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店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

あげもんや六覺燈  Rokukaku-tei アゲモンヤロッカクテイ 株式会社六覺燈 ● あげもの、ヴィーガン料理、和牛カツサンド 創業３８年の串かつ屋六覺燈の新たな提案「あげもんや六覺燈」。

UPGRADE Plant based kitchen アップグレード プラント ベースド キッチン 不二製油グループ本社株式会社 ● 創作デリ、デリプレート、大豆ミート料理、惣菜
世界で話題の「大豆ミート」、本場イタリア人も舌を巻く「豆乳で作ったチーズ」を使った斬新なメニュー。

肉もチーズも全て植物性！世界が驚いた“美味しさをUPGRADE”させる日本・大阪発の植物性フードの店。

Artisan DE LA Truffe PARIS アルティザン ドゥ ラ トリュフ パリ 株式会社スティルフーズ ● トリュフ料理、トリュフリテール商品 高級食材のトリュフを気軽にお楽しみ頂く事が我々のモットーです、リテール品でもどうぞ。

魚くみ　魚ＢＡＲ ウオクミ　ウオバル 株式会社 魚組 ● 魚料理 鮮度にこだわった魚屋直営の「魚バル」です。

Coffee Taster HAMAYA コーヒーテイスター ハマヤ ハマヤ株式会社 ● カフェ　バー 1924年創業。伝統のコーヒーカンパニー。

世界酒ＢＡＲ セカサケ セカイサケバー セカサケ 株式会社T&Cサービス ● バー 日本と世界の希少・入手困難なお酒を気軽に楽しめるバー。ソムリエ・唎酒師のいるバー。

たこ家 道頓堀くくる タコヤ ドウトンボリククル 白ハト食品工業株式会社 たこ焼き、明石焼き 道頓堀発祥の大たこ入り元祖ふわとろ食感たこ料理専門店。

道頓堀 今井 ドウトンボリ イマイ 株式会社今井 ● うどん、丼、弁当 昭和２１年創業、道頓堀の老舗店。北海道産天然昆布と九州産さば節とうるめ節を使用した自慢の出汁。

肉料理専門バル　VOLER ニクリョウリセンモンバル　ヴォレー 杉本食肉産業株式会社 ● 肉料理 パリの三ツ星レストランのスーシェフェ監修。フレンチのエッセンスを取り入れたメニューとステーキのお店。

日本橋 古樹軒 ニホンバシ コジュケン 株式会社中華・高橋 ● 中華料理、フカヒレ フカヒレを身近に、さらにおいしく。日本トップシェアのフカヒレ屋が営む中華料理店。

マンゴツリーキッチン“ガパオ” マンゴツリーキッチン ガパオ 株式会社ミールワークス ● タイ料理 タイ・バンコクに本店を構えるタイ料理レストラン“mango tree”の姉妹店で“ガパオ”の専門店。

YUNYUN ユンユン ケンミン食品株式会社 中国料理、ビーフン 焼きたて「小龍包」と「焼ビーフン」が食べられるケンミン食品プロデュ－ス神戸南京町YUNYUNが初出店。

LABORATORIO MANGIA ラボラトリオ マンジャ 株式会社オフィチーナ 生ハム、チーズ、輸入バター ウマい生ハムとチーズ、バターを使った料理、販売もしております。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

魚くみ ウオクミ 株式会社 魚組 生鮮食品、鮮魚、塩干 「魚組」という社名の通り鮮魚の専門店です。毎朝仕入れた新鮮なお魚をお値打ち価格にてご提供いたします。

お肉の専門店 スギモト オニクノセンモンテン スギモト 杉本食肉産業株式会社 生鮮食品、精肉 創業明治３３年、老舗精肉店「スギモト」。高級和牛肉からリーズナブルな豚肉・鶏肉を取り扱います。

はり重/はり重 グリル ハリジュウ / ハリジュウ グリル 株式会社播重 生鮮食品、精肉、洋食、肉料理 創業１００周年を迎えた黒毛和牛専門店。はり重グリルでは気軽にレストランの味を楽しめます。

フレッシュワン フレッシュワン 株式会社フレッシュワン 生鮮食品、青果 新鮮で、味の良い季節ごとの野菜や果物をお届けします。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 わん 紹介文

結 ムスビ 株式会社アイ・エム・シー 保存食品 老舗・銘店の商品を集積した、ワンランク上の食材セレクトショップ。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

リカーショップ グランセルクル リカーショップ グランセルクル 大丸興業株式会社 ● リカー ワイン、日本酒、ウイスキーの酒専門店。角打ちコーナーでは購入した料理とワイン、日本酒を一緒に楽しめます。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

PAINDUCE Park パンデュース パーク
株式会社HEP JAPAN

（ヘップジャパン）
● ベーカリー 国内産小麦と旬の野菜で作るパンが人気のベーカリー。

PAUL ポール 株式会社レアールパスコベーカリーズ ベーカリー 日本にいながらフランスを味わえるPAUL。

　B1　フーズ／婦人洋品雑貨

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

アンリ・シャルパンティエ アンリ シャルパンティエ 株式会社シュゼット 菓子 １９６９年創業、スイーツで、一人でも多くの方に「幸せ」「喜び」「驚き」を。

イシヤ心斎橋 イシヤシンサイバシ 石屋製菓株式会社 ● 菓子 １９４７年創業、白い恋人のISHIYAによる北海道外直営店。北海道では手に入らないスイーツをご用意。

ヴィタメール ヴィタメール 株式会社エーデルワイス 菓子 １９１０年の創業からブリュッセルで愛され続ける、ベルギー王室御用達の老舗洋菓子店。

エクチュア エクチュア 株式会社エクチュア 菓子 １９８６年創業、大阪初の老舗ショコラトリー。日本の気候の中で食べて美味しいと思うチョコレートを発信。

京都祇園 あのん キョウトギオン アノン 株式会社サザエ食品 菓子 あんこを通じて、人と人との結びつきを繋いでいけるような商品を提供しています。

黒船 クロフネ 株式会社長﨑堂 ● 菓子 かつて「黒船」がもたらした、夢のときめきを今度は日本から世界へ。カステラの新しい魅力を発信します。

桂新堂 ケイシンドウ 桂新堂株式会社 菓子
慶応二年創業、えびせんべい一筋の桂新堂。あなたを幸せにする「海老のお菓子屋さん」になりたい。

そんな想いで海老菓子を作り続けています。

ゴディバ ゴディバ ゴディバ ジャパン株式会社 菓子
ゴディバは、熟練した職人技とベルギーチョコレートの伝統を重んじながら、革新的な技術と芸術性の高いデザインの

チョコレートを創造する、プレミアムチョコレートのリーディングブランドです。

賛否両論 サンピリョウロン 株式会社ショウエイ ● 菓子 東京・恵比寿にある日本料理店「賛否両論」の料理人・笠原氏が手がけるスイーツのご提案。

萩月 シュウゲツ 株式会社珍々堂 菓子
お土産、お年賀、お祝いや内祝い、各法要に京都祇園の華やかさを。京都祇園あられ、おかき、お煎餅（せんべい)

の京都祇園萩月。

Chocolaphil™ ショコラフィル 株式会社ＢＡＫＥ ● 菓子 チョコレートよりもチョコレートを感じるガトーショコラ専門店。

たねや タネヤ 株式会社たねや ● 菓子 和菓子・洋菓子の世界を越える新しいお菓子づくりに取り組み続けています。

鶴屋八幡 ツルヤハチマン 株式会社 鶴屋八幡 菓子 創業以来の技と味を誇る老舗和菓子店です。

デリチュース デリチュース
株式会社ジェイアール西日本フードサービス

ネット
菓子 チーズケーキで有名な洋菓子の名店。２００２年のオープン以来、日々進化し続けています。

十勝あんこのサザエ トカチアンコノサザエ 株式会社サザエ食品 菓子 十勝おはぎの専門店。北海道産の小豆を使用した自家製あんこ。おはぎや鯛焼き、団子など取り揃えています。

ときじくのかぐのこのみ トキジクノカグノコノミ 株式会社ハートサプライ 菓子 大阪の台所、中央市場から派生したフルーツショップより誕生したブランド。

中島大祥堂 ナカジマタイショウドウ 株式会社 中島大祥堂 菓子
日常にも特別な日にも寄り添う、丹波の豊富な実りを活かすことはもちろん、パティシエの技術・センスを駆使し、時代

