２０２１年 ７月 ２８日
ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社
-天王寺ミオ事業本部-

“カワル ミオ”「New Shop」続々オープン !
～７月から８月にかけて“自分らしい”を引き出す個性豊かな１２店舗が仲間入り～
ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社(本社：大阪市北区梅田)が運営する大型ショッピングセンター「天王寺ミオ」では、２０２１年７月から
８月にかけて老舗やトレンドをおさえた話題の「食」、自分らしさを引き出す“かわいい”を取り扱う「ファッション」「雑貨」、韓国発祥の
コルギや理容師によるプロの技術が安心の「ビューティーサービス専門店」など合計１２店舗がオープンいたします。
新たに加わる店舗の情報と各店のオープン記念キャンペーンを一挙ご紹介いたします。
《 “大阪老舗”、“新コンセプトの定番ブランド”、“流行り”と、その日の気分で選べる「食」店舗を拡充！ 》

７月３０日（金） ＮＥＷ ＯＰＥＮ 【 エリア初出店 】
店
名： クレープリーアルション ティーテーブルカフェ
カテゴリー： カフェ
場
所： 本館 ２Ｆ
難波の名店“クレープリーアルション”がカフェ業態としてエリア初出店！パ
リの下町にあるカフェのようなモダンな雰囲気の店内で、本場フランスの素
材と製法にこだわった焼きたてクレープやガレットとアルションのフレーバー
ティーやシードルをフランス式のカフェスタイルでお楽しみください。
【オープンキャンペーン情報】
税込 1,500 円以上お買上げのお客様に「“アルション
ブルー”のティーバッグ」１つプレゼント。（先着 100 名様）
８月６日（金） ＮＥＷ ＯＰＥＮ
店
名： サブウェイ
カテゴリー： サンドイッチ
場
所： プラザ館 M2Ｆ
店舗数世界 NO1 のサンドイッチチェーン。店内で毎日焼き上げるパン
に、こだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟んだサンドイッチを、一人
ひとりの好みに合わせてお作りするオーダーメイドスタイルが特徴で、天王
寺ミオでは新コンセプト『フレッシュフォワード』店舗として登場。“先会計オ
ーダーシステム”により、スームーズなオーダーが可能となっているほ
か、新しいサブウェイ体験をお楽しみいただける店舗となっております。
８月１０日（火） ＮＥＷ ＯＰＥＮ 【 エリア初出店 】
店
名： 高級芋菓子 しみず
カテゴリー： さつま芋スイーツ・カフェ
場
所： 本館 １Ｆ
鹿児島各地の農家の方が丹精を込めて育てたさつま芋の中でも、特に
最高品質のものだけを厳選し使用。さらに 40 日以上の熟成期間をもう
け、果肉を「追熟」させることで、ぐんっと甘みが増した甘美の恵みへと育
てた生産者のひと手間、ひと工夫が詰まった、こだわりの芋菓子です。

■西日本初出店など、注目のファッション、雑貨・コスメ、サービス店舗は次頁以降に記載しております。

《 “かわいい”や“自分らしく”をより一層楽しめる「ファッション」「雑貨」が新登場！ 》
７月３０日（金） ＮＥＷ ＯＰＥＮ 【 西日本初出店 】
店
名： ララヴィ
カテゴリー： コスメ
場
所： 本館 ２Ｆ
オイルイン美容ブランド。「オイルの持つ力」を最大限に引き出し、「ボタニ
カル美容オイル」と「高機能美容成分」を融合させ、たおやかな素肌へと導
きます。香りは天然香料を使用し、アイテム毎に異なる香りのレイヤードをお
楽しみいただけます。
【オープンキャンペーン情報】
税込 6,700 円以上お買上げのお客様に「オリジナル
タンブラー」プレゼント。
※無くなり次第終了となります。
８月２７日（金） ＮＥＷ ＯＰＥＮ 【 エリア初出店 】
店
名： アンミール
カテゴリー： レディスファッション
場
所： 本館 ３Ｆ
上品でクリーン、そんな大人の女性に可愛らしさをプラス。恋に仕事にあら
ゆるシーンで自分らしさを表現できる…そんな大人が楽しめるガーリースタイ
ルをご提案いたします。
【オープンキャンペーン情報】
税込 7,000 円以上お買上げのお客様に「ビジュー
イヤリング」プレゼント。（先着 100 名様）
８月２７日（金） ＮＥＷ ＯＰＥＮ
店
名： ネセス バイ リオナ カミュール
カテゴリー： メンズ・レディスファッション
場
所： 本館 ５Ｆ
韓国ブランドやインポートブランドをメインにエッジの効いたドメスティックブ
ランドまで豊富に取り扱い、一人ひとりにあったオーダーコレクションを提案す
るセレクトショップです。
【オープンキャンペーン情報】
税込 10,000 円以上お買上げのお客様に
「マスク」をプレゼント。（先着 30 名様）
８月２７日（金） ＮＥＷ ＯＰＥＮ 【 エリア初出店 】
店
名： オーシリー
カテゴリー： 雑貨
場
所： 本館 ６Ｆ
人とは違うアイテムを身に着けたい！年齢、性別を問わず自由に個性を
楽しみたい！そんな時代にぴったりの雑貨屋です。思わず「Oh!Silly」(まぁ、
おバカさんね！)と言いたくなるような、カラフルで遊び心いっぱいのファッシ
ョン雑貨をセレクトし、天王寺一番の品揃えで皆様をお待ちしています。
【オープンキャンペーン情報】
税込 3,000 円以上お買上げのお客様に「ベアスプレー
ボトル」をプレゼント。（先着 100 名様）

