














 

 

★別紙：＜ミオえきッチン＆ＬＯＯＰ新規オープンの注目ショップ＞ 

 

《プラザ館 Ｍ2Ｆ概要》  

 
 

 

■酒処 つかさ （大衆居酒屋）※天王寺・阿倍野エリア初出店 ３/１（金）新規オープン 

立呑みの名店「わすれな草」や、梅田屈指の行列店「酒場やまと」などを展開

するわすれな草グループが、天王寺・阿倍野エリアに待望の初出店。お昼か

らお酒をお楽しみいただける『大衆居酒屋』で、新鮮な魚料理やお造り、お寿

司から焼き鳥、串カツ、おでんまで、コストパフォーマンスに優れたお料理（約

80種）とお酒（約 50種）を豊富に取り揃えております。 

 

■牡蠣とワイン 立喰い すしまる （寿司）※天王寺・阿倍野エリア初出店 ３/１（金）新規オープン 

コスパの高い立喰い寿司に加え、「牡蠣」と「ワイン」をカジュアルにお楽しみい

ただける新感覚の寿司店。毎朝、中央卸売市場から仕入れる新鮮な魚貝類

を 2貫 108円（税込）からご提供しております。また、メニュー札を選んで板前

に渡すだけで注文できる手軽さが魅力の独自のオーダーシステムにも注目。 

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

 

■蔵元豊祝  （日本酒バル）  ※天王寺・阿倍野エリア初出店 ３/１（金）新規オープン 

日本酒発祥の地とされる奈良の地酒『豊祝』醸造元の、奈良豊澤酒造直営の

立ち飲み処が天王寺に初出店。蔵元直営店でしか味わえない日本酒と、美味

しいお酒に合う肴をリーズナブルな価格で楽しめる豊富な品ぞろえが自慢で

す。 

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

 

■焼鳥 ボトルバード  （炭火焼鳥）           ※新業態 ３/１（金）新規オープン 

天王寺ミオ本館やルクア大阪で人気の焼鳥店「権兵衛」が展開する、新業態

の「立ち飲み系焼鳥店」。素材にこだわった本格的な焼鳥をはじめ、おでんや

一品料理、豊富なドリンク類を、コスパ抜群の「立ち飲み価格」でご提供しま

す。毎日手作業で瓶詰めする、「写真に映えるソーダ水」で割るハイボールも

自慢です。 

 

■ヨーキーズ クレープリー （クレープ） ※天王寺・阿倍野エリア初出店 ３/１（金）新規オープン 

パンケーキが大人気の神戸で行列のできるカフェ、「YORKYS BRUNCH」が展

開するクレープショップ。パンケーキを知り尽くした YORKYS が作るクレープは、

もちもち食感がくせになります。 

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

 

 

《フロア名称》 

 「ミオえきッチン＆ＬＯＯＰ」 

《ゾーン名称》  

「エキうえスタンド」 （新設） 

「ミオえきッチン」 （拡大） 

 
場     所 ： 天王寺ミオプラザ館 M２F 

開 業 日  ： 2019年 3月 1日（金） 

営業時間 ：  

「エキうえスタンド」： 11：00～23：00 

「ミオえきッチン」 ： 10：00～22：00 

※一部店舗により営業時間が異なります。 

店 舗 数 ： 16店舗 

席    数 ： 共用イートインスペース 

約 100 席 

エリア面積  ： 約 450 坪 



 

 

★別紙：＜新規オープンの注目ショップ＞ 

 

《本館》 

■アーバンリサーチ  （本館１Ｆ）                      ３/１（金）新規オープン 

様々な都市をリサーチ(URBAN RESEARCH) し、カジュアルテイストをベースに

世界中からデイリーウェアやドレス、ライフスタイル雑貨までをセレクト。 

フレキシブルに今の空気をモノやカルチャーに乗せて伝える SPECIALITY 

SHOP。 

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

 

■パブリック トウキョウ （本館 1Ｆ）  ※天王寺・阿倍野エリア初出店 ３/１（金）新規オープン 

上質な ALL JAPAN MADEに徹底的にこだわり、ルールやジャンルに捉われな

い都会的スタンダードを追及するハイエンドカジュアルブランド。 多様化するラ

イフスタイルの中、それぞれのシーンに合わせた、素材・着心地・機能性を大

事にした本質的なカジュアルウェアを追及します。  

 【ショップホームページ】 https://public-tokyo.com/ 

 