に合った新しいお菓子をお届けします。

Noix ノワ 株式会社MON・CREVE ● 菓子
「Noix」はフランス語で「木の実」。美しい花を咲かせ豊かに実を結んだ「木の実」を色々なかたちのスイーツにしてお届

けします。

パパブブレ パパブブレ 株式会社PAPABUBBLE JAPAN 菓子 バルセロナ発祥の世界一おもしろいお菓子屋さん。五感で宝石のようなスイーツを愉しめるお店です。

フーシェ・ガトーフーシェ フーシェ ガトーフーシェ 株式会社　松風屋　関西支社 菓子 パリの老舗ショコラ・フーシェと提携し、パリの魅力をいっぱいに詰め込んだお菓子の数々を国内製造。

福壽堂秀信 フクジュドウヒデノブ 株式会社福壽堂秀信 菓子 ３日間かけて炊き上げた丹波大納言の上品な甘みの粒餡を使い、四季折々の和菓子を生み出しています。

本髙砂屋 ホンタカサゴヤ 株式会社　本髙砂屋 菓子 創業明治10年以来、本物の味にこだわる老舗の店として、四季を通じて創作菓子を展開しています。

HONMIDO ホンミドウ 株式会社　菓匠三全 ● 菓子
beyond japanese sweets  和・洋菓子のジャンルを超えて世界中のお客様から愛されるお菓子を提供していま

す。

蜜香屋TISOU ミッコウヤチソウ 株式会社ソイルワーキングス 菓子 土作りからこだわった焼き芋屋さん。自慢のお芋を使った“懐かしいけど新しいおやつ”を届けます。

メリーチョコレート メリーチョコレート 株式会社 メリーチョコレートカムパニー 菓子 東京生まれのメリーチョコレートは「想いを贈る」をテーマに、安全でおいしい商品をお届けいたします。

モロゾフ　アルカディア モロゾフ　アルカディア モロゾフ株式会社 ● 菓子 １９３１年、神戸トアロードでチョコレートショップとして誕生。人気のカスタードプリンなど揃えています。

ユーハイム ユーハイム 株式会社ユーハイム 菓子 １００年前に日本で初めて最初にバウムクーヘンを焼き上げた、老舗ブランドです。
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りくろーおじさんの店 リクローオジサンノミセ リクロー株式会社 菓子 焼きたてチーズケーキを店に併設されたキッチンで1回に12個ずつ開店から閉店まで焼き上げています。

リバーレ リバーレ 株式会社ダイニング・クエスト 菓子 美味しいフルーツとフルーツの組み合わせ。大阪名物ミックスジュースをを原点としたジュースショップです。

ル・ショコラ・アラン・デュカス ル ショコラ アラン デュカス 株式会社スティルフーズ ● 菓子 フランス料理シェフ、アラン・デュカスによるパリのショコラ専門店のデザートサロン。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ＲＦ１ アールエフワン 株式会社ロック・フィールド ● 惣菜
サラダを中心としたそうざいを通じて、人々のライフスタイルが より豊かなものになることを考えた、ロック・フィールドの旗

艦ブランドです。健康、安心・安全にこだわったおいしさを食卓にお届けしています。

うお活鮮 ウオカッセン 株式会社大水直売 ● 惣菜 鍛えられた目利きで厳選した魚や海産物を店内厨房で手造り。手間暇かけて美味しい惣菜に仕上げました。

近江今津 西友 オウミイマズ　ニシトモ 西友商店株式会社 惣菜 滋賀の湖西・近江今津にある、うなぎと川魚の専門店。

柿安ダイニング カキヤスダイニング 株式会社柿安本店 惣菜 季節感あふれるできたてメニューが揃う。創業明治4年の柿安が手掛ける惣菜店。

京都 錦平野 キョウト ニシキヒラノ 株式会社 錦平野 惣菜 大正８年創業、京都の台所錦平野のおばんざい店。

クワエル スパイス クワエル スパイス ハウス食品株式会社 ● 惣菜
スパイスを楽しむことで、お客様の食生活がより豊かになると信じています。　このお店を通じて、スパイスの魅力を発信

していきます。

551蓬莱 ゴーゴーイチホウライ 株式会社蓬莱 惣菜 551の豚まんがあるとき！でお馴染み。出来立ての豚まんをカウンターで召し上がっていただけます。

こめとな コメトナ 株式会社阪急デリカアイ 惣菜 ６種類の天然素材の出汁、伝統乾物、発酵調味料、野菜、雑穀米を使用した和弁当の専門店です。

三田屋本店 -やすらぎの郷- サンダヤホンテン ヤスラギノサト 株式会社三田屋本店 惣菜 選び抜いた上質な豚ロース肉を使い、昔ながらの手法から生まれたこだわりのおいしいハムをご賞味ください。

すし処 漁場 スシドコロ リョウバ 株式会社ジャパンフーズクリエイト 惣菜 寿司職人手作りの本格寿司の店。鮮魚加工卸売り会社の直営店です。

すし萬 スシマン 株式会社小鯛雀鮨鮨萬 惣菜
１６５３年創業。小鯛は日本近海の天然物、お米は独自の配合、昆布は北海道産の真昆布、お米に良く合う京

都の醸造酢を使用し仕上げております。

大寅 ダイトラ 大寅蒲鉾株式会社 惣菜 “美味しい蒲鉾をお届けする”を信念に、こだわりの製法と職人による手作りの技で作り続けています。

たごさく タゴサク 山和食品株式会社 惣菜 「四季を味わう　たごさく」では、お弁当、おこわ、いなり、おにぎり等を取り扱っております。

とんかつ まい泉 トンカツ マイセン 井筒まい泉株式会社 惣菜 「箸で切れるやわらかなとんかつ」と「ヒレかつサンド」でお馴染み、東京・青山のとんかつ専門店です。

日本料理 湯木 ニホンリョウリ ユキ 株式会社湯木 ● 惣菜
老舗料亭【吉兆】の創業者である祖父　湯木貞一の思いを継承すべく、2011年大阪にオープンした「日本料理　湯

木」。趣き深い「一期一会」の料理やおもてなしを楽しむことができる名店です。

寝かせ玄米と日本のいいものいろは ネカセゲンマイトニホンノイイモノイロハ 株式会社結わえる ● 惣菜 圧力釜で炊いてから、３～４日保温熟成させたもっちもちの玄米ご飯。

ビバ・ラ・ベジ ビバ ラ ベジ ミヤコフーズ株式会社 惣菜 美味しくてリーズナブなサラダ・洋惣菜をバラエティー豊かに取り揃えています。

四陸 フォールー 株式会社 フーズパレット 惣菜 北京、広東、上海、四川　中国四大料理が味わえる中華（中国）惣菜専門店。

マイ　グリル　デリ マイ グリル デリ 株式会社萬野総本店 惣菜 萬野の牛肉にこだわった、ステーキ弁当とローストビーフの専門店。

正起屋 マサキヤ 株式会社正起屋 惣菜 実演厨房で職人が熟練の技で焼き上げた「炭火焼やきとり」がこだわりの鶏料理専門店。

豆狸 マメダ 株式会社阪急デリカアイ 惣菜 昭和４７年に誕生。当時から変わらぬひとつひとつ真心込めて手作りするいなり寿司を是非お楽しみください。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

茅乃舎 カヤノヤ 株式会社 久原本家 保存食品
自然食の店『茅乃舎』の料理長が素材を厳選し、ご家庭に使いやすいように味に工夫した化学調味料・保存料無

添加の調味料・食品を販売しています。

神宗 カンソウ 株式会社 神宗 保存食品
１７８１年、天明元年創業。「素にして上質」を理念に、素材選びに吟味を重ね、全てに妥協を許さない＜神宗

＞。

大源味噌 ダイゲンミソ 株式会社大源味噌 保存食品 文政六年（1823年）創業の大阪で最古の老舗味噌店。

ネスプレッソ ネスプレッソ ネスレネスプレッソ株式会社 保存食品 <ネスプレッソ＞は熟練の技を持つ専門家たちが情熱を注いで作り出したこだわりのコーヒーを提供しています。