８月２７日（金） ＮＥＷ ＯＰＥＮ 【 エリア初出店 】
店
名： ロジータ
カテゴリー： レディスファッション
場
所： 本館 ６Ｆ
こだわりのディテールと旬なカラーパレットで新しい sweet スタイルを提案。
キャミ、ワンピをベースに女性らしいレイヤードスタイルが人気のブランドです。
可愛さに敏感な現代的な女の子へ向けたリアルクロージング。
【オープンキャンペーン情報】
税込 6,000 円以上お買上げのお客様に「パールブレスレット」をプレゼント。
※無くなり次第終了となります。
８月２７日（金） ＮＥＷ ＯＰＥＮ 【 エリア初出店 】
店
名： ナルコティーク
カテゴリー： ファッション雑貨
場
所： 本館 ６Ｆ
10 代、20 代の女性に、トレンドファッションのコ－ディネートのフィ二イシャ－
として、個性をプラスできるバッグ、シュ－ズ、帽子のファッション雑貨を集めた
ショップ。原宿、渋谷、代官山から発信される旬のトレンドをイメージしながら、商
品群を絞り込みオリジナルの帽子、バッグ、シューズに力を入れた品揃え。
【オープンキャンペーン情報】
税込 5,000 円以上お買上げのお客様に
「コスメポーチ」をプレゼント。（先着 50 名様）
８月２７日（金） ＮＥＷ ＯＰＥＮ 【 エリア初出店 】
店
名： 優しいはかま
カテゴリー： レンタルはかま
場
所： 本館 ７Ｆ
デザインやサイズが豊富で優しい。プチプラで優しい。無料で届いて無料
で返せるのが優しい。いろいろ優しくして、袴レンタルをもっとみんなのもの
に。袴レンタルの全てがぎっしり詰まったショップです。

《 韓国発祥のコルギやプロの理容師が提供する安心の美容サービスで自分磨きをお手伝い！ 》
８月２０日（金） ＲＥＮＥＷＡＬ ＯＰＥＮ
店
名： アジアンハーブス
カテゴリー： リラクゼーション＆ビューティースパ
場
所： 本館 ９Ｆ
人気の韓国発祥の美容法「コルギ」を気軽に受けることのできるビューティ
ーリラクゼーションサロン。アジアンな雰囲気の完全個室でリラックスタイムを
満喫ください。
【オープンキャンペーン情報】
ミオ店限定コルギボディメイキング 50 分 キャンペーン価格 5,500 円(税込)
※期間：2021 年 8 月 20 日（金）～9 月 22 日（水）まで
８月２７日（金） ＮＥＷ ＯＰＥＮ 【 エリア初出店 】
店
名： メゾンビューティーフェイス
カテゴリー： シェービング・毛穴ケア・エステ専門店
場
所： 本館 ９Ｆ
全国で 70 店舗を展開する女性のためのシェービング・エステ・ブライダ
ルエステの専門店。豊富なメニューと国家資格保有の女性理容師によるプ
ロの技術で肌本来の輝きと透明感がよみがえります。
【オープンキャンペーン情報】
税込 3,000 円以上お買上げのお客様に「BeautyFace
フェイスマスク」をプレゼント。（先着 100 名様）

■７月・８月にオープンする全店リストは次頁をご参照ください。
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★天王寺ミオでは、お客様及び従業員の安全と健康を最優先し、業種別に定められている「新型コロナウイルス感染症対策
ガイドライン」等を踏まえた感染防止対策を各ショップと連携し実施しております。