■ポール ＆ ジョー （本館２Ｆ）   ※天王寺・阿倍野エリア初出店 ３/１（金）新規オープン 

「ポール＆ジョー」のコンセプトショップが、関西初出店！人気のコスメを中心

に、ステーショナリーからハンカチ、ポーチなどの雑貨まで、ブランドお馴染みの

猫をモチーフとしたグッズなど、デザイナーの「ソフィー・メシャリー」が手掛ける

キュートなアイテムがひとつの空間に集結！ 

【ショップホームページ】 http://www.paul-joe-beaute.com/jp/ 

 

■メイクアップキッチン  （本館 2Ｆ）  ※天王寺・阿倍野エリア初出店 ３/１（金）新規オープン 

メイクアップは次の時代へ。女性のウェルネスライフを応援するのが、Make↗

Kicthen（メイクアップキッチン）のセレクションです。自然界のミネラルや植物の

エッセンスなどナチュラル&オーガニック素材にこだわった メイクアップを中心

に、最新の美容家電までもラインナップ。 

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

 

■紀伊國屋書店 （本館 9Ｆ）       ※天王寺・阿倍野エリア初出店 ３/１（金）新規オープン 

全国展開の情報を基に旬の本・話題の本はもちろん、たくさんの魅力ある本と

出会える空間。また、店内中央のコミュニティスペースでは常時フェア・イベント

を実施いたします。文房具は日常の買い回り品に加え、グリ－ティングカード

や、海外店舗にて好評の商品も取り扱いいたします。  

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

 

《プラザ館》 

■リンツ ショコラ カフェ （プラザ館２Ｆ） ※天王寺・阿倍野エリア初出店 ３/１（金）新規オープン 

リンツのチョコレートの世界が五感で体験できる至福の場所。メートル・ショコラ

ティエが腕を振るう様々なチョコレートやショコラスイーツの数々が皆様をお待

ちしております。 

【ショップホームページ】 https://www.lindt.jp/ 

 

■ＰＬＳＴ  （プラザ館２Ｆ）                      ３/１（金）新規オープン 

オリジナルラインを中心に、世界各地でセレクトしたスタイリッシュな旬のインポ

ートアイテムを扱うセレクトショップ。流行に敏感な層に向けてレディスとメンズを

展開しています。大人の様々な生活シーンに対応した「素材」「着心地」「着こ

なし」にこだわった、最上質な日常着ブランドです。 

【ショップホームページ】 http://www.plst.co.jp 

 

 

https://www.kinokuniya.co.jp/
http://www.plst.co.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 29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。 

 

《本館》 

■アダム エ ロペ （本館 1Ｆ）                ３/１（金）リニューアルオープン 

「ORDINARY NEWNESS, ORDINARY COMFORT」をコンセプトに、毎日に、洗

練された心地よさと新しさを提案するセレクトショップ。ミニマルでクリーンな

空気を纏うオリジナルアイテムに加え、気鋭のドメスティックブランドからハイ

センスなコレクションブランドまで幅広くラインナップ。今回新たにメンズアイテ

ムを追加して、レディス・メンズ複合ショップとしてグレードアップ。 

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

 

■ローズ バッド （本館 2Ｆ）                 ３/１（金）リニューアルオープン 

トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド

“ROSE BUD”と、独自のフィルターを通して世界各国から集めたウェアやシュー

ズ・バッグ・アクセサリーがミックスされた、女性のワクワクした気持ちを集約した

クローゼットのようなセレクトショップ。他にはないオリジナルスタイルを提案しま

す。 

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

 

■スナイデル （本館 2Ｆ）                   ３/１（金）リニューアルオープン 

ストリート×フォーマルをコンセプトにストリートカルチャーとエレガンスを組み合わ

せ、他にはないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の

美しいシルエットの魅せ方への追求。お洋服を愛する世界の女性に贈るグロー

バルブランド。 

【ショップホームページ】 http://snidel.com/ 

 

■ミスティック （本館 7Ｆ）                   ３/１（金）リニューアルオープン 

女性なら誰もが持ち合わせている「セクシーと自然体」。一見相反する 2 つの

微妙な境界線をリアルクローズに落としこみ、トータルコーディネートで提案しま

す。天王寺ミオ大人気ショップが全面改装で更にパワーアップ。 

 

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

 

■アモスタイル バイ トリンプ （本館 7Ｆ）         ３/１（金）リニューアルオープン 

「アモスタイル バイ トリンプ」が自由なマインドで人生を思い切り楽しむ女性た

ちをサポートするライフスタイルブランドにパワーアップ。ファッション性の高いラ

ンジェリーからルームウェア、ライフスタイル雑貨まで幅広いアイテムをラインナ

ップしています。 

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

 

 