バタールーアン バタールーアン 味冨士株式会社 ● 保存食品 発酵バターに魅了されたコンセプトショップ。

花一会 ハナイチエ 株式会社たじみや 保存食品
十人十色の嗜好に合わせた豊富な種類と味が美味しいのはもちろんのこと見た目でも楽しんで頂きたいという理念の

もと製造しています。

福寿園 フクジュエン 株式会社　福寿園 保存食品 「福寿園」は、寛政二年（１７９０年）の創業以来、茶一筋に歩み続けてまいりました。

山本海苔店 ヤマモトノリテン 株式会社山本海苔店 保存食品 １８４９年（嘉永２年）創業。海苔ひとすじの専門店。

ラベイユ ラベイユ 株式会社ラベイユ 保存食品 １９５０年創業のはちみつ専門店。

ルピシア ルピシア 株式会社ルピシア 保存食品
ルピシアでは世界の産地から届く紅茶や烏龍茶、さまざまな種類の日本茶、オリジナルのブレンドティーやフレーバード

ティー、ハーブティーなど年間400種類以上のお茶をご紹介しています。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ポール・ボキューズ ポール ボキューズ 株式会社レアールパスコベーカリーズ ● ベーカリー フランスのリヨン近郊にあるレストラン「ポールボキューズ」のオーナーシェフが手掛けたベーカリーショップ。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ATSUGI アツギ アツギ株式会社 ● ファッショングッズ すべての女性に「美」と「快適」をレッグウェアを通じて提案いたします。

ISMY イズマイ 東レ インターナショナル株式会社 ● ファッショングッズ 居ずまいを正して新しいわたし。お気に入りのサングラスに出会える私の定番「ISMY（イズマイ）」。

BIRTHDAY BAR APPORETE PAR

LES MARCHES
バースデイ バー アポルト パー レ マルシェ 株式会社マグスタイル ●

ファッショングッズ、バッグ、フレグランス、ライフ

スタイル、ベビー、食品
誕生日がテーマのギフトのセレクトショップ。

Handkerchief  Concierge ハンカチーフ コンシェルジュ 川辺株式会社 ● ファッショングッズ ハンカチーフ、スカーフ、マフラー、手袋、雑貨等、時代のムードに合った提案を積み重ねていきます。

+moonbat プラスムーンバット ムーンバット株式会社 ● ファッショングッズ 雨傘、日傘、ストール、帽子など、デザインと品質にこだわったアイテムをトータル提案する服飾雑貨専門店。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

KIEHL'S SINCE 1851

＜１１月末頃オープン＞
キールズ 日本ロレアル株式会社 コスメティック 1851年ニューヨークでアポセカリー（調剤薬局）として創業した高品質で高サービスなスキンケアブランド。

THREE　＜１１月末頃オープン＞ スリー 株式会社ＡＣＲＯ コスメティック ナチュラルなスキンケア、自由な発想のメイクなど、ライフスタイルをトータルで提案するコスメブランド。

L'OCCITANE　＜１１月末頃オープン＞ ロクシタン ロクシタンジャポン株式会社 コスメティック 厳選された植物素材を使用した製品を通じて、プロヴァンスの暮らしを提案するコスメティックブランド。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

RMK アールエムケイ 株式会社 エキップ コスメティック
ブランドコンセプトは“COLOR CLOSET”。服を着替えるように、メイクを着替える。もっと自由に、気ままに、大胆に。

RMKは、今日の私が、「今日なりたい私」へ解き放たれる、「もうひとつのクローゼット」の提案をします。

ADDICTION アディクション 株式会社コーセー コスメティック 年齢問わず自分らしいスタイルを求める女性たちの為に生まれた、メイクアップアーティストブランドです。

ALBION アルビオン 株式会社アルビオン コスメティック 化粧品も人も、徹底的に“本物志向”。感動すら感じさせる、真に価値ある高級化粧品を目指すブランドです。

Amplitude アンプリチュード 株式会社ＡＣＲＯ コスメティック
世界で活躍するクリエイティブ ディレクターRUMIKOがつくりあげる「かっこいい大人美」という新しい価値を女性達に伝

えるハイプレステージ メイクアップブランドです。

イヴ・サンローラン イヴ サンローラン 日本ロレアル株式会社 コスメティック タブーを打ち破り、自分を自由に表現するもの、それがイヴ・サンローランが考える「美」。

ITRIM イトリン 株式会社ＡＣＲＯ コスメティック いと、凛と、生きる。本質的な美しさをもつ女性達にむけたプレミアムエイジングブランドITRIM。

IPSA イプサ 株式会社イプサ コスメティック 「自ら美しくなろうとする肌の生命力に着目し、芯から美しい肌を、共に創っていく」ことを目指しています。

惣菜

保存食品

ベーカリー

婦人洋品雑貨

コスメテック（11月末　オープン予定）

コスメティック

　１階　コスメティック／アクセサリー
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SK-Ⅱ エスケーツー P＆Gプレステージ合同会社 コスメティック 透明感のあるクリアな素肌へ。美肌の鍵を握る酵母と発酵由来の独自成分ピテラ™を配合したスキンケアブランド。

ESTÉE LAUDER エスティ ローダー ＥＬＣジャパン株式会社 コスメティック 触れ合う全ての女性を美しく。最高のエレガンスと、品質に裏付けられた製品をお届けします。

est エスト
花王グループカスタマーマーケティング株式会

社
コスメティック 確かな効果を求めて、肌と真摯に向き合ってきたソフィーナの技術と知見を結集したブランドです。

KANEBO/LUNASOL カネボウ ルナソル
花王グループカスタマーマーケティング株式会

社
コスメティック 毎日をたおやかに生きてゆく女性たちへ。スキンケアからメイクアップまで提案するグローバルブランドです。

カバーマーク カバーマーク カバーマーク株式会社 コスメティック ９種１１３色のファンデーションをそろえる、ファンデーションのエキスパートブランドです。

CLARINS クラランス クラランス株式会社 コスメティック １９５４年にパリのエステティックサロンから誕生したプレミアムスキンケアブランド。

CHRISTIAN LOUBOUTIN クリスチャン ルブタン エフ・ジー・ジェイ株式会社 コスメティック アイコニックレッドのルージュ ルブタンをはじめ、多彩なカラーを展開。

CLINIQUE クリニーク ＥＬＣジャパン株式会社 コスメティック 「美しい肌は創り出すことができる」この理念に基づき、皮膚科学の理論に着目して誕生したブランド。

クレ・ド・ポー ボーテ クレ ド ポー ボーテ 資生堂ジャパン株式会社 コスメティック クレ・ド・ポー ボーテはフランス語で「美しい肌への鍵」。美しさの鍵があく瞬間が訪れます。

GUERLAIN ゲラン ゲラン株式会社 コスメティック １８２８年創業以来、女性の美を模索し続け、フランスを代表する伝統と革新的なブランド。

DECORTÉ コスメデコルテ 株式会社コーセー コスメティック 最新型のポイントメイクディスプレイスペースをいち早く導入した、最先端グローバルコーナー。

SISLEY シスレー シスレージャパン株式会社 コスメティック 植物美容学と先端テクノロジーの融合により、唯一無二の製品づくりを続けるフランス発のトータルビューティブランド。

資生堂 シセイドウ 資生堂ジャパン株式会社 コスメティック
１８７２年、東京銀座に生まれてから、アートとサイエンスの融合で時代の美を創造し続けてきた資生堂。その名前

を受けつぐ、ただ一つの化粧品ブランドが私たちSHISEIDOです。

GIVENCHY ジバンシイ LVMHフレグランスブランズ株式会社 コスメティック 本能に潜む要素を美しくブレンドして生まれたエレガンスを普遍のテーマとするオートクチュールブランド。

CHANEL BEAUTY STUDIO シャネル ビューティ スタジオ シャネル合同会社 コスメティック

CHANEL FRAGRANCE＆BEAUTY シャネル フレグランス アンド ビューティ シャネル合同会社 フレグランス 時代を超えたモダニティをもつクリエイションを発信し続ける、　ラグジュアリービューティブランドです。

シュウ ウエムラ シュウ ウエムラ 日本ロレアル株式会社 コスメティック 個性美を追求し続ける、アジアを代表するプロフェッショナルメイクアップアーティストブランド。

JO MALONE LONDON ジョー マローン ロンドン ＥＬＣジャパン株式会社 フレグランス 独創的な香りとエレガントなギフトギビングで英国スタイルを象徴するブランド、ジョー マローン ロンドン。

GIORGIO ARMANI Beauty ジョルジオ アルマーニ ビューティー 日本ロレアル株式会社 コスメティック
“エレガンスとは、目をひくことではなく記憶に残るもの”　美しさ、シンプルさ、品質は、最高級の素材から。時を経ても

色あせない、洗練された節度あるエレガンスをお届けします。

JILLSTUART ジルスチュアート 株式会社コーセー コスメティック 女の子に同居するイノセントとセクシーを絶妙に引き出し、最高の「かわいい」を叶えます。

SHIRO シロ 株式会社シロ コスメティック
「自分たちが毎日使いたいものをつくる」という想いからスタートしたコスメティックブランド。素材にこだわるスキンケアやメ

