
※2020年9月16日時点の情報です。内容は変更となる場合がございます。

心斎橋PARCOショップリスト

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

ALBION DRESSER コスメティック ●

innisfree コスメティック、グッズ ●

おかず茶づけ 暫 SHIBARAKU お茶漬け ●

Cosme Kitchen BEAUTY コスメティック ●

森林ノ牧場 ♡ Samantha Thavasa Petit Choice スイーツ、ドリンク、ファッショングッズ ●

Soup Stock Tokyo スープ専門店 ●

成城石井 ※21年オープン予定 スーパーマーケット ●

春水堂 台湾カフェ ●

NAILS INC マニキュア ●

HONEY ROA コスメティック ●

PARIYA DELICATESSEN デリカテッセン、ケーキ ●

PLAZA 生活雑貨

BROOKLYN ROASTING COMPANY Ex-presso SHINSAIBASHI カフェ、コーヒー豆、スイーツ ●

MACA PRESSO カフェ ●

マルトメ・ザ・ジューサリー パフェテリア パフェ、クレープ、ドリンク ●

mr.kanso shop 缶詰、バー

Melvita　 コスメティック ●

Le Petit Mec ベーカリー、サンドイッチ、コーヒー ●

B1F店舗数　計： 18

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

Valextra バッグ、レザーグッズ ●

Ground Y レディス、メンズ、ファッショングッズ ●

薫玉堂 お香、香りの雑貨 ●

sacai レディス、メンズ、ファッショングッズ ●

Tiffany & Co. ジュエリー、ウォッチ

DELVAUX バッグ、レザーグッズ

BURBERRY レディス、メンズ、レザーグッズ

BAO BAO ISSEY MIYAKE　 バッグ

PORTER EXCHANGE バッグ、グッズ ●

UNDERCOVER / MADSTORE UNDERCOVER レディス、メンズ、ファッショングッズ ●

Maison Margiela レディス、メンズ、レザーグッズ

1F店舗数　計： 11

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

AYIN レディス、メンズ

WOOLRICH レディス、メンズ、グッズ ●

EMPORIO ARMANI レディス、メンズ、グッズ

EMPORIO ARMANI CAFFÈ カフェ ●

kolor レディス、メンズ、グッズ ●

Q メンズ ●

THE NORTH FACE UNLIMITED レディス、メンズ ●

THE ONITSUKA シューズ、バッグ、グッズ ●

STONE ISLAND メンズ ●

FACETASM レディス、メンズ、ファッショングッズ ●

MYKITA メガネ、サングラス ●

UNITED ARROWS レディス、メンズ、ファッショングッズ

2F店舗数　計： 12

B1F-SHINSAIBASHI MARKET

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店

2F-LUXURY & MODE

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店

1F-INTERNATIONAL GATE

エリア出店
ショップ店名 カテゴリー



※2020年9月16日時点の情報です。内容は変更となる場合がございます。

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

VASIC バッグ ●

Whim Gazette レディス ●

CA4LA 帽子 ●

COACH レディス、メンズ、レザーグッズ ●

STAR JEWELRY GIRL＋ ジュエリー ●

STUNNING LURE レディス、ファッショングッズ

STUDIOUS レディス

Diagram レディス ●

Dr. Vranjes Osaka ルームフレグランス ●

NOBLE レディス ●

HARBS カフェ

BAUM コスメティック ●

Plage レディス ●

FURLA バッグ、レザーグッズ、ファッショングッズ

MICHAEL KORS レディス、バッグ、レザーグッズ

LAND OF TOMORROW レディス、メンズ、グッズ ●

ROPÉ レディス

3F店舗数　計： 17

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

ADAM ET ROPÉ レディス、メンズ ●

USAGI ONLINE　STORE レディス

Oliver Gal　アートギャラリー ポップアート ●

SkiiMa ワーキングスペース ●

SPICY SPECS メガネ、サングラス ●

DIANA レディスシューズ ●

NERGY レディス ●

PUBLIC TOKYO レディス、メンズ ●

丸福珈琲店　Good Old & New Edition カフェ

mimi33 アクセサリー ●

UNITED TOKYO レディス、メンズ ●

LE TRIO ABAHOUSE レディス、メンズ、ファッショングッズ ●

4F店舗数　計： 12

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

AYANOKOJI がま口雑貨、ファッショングッズ ●

UNBY GENERAL GOODS STORE バッグ、アウトドアグッズ、生活雑貨

cookpadLive cafe　※20年12月オープン予定 ライブ配信スタジオ、カフェ

グランラフィネ リラクゼーション ●

GLOBE ENGLISH SCHOOL 英会話スクール

心斎橋リフォーム 洋服お直しサービス ●

STARBUCKS COFFEE スペシャリティコーヒーストア

SPINGLE MOVE シューズ ●

Zoff メガネ、サングラス ●

