価格でお買い求めいただけます。 

【ショップホームページ】 http://www.retro-girl.jp/ 

 

■ＡＢＣ－ＭＡＲＴ プレミアステージ （本館８Ｆ）     ３/１（木）リニューアルオープン 

リニューアルにより売場を拡大！海外･国内を問わず数多くの商品を取り揃えま

す。ナイキ、アディダス、ヴァンズにおいては、ウェアやグッズも展開し、トータル

でのコーディネイトをご提案します。新たにキッズアイテムの展開もスタート！ 

【ショップホームページ】 http://www.abc-mart.net/shop/ 

http://www.cucan.jp/


  

 

 

別紙：＜新規オープンショップ・リニューアルオープンショップ一覧＞ 

【リニューアル概要】 

種別 ショップ数 

新規オープン ２８ 
（内、関西初 3、エリア初 16、全国初 3） 

リニューアルオープン ４８ 
（内、関西初１） 

計 ７６ 
 

【天王寺ミオ 本館】 

ﾌﾛｱ 種別 店名 業種 関西初 ｴﾘｱ初 全国初 
※新業態 

ｵｰﾌﾟﾝ日 
※空欄は全て

3/1オープン 

1F 
ＮＥＷ ビームス メンズ・レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ローズバッド メンズ・レディスファッション     

2F 

ＮＥＷ ミラオーウェン レディスファッション  ●   

ＮＥＷ フルーツギャザリング コスメ  ●   

ＮＥＷ ソフィラ レディスファッション  ●   

ＮＥＷ ファビア レディスファッション  ●   

ＮＥＷ ルル バイ ユナイテッドビーズ バッグ・生活雑貨・コスメ     

ＲＥＮＥＷＡＬ アナスイ ｲﾝﾎﾟｰﾄｳｪｱ・ｺｽﾒ・ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨     

ＲＥＮＥＷＡＬ Ｎ.ナチュラルビューティーベーシック レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ジネス レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ストロベリーフィールズ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ スローブ イエナ レディスファッション    3/20（火） 

ＲＥＮＥＷＡＬ ダイアナ レディスシューズ・バッグ     

ＲＥＮＥＷＡＬ バビロン レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ペルル ペッシュ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ リヴドロワ レディスファッション     

3F 

ＮＥＷ ビバコ ミオミオ ｺｽﾒ・ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨・生活雑貨 ●    

ＲＥＮＥＷＡＬ アンティック ラグ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ スキンフード コスメ     

ＲＥＮＥＷＡＬ ココ ディール レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ダブルダージル レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ マーキュリーデュオ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ランダ レディスシューズ     

4F 

ＮＥＷ ウニコ 家具・インテリア雑貨     

ＮＥＷ ビーカンパニー 家具・インテリア雑貨  ●   

ＮＥＷ オノエファニチャー 家具・インテリア雑貨  ●   

ＮＥＷ クーカン 家具・インテリア雑貨  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ エゴイスト レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ KIMONO by NADESHIKO 着物・和雑貨 ●    

ＲＥＮＥＷＡＬ Ｔｏｋｙｏ１３５° リユース・アンティーク着物     

ＲＥＮＥＷＡＬ ｇｏａ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ テチチ レディスファッション     

5F 

ＮＥＷ ゴスタール ジ フーガ メンズファッション  ●   

ＮＥＷ ブルーラウンジ メンズ・レディスファッション ●    

ＲＥＮＥＷＡＬ リポ トレンタ アンニ メンズ・レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ アンティーク マイク M アンティーク雑貨・おもちゃ    2月上旬 

6F 

ＮＥＷ グレープフルーツムーン メンズ・レディスファッション  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ エチュードハウス コスメ     

ＲＥＮＥＷＡＬ キューピッドハート レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ キンジ ユーズド クロージング レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ゴージ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ジェリービーンズ レディスシューズ     

ＲＥＮＥＷＡＬ ピーク＆パイン レディス・メンズ水着     

ＲＥＮＥＷＡＬ フォレストハート レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ヘザー レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ メディストア ファッション雑貨     

ＲＥＮＥＷＡＬ ランドリー ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽ・ｷｯｽﾞﾌｧｯｼｮﾝ     

ＲＥＮＥＷＡＬ レトロガール・ギャラリー ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽﾌｧｯｼｮﾝ・ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨     



  

 

 
 

 

【天王寺ミオ 本館】 

ﾌﾛｱ 種別 店名 業種 関西初 ｴﾘｱ初 全国初 
※新業態 

ｵｰﾌﾟﾝ日 
※空欄は全て

3/1オープン 

7F 

ＲＥＮＥＷＡＬ パラビオン レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ フィント＆アンアナザーアンジェラス レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ フーズフーチコ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ プードゥドゥ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ VIS レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ミスティウーマン レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ラウナレア アヴェック レイヤードフレグランス ﾚﾃﾞｨｽｼｭｰｽﾞ・ｺｽﾒ・生活雑貨     

8F 

ＲＥＮＥＷＡＬ ABC-MART プレミアステージ ｼｭｰｽﾞ・ｽﾎﾟｰﾂｱﾊﾟﾚﾙ     

ＲＥＮＥＷＡＬ スターバックス ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨ ｺｰﾋｰｽﾄｱ     

ＲＥＮＥＷＡＬ モンサック バッグ・トラベルケース     

9F ＲＥＮＥＷＡＬ アジアンハーブス ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ＆ﾋﾞｭｰﾃｨｰｽﾊﾟ    2月中旬 

 

【天王寺ミオ プラザ館】 

ﾌﾛｱ 種別 店名 業種 関西初 ｴﾘｱ初 全国初 
※新業態 

ｵｰﾌﾟﾝ日 
※空欄は全て

3/1オープン 

M2F 

ＮＥＷ ゴンチャ 台湾ティー ●   3/16（金） 

ＮＥＷ 久世福商店 和食材  ●  3/16（金） 

ＮＥＷ ＭＩＳＵＧＩＹＡ○＋ＰＬＵＳ 和洋酒・デリカ・グロッサリー   ● 3/16（金） 

ＮＥＷ アローツリー ケーキ・フルーツ  ●  3/16（金） 

ＮＥＷ ナナズグリーンティー 和カフェ    3/16（金） 

ＮＥＷ 元蔵 いなり寿司・うどん・日本酒   ● 3/16（金） 

2F 

ＮＥＷ グリーンボウル ヘッドストア バッグ・ファッション雑貨   ●  

ＮＥＷ ポルコロッソ バッグ・ファッション雑貨  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ ラッシュ コスメ     

3F 

ＮＥＷ ノスタルジア レディスファッション  ●   

ＮＥＷ ポーラ ザ ビューティー コスメ     

ＮＥＷ アゴスト レディスシューズ  ●   

ＮＥＷ ルベール レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ フェフェ 雑貨・ｷｯｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽﾌｧｼｮﾝ     

5F ＮＥＷ ニトリ ＥＸＰＲＥＳＳ インテリア・生活雑貨  ●  3/16（金） 

7F ＲＥＮＥＷＡＬ たかの友梨ビューティクリニック エステティックサロン     

 

【天王寺ミオ 駐車場ビル】 

ﾌﾛｱ 種別 店名 業種 関西初 ｴﾘｱ初 全国初 
※新業態 

ｵｰﾌﾟﾝ日 
※3/1以外のみ 

3F ＮＥＷ 浜学園／Ｈａｍａｘ／はまキッズ 学習塾  ●※１  2/1（木）※2 

※1はまキッズのみエリア初出店                      

※2浜学園はオープン済、Ｈａｍａｘ・はまキッズのみ 2/1（木）オープン 
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