イクアップ、心地よい香りを追求したフレグランスをご提案します。

SUQQU スック 株式会社 エキップ コスメティック

しなやかに、たおやかに、未知の旬へ。 まっすぐ、凛と立つ。その名は「すっくとまっすぐに立つ立ち姿」から。 たおやかに

自立して、瑞々しく艶やか。今を生きる女性たちにふさわしい、進化する旬を提案し、 美しくあろうとする心ごと支え、

彩るために SUQQU＜スック＞は生まれました。

Dior ディオール
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャパン株

式会社
コスメティック

1947年に誕生した「クリスチャン・ディオール」のコスメティックライン。フレグランス、メイクアップ、スキンケアのラグジュア

リートータルビューティブランド。

DE LA MER ドゥ ラ メール ＥＬＣジャパン株式会社 コスメティック 世界で愛される保湿クリーム「クレーム ドゥ・ラ・メール」をはじめとした、ラグジュアリースキンケアブランド。

TOM FORD BEAUTY トム フォード ビューティ ＥＬＣジャパン株式会社 コスメティック 21世紀の"ラグジュアリー"を提案するデザイナー、トム フォードによるビューティ コレクション。

NARS ナーズ 資生堂ジャパン株式会社 コスメティック

 1994年、フランソワ・ナーズにより創設されたNARSは、一人ひとりの個性を尊重し、すべての製品にモダンでオーデイ

シャス、アイコニックなブランドのDNAが息づいています。そしてフランソワ・ナーズの色、純度、質感へのこだわりから生ま

れる商品とブランドの世界観は、従来の型を破り、ハイエンドなファッションやスタイルをビューティの世界に融合させ、創

造的なインスピレーションと製品を提供し続けます。

FANCL ファンケル 株式会社ファンケル コスメティック カラダの内と外からキレイを実現する「内外美容」を提案します。

FREDERIC MALLE フレデリック マル ＥＬＣジャパン株式会社 フレグランス 現代におけるラグジュアリー パルファムの先駆者。

HELENA RUBINSTEIN ヘレナ ルビンスタイン 日本ロレアル株式会社 コスメティック
全ての女性を美しくしたいと願った、マダム・ヘレナ ルビンスタイン。先進のサイエンスと美しさを届けます。

POLA ポーラ 株式会社ポーラ コスメティック 最高のスキンケア体験を、いつまでも美しくありたいと願うすべての女性たちへ届けます。

PAUL & JOE ポール アンド ジョー 株式会社アルビオン コスメティック 人生を徹底的に楽しむパリジェンヌのライフスタイルを提案するコスメティックスです。

BOBBI BROWN ボビイ ブラウン ＥＬＣジャパン株式会社 コスメティック スキンケアからメイクまで、その人らしい美しさを導き出すために。私達は女性の内側からの輝きを応援します。

M・A・C マック ＥＬＣジャパン株式会社 コスメティック
全ての人種、全ての性別、全ての年齢の人々のためにある M・A・C。人々の個性を引き出すために、M・A・C は豊

富なカラーバリエーションをそろえ、高品質の化粧品を提供している。

MAKE UP FOR EVER メイクアップフォーエバー ＬＶＭＨコスメティック株式会社 コスメティック 全ての人が内なるアーティスト性を発揮し、輝くことをサポートするプロフェッショナルメイクアップブランド。

MAISON CHRISTIAN DIOR メゾン クリスチャン ディオール
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株

式会社
● コスメティック メゾン創設当初より紡がれてきた香水への愛が表現されたディオールのラグジュアリーな新フレグランスコレクション。

ラ・プレリー ラ プレリー ラ・プレリージャパン株式会社 コスメティック アート、ビューティ、サイエンスが融合したスイス発のラグジュアリースキンケアブランド。

L'ATELIER DES PARFUMS ラトリエ デ パルファム ブルーベル・ジャパン株式会社 フレグランス
世界の選りすぐったハイブランドの香水を数多く扱う「香りのアトリエ」です。

LANCÔME ランコム 日本ロレアル株式会社 コスメティック 女性を輝かせ、幸福で自信にあふれた姿にすること。世界中の女性たちにフレンチハピネスをお届けしています。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

AHKAH アーカー 株式会社アーカー ジュエリー、アクセサリー 美術的な表現にファッションの感性を融合し、世代を超え、時代を超えて愛されるジュエリーブランド。

agete アガット 株式会社エーアンドエス アクセサリー クラシックとモダンが織りなす洗練。そこはアガットの世界観を存分に味わえる空間。

VENDOME AOYAMA ヴァンドームアオヤマ 株式会社ヴァンドームヤマダ アクセサリー 知的・エレガンス・ベーシックをキーワードに日常に寄り添う瑞々しいジュエリーを提案。

ete エテ 株式会社ミルク アクセサリー

「Always,my favorite one」いつも自分らしさを大切に。”ジュエリーをもっと自由に楽しんでいただきたい”という想い

のもと、 シンプルな美しさを讃えながら、ひとさじの遊び心を添えたジュエリーを展開。

COCOSHNIK ココシュニック 株式会社ココシュニック アクセサリー
贅沢な素材をディリーに楽しむファインジュエリーブランド。モダンでありながら流行に左右されない、洗練されたデザイン

のジュエリー。

Samantha Tiara サマンサ ティアラ 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド アクセサリー 華奢なデザインの中にさりげないsweetさ。トレンド感をあわせ持つジュエリーを提案。

STAR JEWELRY スタージュエリー 株式会社スタージュエリーブティックス アクセサリー 横浜発祥のジュエリーブランド。メイドインジャパンの確かなクオリティやアフターも魅力。

SWAROVSKI スワロフスキー スワロフスキー・ジャパン株式会社 アクセサリー １８９５年創立。世界的なクリスタルブランド。マルチファセットな女性にふさわしいプレミアムブランド。

４℃ ヨンドシー 株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ アクセサリー
４℃は、身に着ける女性と調和しながら、あらゆる魅力を引き出す本物の美しさを追求したジュエリーを提案していま

す。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

シェイクシャック シェイクシャック 株式会社サザビーリーグ レストラン、カフェ NYのファインカジュアルなハンバーガーレストラン。

　2階　ラグジュアリーファッション・ジュエリー

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ETRO エトロ 株式会社エトロ・ジャパン レディス、メンズ

Cartier カルティエ リシュモンジャパン株式会社 ジュエリー、ウォッチ

CHANEL FINE JWERLY シャネル ファイン ジュエリー シャネル合同会社 ジュエリー、ウォッチ

Chopard ショパール ショパールジャパン株式会社 ウォッチ 数少ないファミリービジネスの伝統と独立の信念を貫く名門メゾンショパールが抜露するラグジュアリーな空間。

TASAKI タサキ 株式会社ＴＡＳＡＫＩ ジュエリー

ラグジュアリーファッション・ジュエリー

アクセサリー

カフェ
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TIFFANY ティファニー
ティファニー・アンド･カンパニー・ジャパン・イン

ク
ジュエリー、ウォッチ

Tod's トッズ トッズジャパン株式会社 シューズ、バッグ

BACCARAT バカラ バカラパシフィック株式会社 ライフスタイル 1764年ルイ15世の認可を受け誕生したフランス、クリスタルのラグジュアリーブランド。

PIAGET ピアジェ リシュモンジャパン株式会社 ジュエリー、ウォッチ

FENDI フェンディ フェンディ ジャパン株式会社 レディスバッグ

PRADA プラダ プラダジャパン株式会社 レディス、バッグ、シューズ

BVLGARI ブルガリ ブルガリジャパン株式会社 ジュエリー

BRUNELLO CUCINELLI ブルネロ クチネリ ブルネロ クチネリ ジャパン 株式会社 レディス、メンズ 「真のメイド・イン・イタリー」を信条とした最高級品質のものづくり。

FRED フレッド
ＬＶＭＨウォッチ・ジュエリージャパン株式会

社
ジュエリー 南仏の美しい光からインスパイアされたジュエラー。

HERNO ヘルノ 株式会社ヘルノ ジャパン レディス、メンズ 「伝統」と「モダニティ」の融合が世界中のファンを魅了し続けるイタリアのラグジュアリーアウターブランド。