《プラザ館》 

■コムサスタイル （プラザ館 3Ｆ）              ３/１（金）リニューアルオープン 

コムサイズム(レディス・メンズ)を中心として、さまざまなブランドを旬のファッショ

ンテーマでセレクト編集したショップです。ファッションから雑貨まで幅広い商品

が揃います。今回新たにメンズアイテムを追加して、レディス・メンズ複合ショッ

プとしてグレードアップ。 

【ショップホームページ】 https://online.fivefoxes.co.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 26 
（内、関西初 1、エリア初 17、全国初 2） 

リニューアルオープン 29 

計 55 
 

【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 アーバンリサーチ メンズ・レディスファッション     

ＮＥＷ パブリック トウキョウ メンズ・レディスファッション  ●   

ＮＥＷ ミスタードーナツ ドーナツ     

ＮＥＷ みたらし小餅茶屋 和菓子・和カフェ   ● 3 月下旬以降 

ＲＥＮＥＷＡＬ アダム エ ロペ メンズ・レディスファッション     

2F 

ＮＥＷ ポール ＆ ジョー コスメ ●    

ＮＥＷ メイクアップキッチン コスメ  ●   

ＮＥＷ ル タロン プリュ レディスシューズ・バッグ  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ ノーリーズ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ソフィラ レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ フェルナンダ フレグランスコスメ     

ＲＥＮＥＷＡＬ スナイデル レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ リリー ブラウン レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ローズ バッド レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ルージュ・ヴィフ ラクレ レディスファッション     

3F 

ＮＥＷ リサマリ ランジェリー  ●   

ＮＥＷ ルゥデ レディスファッション  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ ドゥドゥ レディスファッション    2/9 

4F 
ＲＥＮＥＷＡＬ マウジー レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ピーク＆パイン メンズ・レディス水着    2/4 

5F ＮＥＷ ＵＳボーダー メンズファッション  ●   

6Ｆ 

ＮＥＷ リビーアンドローズ レディスファッション  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ オズモーシス レディスファッション    2/1 

ＲＥＮＥＷＡＬ フララニ ハワイ メンズ・レディス・雑貨     

ＲＥＮＥＷＡＬ イング レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ マジェスティックレゴン レディスファッション     

7F 

ＲＥＮＥＷＡＬ ミスティック レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ アモスタイル バイ トリンプ ランジェリー     

ＲＥＮＥＷＡＬ サマンサモスモス エヘカソポ  レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ショップイン セレクトコスメ・雑貨     

9F 
ＮＥＷ 紀伊國屋書店 書籍・文具  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ ハウス オブ ローゼ 自然派化粧品     

 

 

 



  

 

 

 

【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 

1Ｆ ＲＥＮＥＷＡＬ ベーグル＆ベーグル ベーグル＆カフェ     

M2F 

ＮＥＷ 酒処 つかさ 大衆居酒屋  ●   

ＮＥＷ 牡蠣とワイン 立喰い すしまる 寿司  ●   

ＮＥＷ 蔵元豊祝 日本酒バル  ●   

ＮＥＷ 焼鳥 ボトルバード 炭火焼鳥   ●  

ＮＥＷ ヨーキーズ クレープリー クレープ  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ サンマルクカフェ カフェベーカリー     

2F 

ＮＥＷ マンハッタンポーテージ ファッション雑貨     

ＮＥＷ オゥパラディ コスメ  ●   

ＮＥＷ リンツ ショコラ カフェ チョコレート・カフェ  ●   

ＮＥＷ グラニフ ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽ・ｷｯｽﾞﾌｧッｼｮﾝ     

ＮＥＷ プラステ ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽﾌｧッｼｮﾝ     

ＮＥＷ マークスアンドウェブ 自然派化粧品・生活雑貨     

ＮＥＷ ジェイエス フーディーズ カフェ  ●   

3F 

ＲＥＮＥＷＡＬ コムサスタイル メンズ・レディスファッション     

ＲＥＮＥＷＡＬ ニュートンラボ ファッション雑貨     

ＲＥＮＥＷＡＬ コーヨー 時計     

ＲＥＮＥＷＡＬ ミスターミニット 
くつ修理・かばん修理・合鍵・

はんこ・印鑑 
    

4F 

ＮＥＷ 
カジュアルレストラン 

アルバータ天王寺 
イタリアン  ●   

ＮＥＷ 焼鳥と麦 カッシーワ 居酒屋・焼鳥  ●   

ＲＥＮＥＷＡＬ プチ グリルマルヨシ 洋食・カレーライス     

ＲＥＮＥＷＡＬ チャイニーズ テーブル 百楽 中国料理     
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