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報道関係者各位                         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 
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（2）駅チカで気軽に楽しめる飲食店の拡充 
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（3）バラエティに富んだ雑貨ショップの拡充 
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（4）ファッションのパワーアップ 
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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。 
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別添資料 

 

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/神⼾コロッケ 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