BOTTEGA VENETA ボッテガ ヴェネタ 株式会社ボッテガ・ヴェネタ　ジャパン レディス、メンズ、バッグ、シューズ “控えめさ”が生み出す、ラグジュアリーの新たなスタンダード。

Miu Miu ミュウミュウ プラダジャパン株式会社 レディス、バッグ、シューズ

LOEWE ロエベ
LVMHファッション･グループ・ジャパン株式会

社ロエベジャパン
バッグ

ROLEX ロレックス 非開示 ウォッチ ロレックの様々なコレクションが取り揃えられ、ブランドの世界観をご堪能いただけます。

Loro Piana ロロ ピアーナ ロロ・ピアーナジャパン株式会社 レディス、メンズ、バッグ 卓越した自然素材のコレクション。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

MARIEBELLE the LOUNGE マリベル ザ ラウンジ 株式会社マリベルジャパン ● 菓子、カフェ 特別に招かれたラウンジのような空間でチョコレートと共に優雅なティータイムをお過ごしください。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

AMI ALEXAMDRE MATTISSI アミ アレクサンドル マテュッシ アミ パリ ジャパン 株式会社 レディス

VALENTINO ヴァレンティノ ヴァレンティノジャパン株式会社
レディス、メンズ、バッグ、シューズ、ファッション

グッズ
オートクチュールメゾンの歴史と技術を持ちながら、現代的な美とスタイルを融合させ進化し続けるブランド。

VERSACE ヴェルサーチェ 株式会社ヴェルサーチェジャパン レディス、バッグ、シューズ、ファッショングッズ

ERMANNO SCERVINO エルマンノ シェルビーノ 株式会社サン・フレール レディス、バッグ、シューズ オーセンティックでありながらも、型破りでもある、今までにないラグジュアリーブランド。

CHRISTIAN LOUBOUTIN クリスチャン ルブタン 株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン
レディス、メンズ、バッグ、シューズ、コスメ

ティック
西日本の旗艦店としてキャバレーの遊び心にインスパイアされたブティック。

Chloé クロエ リシュモンジャパン株式会社 レディス 洗練されたフェミニティと自由なスピリットに溢れるコレクションを展開するパリのメゾン。

KENZO ケンゾー ケンゾー・パリ・ジャパン株式会社 レディス、メンズ

ZANELLATO ザネラート 株式会社アマン バッグ

Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ フェラガモ フェラガモ・ジャパン株式会社
レディス、ジュエリー、ウォッチ、バッグ、シュー

ズ、ファショングッズ
品質、世代を超えて受け継がれてきた伝統、強さ、一体感。優れたクラフツマンシップのイタリアブランド。

サンローラン サンローラン
株式会社ケリングジャパン イヴ・サンローラン

ディビジョン
レディス、メンズ、バッグ

シジェーム　ギンザ シジェーム ギンザ 株式会社大丸松坂屋百貨店 ●
レディス、ジュエリー、ウォッチ、バッグ、シュー

ズ、ファッショングッズ

「本物」「上質」「一流」であることを基本に、国内外からシューズ、バック、ウエアをセレクト。本質を見極めた大人の女

性へ、24時間365日の”今を楽しむスタイル”をご提案いたします。

ジバンシィ ジバンシィ
ＬＶＭＨファッショングループジャパン　ジバン

シィジャパン

レディス、メンズ、ジュエリー、ウォッチ、バッグ、

シューズ
伝統とモダニティの両立とエレガンスを体現した、時代を超えたスタイルを提案するブランド。

JIMMY CHOO ジミー チュウ
ＪＩＭＭＹ ＣＨＯＯ ＴＯＫＹＯ株式

会社
シューズ 1996年創設の、ロンドン発ラグジュアリーアクセサリーブランド。

GIANBITO ROSSI ジャンヴィト ロッシ GGRジャパン株式会社 シューズ

GIUSEPPE ZANOTTI ジュゼッペ ザノッティ ジュゼッペ ザノッティ ジャパン株式会社 レディス、バッグ、シューズ

ステラ マッカートニー ステラ マッカートニー 株式会社ステラ マッカートニー ジャパン レディス、メンズ ナチュラルな自信にあふれる自立した女性に向けて発信、動物愛護や環境に配慮するサステナブルブランド。

CÉLINE セリーヌ
ＬＶＭＨファッショングループジャパン　セリー

ヌジャパン
レディス、メンズ、バッグ

sergio rossi セルジオ ロッシ 株式会社セルジオ ロッシ ジャパン レディス、バッグ、シューズ イタリアのラグジュアリーシューズブランドが描く洗練された空間で、現代女性へモダンなシューズを提案。

DSQUARED2 ディースクエアード 株式会社スタッフインターナショナルジャパン レディス、メンズ、バッグ、シューズ カナディアン・ウィットと洗練されたイタリアンテーラリングの知的な融合とこだわりがブランド哲学。

THOM BROWNE トム ブラウン 株式会社トムブラウンジャパン
レディス、メンズ、キッズ、ペット、バッグ、

シューズ、ファッショングッズ
ユニークなデザインの観点を持ち合わせた上質のテーラリングを専門とするニューヨークブランド。

Neil Barrett ニール バレット ニール・バレット・ジャパン株式会社 レディス、メンズ、バッグ、シューズ イギリス仕込みの洗練されたテーラードとスポーティな機能性を兼ね備えた上質なワードローブを提案。

BALENCIAGA バレンシアガ 株式会社バレンシアガジャパン レディス、バッグ

BERLUTI ベルルッティ ベルルッティジャパン株式会社 シューズ

マノロ ブラニク マノロ ブラニク ブルーベル・ジャパン株式会社 シューズ 優雅なシェイプと優れた職人技が織りなすデザインは世界中の人々を魅了。

マルニ マルニ 株式会社マルニジャパン
レディス、ジュエリー、ウォッチ、バッグ、シュー

ズ、ファッショングッズ
ガンメタルブルー塗装を施した下がり壁や初の曲線モチーフカーペットが美しいデザインの店舗。

MONCLER モンクレール 株式会社モンクレール ジャパン レディス、メンズ

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

IENA イエナ 株式会社ルドーム レディス、アクセサリー、バック、シューズ しなやかで知性を感じる女性の上品で洗練されたスタイリングを提案。

Aēsop イソップ イソップ・ジャパン株式会社 コスメティック、フレグランス、ライフスタイル 1987年創業のメルボルン発スキンケアブランド。

Vivienne Westwood RED LABEL ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル 株式会社インコントロ ●
レディス、ジュエリー、ウォッチ、バッグ、シュー

ズ、ファッショングッズ
常にパワフルなメッセージを発信しつづけ、世界観を堪能できる空間。

essence of ANAYI エッセンス オブ アナイ 株式会社ファーイーストカンパニー レディス グローバルな視野を持つバイタリティ溢れる女性たちへ提案するエレガンスなショップ。

ebure エブール 株式会社サザビーリーグ ● レディス 洗練されたデザインと上質な素材が創りだす大人の女性のためのブランド。

ｍ-i-d エム アイ ディー 株式会社エム・アイ・ディー ●
レディス、ジュエリー、ウォッチ、バッグ、シュー

ズ、ファッショングッズ
「エレガンス」＆「シルエットの美しさ」を軸に、大人女性の上質な装いを発信。

Curensology カレンソロジー 株式会社エレメントルール ● レディス 旅からインスピレーションを得た、知的でエレガントな女性のためのワードローブとスタイルを提案。

THE MARC JACOBS ザ マーク ジェイコブス マーク ジェイコブス ジャパン株式会社
レディス、ジュエリー、ウォッチ、バッグ、シュー

ズ、ファッショングッズ
デザイナーの名を冠し、常にアメリカンファッションの新たな境地を開拓し提案し続けるファッションハウス。

SeeByChloé シーバイクロエ リシュモン ジャパン株式会社 レディス 「クロエ」のDNAを引き継ぎながらも、よりデイリーに楽しめるディフュージョンライン。

GIANNI CHIARINI ジャンニ キアリーニ 株式会社スプレンダーズアンドカンパニー レディス、バッグ イタリア・フィレンツェ発、デイリーに上質を楽しめる、コンテンポラリーなレザーブランド。

‘eir ゼア 株式会社ハーモニープロダクツ ● レディス、バッグ、シューズ、ファッショングッズ お客様とクリエーターズがつながり融合する場所 ゼア｡ 世界観をもつ女性の為の インポートセレクトショップ。

Theory セオリー 株式会社リンク・セオリー・ジャパン レディス、メンズ NEW BASICをコンセプトにワードローブを提案するアフォーダブルラグジュアリーブランド。