Wpc.™ レイングッズ、レインウェア ●

CIAOPANIC レディス、メンズ ●

PARCO・セゾンカウンター クレジットカードカウンター

fukuske 靴下、ファッショングッズ ●

PLST レディス、メンズ

BRUNO/TRAVELSHOP MILESTO キッチン、インテリア、トラベルグッズ ●

BAIT シューズ、メンズ

matinee & soa アクセサリー、グッズ ●

UNITED ARROWS green label relaxing レディス、メンズ

UNiCASE スマｰトフォンアクセサリー

RINKAN 買取サービス

5F店舗数　計： 20

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店

5F-URBAN & RELAXING STYLE

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店

4F-FASHION & CULTURE PARK

3F-ELEGANCE STYLE

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店



※2020年9月16日時点の情報です。内容は変更となる場合がございます。

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

ウルトラマンワールドM７８ キャラクターグッズ ●

LB POP-UP THEATER キャラクターグッズ ●

CAPCOM STORE OSAKA キャラクターグッズ ●

キデイランド/リラックマストア/すみっコぐらしSHOP/スヌーピータウンショップ キャラクターグッズ ●

くまのがっこう　ジャッキーのゆめ キャラクターグッズ ●

クレヨンしんちゃんオフィシャルショップ アクションデパート キャラクターグッズ ●

ゴジラ・ストア Osaka キャラクターグッズ ●

THE GUEST cafe&diner コラボレーションカフェ

サテライト キャラクターグッズ ●

W by SECRETBASE TOY ●

刀剣乱舞万屋本舗　※20年12月オープン予定 キャラクターグッズ ●

どんぐり共和国 キャラクターグッズ ●

レゴ(R)ストア レゴブロック ●

6F店舗数　計： 13

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

無印良品 レディス、メンズ、グッズ、インテリア、コスメティック、フード

7F店舗数　計： 1

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

adabat メンズ、レディス、グッズ

ABCｰMART シューズ、ウェア、グッズ

Callejera レディス、メンズ ●

Colantotte 健康ギヤ（医療機器）

Samantha Thavasa UNDER25 & No.7 レディス、グッズ

CW-X レディス、メンズ、スポーツウェア ●

つるやゴルフ／つるやゴルフスクール メンズ、レディス、ゴルフギア、ゴルフスクール ●

Dr.ストレッチ　※21年1月オープン予定 ストレッチ

Black and White／and per se レディス、メンズ

POLO GOLF レディス、メンズ

LANVIN SPORT/Munsingwear レディス、メンズ

muta marine GOLF レディス、メンズ、グッズ ●

REPLAY　STORE レディス、メンズ、グッズ

LOGOS SHOP&HIROBA アウトドアグッズ、アウトドアウェア ●

8F店舗数　計： 14

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店

8F-大丸心斎橋店　ゴルフ･スクール / アウトドア / シューズ

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店

7F-MUJI

6F-POP CULTURE SHINSAIBASHI

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店



※2020年9月16日時点の情報です。内容は変更となる場合がございます。

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

天狼院書店 書店、カフェ、スクール ●

東急ハンズ 生活雑貨

Francfranc インテリア、グッズ

9F店舗数　計： 3

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

エクスジェル シーティングラボ クッション

KARE with LIVINGHOUSE インテリア

QIRAフィナンシャルラウンジ 大丸松坂屋カードカウンター

東急ハンズ 生活雑貨

10F店舗数　計： 4

東急ハンズ 生活雑貨

11F店舗数　計： 1

全国初 関西初 大阪初 心斎橋初

うなぎ・和食　江戸川 うなぎ ●

おばんざい恵みダイニング　すみび家 おばんざい ●

神乃珈琲 カフェ ●

串かつ料理 活 串カツ ●

三田屋本店－やすらぎの郷ー ステーキ/能舞台 ●

心斎橋 かつ喜 とんかつ ●

鶴橋風月Modern お好み焼き

點心甜心 台湾小籠包・スイーツブッフェ ●

リュミ（仮称） フレンチ・洋食 ●

焼肉レストラン松屋(仮称) 焼肉 ●

13F店舗数　計： 10

SPACE14 劇場

PARCO EVENT HALL イベントホール

14F店舗数　計： 2

14F-EVENT SPACE

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店

13F-御堂筋ダイニング　　※21年1月OPEN予定

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店

11F-TOKYU HANDS 

10F-TOKYU HANDS & LIVING

9F-TOKYU HANDS & VARIETY

ショップ店名 カテゴリー
エリア出店