  3階　ラグジュアリーファッション・シューズ

 4階  ファッション

カフェ

ラグジュアリーファッション・シューズ

ウェア/ファッション雑貨
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DIESEL ディーゼル ディーゼルジャパン株式会社
レディス、メンズ、ジュエリー、ウォッチ、バッグ、

シューズ
1978年イタリアで誕生したプレミアム・カジュアル・ブランド。

DESIGNWORKS デザインワークス 株式会社アバハウスインターナショナル
レディス、メンズ、ジュエリー、バッグ、シュー

ズ、ファッショングッズ
エレガンスを崩す大人服に旬のアイテムをミックスしたスタイルを提案するコンセプトショップ。

DENHAM デンハム 株式会社デンハム・ジャパン
レディス、メンズ、バッグ、シューズ、ファッション

グッズ、カフェ
シーズン毎にトータルコーディネートで楽しめる、オランダ生まれのデニムブランド。

1er Arrondissement プルミエ アロンディスモン 株式会社ビギ ● レディス パリ1区に住む女性をイメージした上質でディテールにこだわったワードローブを提案するブランド。

Paul Smith ポール・スミス 株式会社ジョイックスコーポレーション メンズ、ジュエリー、ウォッチ、ファッショングッズ イギリスの伝統的なテーラリングに現代的なひねりを融合した独自のデザインを提案。

MoMA Design Store モマ デザインストア 株式会社ロフト
レディス、メンズ、ジュエリー、ウォッチ、ファッ

ショングッズ、ライフスタイル
MoMAのキュレーターが選んだグッドデザインをお届けする、ニューヨーク近代美術館の公式ストア。

lululemon ルルレモン lululemon athletica JP合同会社 レディス、メンズ、バッグ、ファッショングッズ カナダ・バンクーバー発の健やかなライフスタイルに根付いた高機能アスレティックウェアブランド。

REDValentino レッド ヴァレンティノ ヴァレンティノ ジャパン株式会社 レディス、バッグ、シューズ、ファッショングッズ 「メゾン ヴァレンティノ」が持つ伝統とクオリティを受け継ぎながら等身大のスタイルを発信。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ADORE アドーア 株式会社サンエー・インターナショナル レディス 「より美しく」「自分らしい」着こなしを目指し、ワンランク上の満足感を求める方のためのブランド。

UNTITLED salon アンタイトル　サロン ㈱フィールズインターナショナル ● レディース、ビューティ、ライフスタイル

アンタイトルから、関西初のコンセプトショップ“アンタイトル サロン”がオープン。アンタイトルに加えて、「上質・洗練」を

キーワードに「UNTITLED essential clue/アンタイトル エッセンシャルクルー」も取り扱う、店舗全体でブランドコンセ

プトを発信する「アンタイトル」の旗艦店舗です。素材とモノづくりにこだわったアイテム、シーズンで変化するライフスタイ

ル雑貨、ギフトアイテムなども展開。上質を着るよろこびをすべての女性に感じていただける空間。-MY salonへ-

INDIVI インディヴィ 株式会社フィールズインターナショナル レディス シャープで洗練されたテイストをベースにトレンドを表現するキャリアブランド。

EPOCA エポカ 株式会社三陽商会
レディス、ファッショングッズ、バッグ、アクセサ

リー、シューズ
エポカの由来はラテン語の"時代"。インターナショナルな時代性とクオリティーをもったコレクションを提案。

GRACE CONTINENTAL グレース コンチネンタル 株式会社アイランド レディス

オリジナルであることにこだわるグレースコンチネンタルは、イチからモノ作りを徹底しているブランドです。デザイナー自らが

世界の様々な土地へ出向き、そこで出会った素材・職人の技術からインスピレーションを受け、デザインを生み出しま

す。ラグジュアリーな素材やクオリティの高い手刺繍の生地・オリジナルハンドプリントなどが目を引く完成度の高い仕上

がりとなっています。

DOUBLE  STANDARD  CLOTHING ダブルスタンダードクロージング 株式会社フィルム レディス カジュアルとフェミニンなど対になる要素をリミックスしてダブスタ流に提案。

23区　SHINSAIBASHI ニジュウサンク シンサイバシ 株式会社オンワード樫山 ● レディス、バッグ、シューズ、ファッショングッズ 「Japanese Woman's Standard」日本発のスタンダードを発信。

45R フォーティファイブ アール
フォーティファイブアールピーエムスタジオ株式

会社
レディス 素材と着心地にこだわった、どこにもない上質な大人のカジュアル。

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ 株式会社 イッセイ ミヤケ レディス 「暮らしの中で生きてこそデザインの価値がある。」という三宅一生の考えを実現させたブランド。

BLUE LABEL　/　BLACK LABEL

CRESTBRIDGE

ブルーレーベル / ブラックレーベル・クレストブ

リッジ
株式会社三陽商会 レディス、メンズ ＂ブリティッシュ・インスピレーションをキーワードに、洗練された人たちのためのコンテンポラリーなブランド。”

PLAIN PEOPLE プレインピープル 非開示
レディス、アクセサリー、バッグ、シューズ、ライ

フスタイル
シンプルに心地よく生きるための衣食住提案型コンセプトストア。

β LADIES&MEN ベータ　レディスアンドメン 株式会社ファイブフォックス ●
レディス、メンズ、バッグ、シューズ、ファッション

グッズ
“ｗith Sports Mind”をテーマに、スポーティで洗練された大人のニュースタイルを提案。

POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフ ローレン ラルフローレン株式会社 レディス、メンズ 現代のフレッピーなライフスタイルを象徴するアメリカンブランド。

MARGARET HOWELL マーガレット ハウエル 株式会社アングローバル レディス、メンズ、シューズ、ライフスタイル 英国を代表するクロージングデザイナーによるライフスタイル全般を提案するブランド。

JURGEN LEHL + Babaghuri ヨーガンレール プラス ババグーリ 株式会社ヨーガンレール ●
レディス、メンズ、バッグ、ジュエリー、シュー

ズ、ライフスタイル
都会の喧騒にあっても大自然に抱かれるような心安らぐスタイルを提案していきます。

René ルネ 株式会社ルネ レディス、ファッショングッズ 厳選した最高級素材と職人技が光るもの作り、知性と気品を兼ね備えた究極のエレガンスを追求するブランド。

LAUTRÉAMONT ロートレアモン 株式会社ジャヴァコーポレーション ● レディス、バッグ、シューズ、ファッショングッズ 洗練された女性らしさに大人のエレガント感賞と繊細なディテール、ミニマムなトレンドを贅沢に表現。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

UGG® アグ デッカーズジャパン合同会社 シューズ
1978年カリフォルニアで設立された、クラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランド。

CAMPER カンペール 株式会社ピナ シューズ、バッグ
1975年創立のスペイン・マヨルカ島発コンテンポラリー・シューズブランド。

COLE HAAN コール ハーン コール ハーン ジャパン合同会社 シューズ、バッグ
洗練されたスタイルに革新的なテクノロジーを取り入れたアメリカン ライフスタイル ブランド。

MISTER MINIT ミスターミニット ミニット・アジア・パシフィック株式会社 シューズ・バッグ修理、合鍵・印鑑の作製
身の回りのモノをもっと長く大切に。直したあと、もっと手放せないモノにするためのお店。

LADIES SHOES SELECTION レディスシューズセレクション 株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ シューズ 「あなたにフィット」新しいお買い物体験を提供する婦人靴売場。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ワコール 3D smart & try ワコール スリーディ スマート アンド トライ 株式会社ワコール ● レディス 独自開発の3Ｄボディスキャナーを設置。お客様にぴったりのランジェリーをお選びします。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

アダバット アダバット 株式会社アダバット レディス、メンズ ゴルフだけでなくタウンにも着ていただけ、着心地よくリラックスした「大人が一日あそぶゴルフウエア」を展開いたします。

ブラック&ホワイト ブラック アンド ホワイト ブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社 レディス、メンズ 黒と白の2匹のテリアをトレードマークとして、ベーシックで洗練された大人のゴルフ＆スポーツウェア。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

SALON de thé VORIES サロン ド テ ヴォーリズ 三和実業株式会社 カフェ 完全予約制の個室を完備し、自慢のコーヒー、紅茶、スィーツをご用意しております。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

1PIU1UGUALE3 ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ 株式会社エム・エイ・エス
レディス、メンズ、、バッグ、シューズ、ファッショ

ングッズ、ライフスタイル
“一着入魂”として構築される艶めくオトナのモテる服。

EPOCA UOMO エポカ ウォモ 株式会社三陽商会 メンズ、バッグ、シューズ、ファッショングッズ 素材にこだわった上質さを感じさせるアイテムを提供し、男のわがままを満足させる。

オーダーラウンジ スーツ&シャツ オーダーラウンジ スーツ アンド シャツ 株式会社大丸松坂屋百貨店 メンズ、レディス 「品質は無言のすぐれたセールスマン」をモットーに常に高品質の物作りを目指す。

TROJAN トロージャン 株式会社大丸松坂屋百貨店 メンズ 1959年誕生の大丸松坂屋プライベートブランド。本物を知り、遊びを知る男たちに向けたワードローブ。

HYDROGEN ハイドロゲン 三喜商事株式会社 レディス、メンズ、キッズ、バッグ、シューズ 「ラグジュアリースポーツウエア」という独自のカテゴリーを追求しているイタリアブランド。

Barbour バブアー スープリームスインコーポレーテッド株式会社 レディス、メンズ、ペット 英国のアウトドア・ライフスタイルを体現するブランド。

HICKEY FREEMAN ヒッキー・フリーマン トレンザ株式会社 メンズ
高品質にこだわり、創業120年の歴史を誇る、歴代のアメリカ大統領も愛用する洗練されたエグゼクティブ・ファッション

ブランド。

FREEMANS SPORTING CLUB フリーマンズスポーティングクラブ スープリームスインコーポレーテッド株式会社 ●
メンズ、ライフスタイル、サービス（メンズヘア

サロン）
現代のニーズを反映した真のアメリカントラッドを追求し、ニューヨークで欠く事の出来ない存在。

BOB for Melangetop ボブ　フォー　メランジトップ タキヒヨー株式会社 ● メンズ、バッグ、シューズ、ファッショングッズ 大人のカジュアルスタイル＆ライフスタイル提案をイタリアブランド「BOB」を中心にセレクトしご案内。

MARK & LONA マーク アンド ロナ 株式会社キューブ
レディス、メンズ、バッグ、シューズ、ファッション

グッズ
「Luxury Golf」をコンセプトに世界へ発信する、唯一無二のゴルフウェア。

  5階　ファッション

　6階　ファッション

メンズウェア

ウェア

レディスシューズ

ランジェリー

ゴルフウェア

カフェ
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店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

S.T. Dupont エス・テー・デュポン エス・テー・デュポン ジャポン株式会社
喫煙具、筆記具、バッグ、レザーグッズ、ファ

ショングッズ
1872年創業の高級筆記具、喫煙具、革製品、メンズアクセサリーを展開するラグジュアリーメゾン。

Nplatz byNAIGAI エヌプラッツ バイナイガイ 株式会社ナイガイ ● ファッショングッズ 物作りにこだわりを持った紳士靴下と関連商品を取り揃え、お客様の目的や用途にお答え。

KATSUYUKIKODAMA PARADIDDLE カツユキコダマ パラディドル 株式会社クー ● メンズ、バッグ、ファッショングッズ、ライフスタイル“'80ｓ LA ROCK・Pole dancing bar”をコンセプトにデザイナーが子供の頃に憧れた大人の世界を再現。

CYPRIS キプリス 株式会社モルフォ ● メンズ、バッグ、ファッショングッズ、ライフスタイル日本初、世界に発信する、本質的価値を持つ一級職人監修のもと作られたレザーグッズブランド。

COLE HAAN コール ハーン コール ハーン ジャパン合同会社 バッグ、シューズ 洗練されたスタイルに革新的なテクノロジーを取り入れたアメリカン ライフスタイル ブランド。

Samsonite BlackLabel サムソナイト ブラックレーベル サムソナイト・ジャパン株式会社 バッグ 上質な素材とデザインで旅のスタイルを演出するサムソナイトのラグジュアリーショップ。

Santoni サントーニ 株式会社リーガルコーポレーション ●
メンズ、レディス、シューズ、バック、ファッション

グッズ
“伝統と革新”を提案するイタリアを代表する世界のラグジュアリーブランド。

心斎橋筆記具倶楽部 シンサイバシヒッキグクラブ ニシキ産業株式会社 ● ライフスタイル もう一度思い出そう、直筆の字の背景にある感情。

SOMÈS SADDLE ソメスサドル ソメスサドル株式会社 バッグ、ファッショングッズ、ライフスタイル 馬具づくりの技術を受け継ぐ卓越した職人の手仕事から生まれる極上のレザーアイテム。

TUMI トゥミ 株式会社トゥミ ジャパン バッグ（トラベルラゲージ）、メンズ、レディス 1975年の創業以来、より快適な移動のための高い機能性と創造性を備えたバッグやラゲージを提案。

FIVEISM × THREE ファイブイズム バイ スリー 株式会社ACRO コスメティック 年齢や性別を超え、既成概念に捉われず自由な自己表現を提案するメイクを中心としたメンズ総合コスメブランド。

FITZGERALD BY FAIRFAX フィッツジェラルド バイ フェアファクス フェアファクスコレクティブ株式会社 ● メンズ,ファッショングッズ、アクセサリー 東京ハイスタンダード＆モダントラッド。

planb master-piece プランビー マスターピース MSPC株式会社 ● メンズ、バッグ、シューズ 25thを迎えたバッグブランド「master-piece」のニュープロジェクト。

BORSALINO ボルサリーノ ボルサリーノジャパン株式会社 レディス、メンズ 1857年にジュゼッペ・ボルサリーノがイタリア北部の町アレッサンドリアに設立した高級帽子メーカー。

MAISON TAKUYA メゾンタクヤ 株式会社ファーレ ● バッグ、革小物 クリエーターのフランソワ・ルッソ率いる、完全手縫いと天然皮革による物づくりを貫くレザーブランド。

yuhaku ユハク 株式会社ユハク ● バッグ、ファッショングッズ 日々の暮らしに彩りを添える、唯一無二の手染めのグラデーションを纏った日本初のラグジュアリーブランド。

WORLD SHOE FACTORY madras ワールドシューファクトリー マドラス マドラス株式会社 ● シューズ 本物へのこだわり、日本人に求められる快適な履き心地と美しいデザインを追及したシューズを集約。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

インポートウォッチ インポートウォッチ
株式会社大阪大三、栄光リテール株式会

社、株式会社アーヴィック
ウォッチ 老舗ブランドと創造力豊かなブランドの融合。

VACHERON CONSTANTIN ヴァシュロン コンスタンタン リシュモン ジャパン株式会社 ● ウォッチ 一度も途切れることのなく時計づくりを続けている世界最古の高級時計マニュファクチュール。

CASIO WATCH PREMIUM SHOP カシオ ウォッチ プレミアム ショップ 栄光リテール株式会社 ウォッチ OCEANUSを中心とした全ブランドとプレミアムラインを揃えたカシオクオリティを発信する特別な空間。

グランドセイコーサロン/クレドールサロン グランドセイコーサロン / クレドールサロン 栄光リテール株式会社 ウォッチ サロンでしか購入できない特別な商品を含めた豊富な品揃え。

THE WATCH AFTERCARE ザ ウォッチ アフターケア 三栄時計株式会社 ウォッチ、時計修理 貴方の大事な時計の修理と新たな時計ライフコーディネートのお手伝い。

シチズンコンセプトショップ シチズンコンセプトショップ シチズン時計株式会社 ウォッチ お客様の素敵な時の始まりをご提供するコンセプトショップ。

JAQUET DROZ ジャケ ドロー 株式会社大阪大三 ウォッチ 創業1738年、芸術的な美しさを持ったスイスを代表する時計士のブランド。

セイコーウォッチサロン セイコーウォッチサロン 栄光リテール株式会社 ウォッチ セイコーのブランドアイデンティティ「革新と洗練」を表現する多彩な商品を取り揃えた特別なサロン。

TUDOR チューダー 非開示 ウォッチ ロレックスの創立者であるハンス・ウィルスドルフが1926年に創設したスイスウォッチブランド。

PATEK PHILIPPE パテック フィリップ 株式会社大阪大三 ウォッチ 気持ちを刻み込んでその時計は受け継がれる。「父から子へ。世代から世代へ」。

HARRY WINSTON ハリー ウインストン 栄光リテール株式会社 ウォッチ 1932年創業以来“キング・オブ・ダイヤモンド”と称され、世界中を魅了し続けるウォッチ＆ジュエリーブランド。

FRANK MULLER フランク ミュラー 株式会社大阪大三 ウォッチ 時を刻む機構を創造しながら、“時の哲学”を込めた高級時計ブランド。

BLANCPAIN ブランパン 株式会社大阪大三 ウォッチ 現存する世界最古の時計ブランドで、機械式時計のみを製造し、すべての時計に自社製ムーブメントを搭載。

BREGUET ブレゲ 株式会社大阪大三 ウォッチ 創業者である時計師アブラアンｰﾙｲ・ブレゲの伝統と精神を受け継いだ世界最高峰の時計ブランド。

LONGINES ロンジン 株式会社大阪大三 ウォッチ 伝統・エレガンス・パフォーマンスをテーマに1832年より時計を作り続けてきたスイスの名門ブランド。

A.LANGE & SOHNE ランゲ アンド ゾーネ 株式会社大阪大三 ウォッチ ドイツが誇る機械式時計の最高峰ブランド。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

メガネサロン メガネサロン 株式会社コジマ メガネ 高質・新鮮・ホスピタリティをテーマに、彩り豊かな暮らしに役立つ「よりよく見え、より良く見られるメガネ」。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ライカ ライカ ライカカメラジャパン株式会社 カメラ 高度な技術とクラフトマンシップの伝統を受け継ぐドイツの名門カメラ＜ライカ＞の魅力を体感できるストア。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ARBOR’S by 'ala Lehua アーバーズ バイ アラレフア 株式会社フレーバーライフ社 ●
ライフスタイル、コスメティック、アクセサリー、カ

フェ、菓子
"自然体で過ごす”をテーマにシンプルでナチュラルなライフスタイルを提案するカフェ併設セレクトショップ。

AFC　Lab. エーエフシー　ラボ 株式会社エーエフシー 健康食品、ビューティ 「安心・安全・高品質の健康食品」をお届けします。

エトヴォス エトヴォス 株式会社エトヴォス コスメティック ナチュラルサイエンスなスキンケアとミネラルメイクの組み合せで、あなたの美しさを引き出します。

CAPLUSNAIL キャプラスネイル 株式会社ビーファスト ● ビューティ、サービス（ネイルケア） 一層残しの高い技術力と圧倒的なデザイン力で安全で最新のネイルケアを提案します。

クヴォン・デ・ミニム クヴォン デ ミニム クヴォン・デ・ミニムジャポン株式会社 ● コスメティック 400年前から修道院で伝わるボタニカルレシピを現代へ伝えます。

Cosme Dining コスメダイニング 株式会社はなこ ● コスメティック、サービス（エステティック） 美しくなれる事を化粧品から。エステから。学びから。見つけ出すことの出来る美容空間。

john masters organics Select ジョン マスターオーガニック セレクト 株式会社ジョンマスターオーガニックグループ ● コスメティック 人と自然にやさしいライフスタイル・コスメティックを届けます。関西初のドライヘッドスパスペース常設。

SPA CEYLON スパ セイロン バンセイアーユルヴェーダ株式会社 ● コスメティック スリランカ王室伝承のレシピにもとづくモダンでラグジュアリーなコスメブランド。

DHC ディーエイチシー 株式会社ディーエイチシー コスメティック、健康食品 化粧品と健康食品でキレイと健康を応援するDHC直営店。カウンセリングやメイクアドバイスも行います。

Terrace AVEDA テラス アヴェダ 株式会社ジェイエムダブル
サービス（ヘアサロン、ネイルケア、アイラッ

シュ）、コスメティック
美と地球環境、健康を三位一体と捉え、ヘア、アイ、ネイルのトータルビューティ＆ケアをご提案。

ドクターシーラボ ドクターシーラボ 株式会社ドクターシーラボ コスメティック、健康食品 全ての人々に美と健康をお届けする「メディカルコスメ」ブランド。安心な化粧品やサプリメントをご紹介いたします。

HABA ハーバー 株式会社ハーバー研究所 コスメティック 見て、触って、楽しめる！お客様の美と健康、ライフスタイルを応援するビューティショップ。

HOUSE OF ROSE ハウス オブ ローゼ 株式会社ハウスオブローゼ コスメティック 自然の恵みで素肌本来の美しさを引き出すナチュラルスキンケアのショップ。

BEAUTY LIBRARY ビューティ ライブラリー 株式会社ネイチャーズウェイ ● コスメティック、食品、ライフスタイル 国内外のオーガニック・ナチュラルコスメやパーソナル製品を取り揃えたセレクトショップ。

ブランネージュ ブランネージュ 株式会社ユキコスメティックス コスメティック 「生まれたその日から大人まで」親子３世代を含むファミリーユースな世代循環型スキンケアを提案。

Flora Notis JILL STUART フローラノーティス　ジルスチュアート 株式会社コーセー コスメティック ジルスチュアート・ビューティから誕生したライフスタイル提案ブランド。

L:A BRUKET ラ ブルケット 株式会社ビヨンクール ● コスメティック、ライフスタイル スウェーデン発！癒しの香りとスタイリッシュなボトルで上質な暮らしを提案するオーガニックブランド。

　7階　心斎橋ひとときテラス

ファション雑貨

時計

メガネ

カメラ

ビューティー
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ReFa リファ 株式会社MTG ビューティ 美容機器から化粧品まで。ReFaの全ての商品を体感できる、体験型ショップ。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ストッケ ストッケ 株式会社ストッケ ● ベビー、キッズ
アイコン商品のトリップトラップを発表以来、上質なベビー用品を取うブランドとして進化し、時代に左右されない親子

の距離を近づける商品を提案。

familiar ファミリア 株式会社ファミリア ベビー、キッズ 妊婦・ベビーアイテムを成長やライフスタイルに合わせてセレクトできるブランド。カスタムオーダーコーナーも併設。

プチバトー プチバトー 株式会社プチバトージャパン ベビー、キッズ、レディス、メンズ フランス生まれのベビーウエアブランド。新生児からベビー・レディス・メンズまでシンプルで遊び心溢れるデザインを提案。

For kids' by こぐま フォー キッズ バイ コグマ 株式会社仔熊 ベビー、キッズ 今人気のおもちゃからインポートの知育玩具まで取り揃えました。またベビー用品も話題商品満載でご提案。

MIKI HOUSE ミキハウス 三起商行株式会社 ベビー、キッズ 子どもたちと家族を笑顔にし、妊娠・出産・子育ての毎日がハッピーになるお手伝いをいたします。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

HIROKO KOSHINO ヒロコ コシノ ヒロココシノインターナショナル株式会社 レディス、ファッショングッズ 現代をアクティブに生きるデザイナー、コシノヒロコが作り出すフレキシビリティ溢れるファッション。

FORMAL MESSAGE フォーマル メッセージ 株式会社 東京ソワール ● レディス 多様化するフォーマルシーンに向け、その場にふさわしい品格ある装いをルールとマナーを踏まえながら提案。

リナシェーレ リナシェーレ 株式会社フォルムアイ サービス（洋服・バッグのお直し） リメイク・リペアによって新たな価値の創造をお手伝い、洋服以外のバックのリペアも。

LEONARD レオナール 三共生興ファッションサービス株式会社 レディス 世界一美しいプリントと称されるレオナール。その魅力を発信できる空間を提案。

Leilian レリアン 株式会社レリアン レディス 洗練、気品、女らしさをコンセプトに品質と着心地を追求した大人のファッションブランド。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

TUFFE TERACCE EAT トゥッフェ テラス イート 株式会社バルニバービ ● レストラン　カフェ テラスと一体化した緑溢れる環境で、BBQや新鮮な素材を使ったイタリアンベースのメニューを提供。

Ｄélices tarte&café デリス タルト アンド カフェ 株式会社フジオフードシステム カフェ 旬のフルーツをふんだんに使った贅沢なタルトを開放感溢れる緑豊かなテラス席でお召し上がりいただけます。

Four Green Leaves ITOEN フォー グリーン リーブス イトウエン 株式会社伊藤園 ● カフェ、食品、ライフスタイル、グッズ ｢みどりをカラダに取り入れるしあわせ｣　をコンセプトにお茶を中心とした商品でおもてなしいたします。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

＠aroma アットアロマ アットアロマ株式会社 ライフスタイル 天然アロマを演出する香りの専門ブランド。オリジナルアロマが調合できる体験型サービスも充実。

伊勢 ゑびや商店 イセ エビヤショウテン 有限会社ゑびや ● ライフスタイル、食品 三重の美味しい食材を使用したお土産ものから職人技の工芸品まで、三重県を丸ごと楽しんでいただけます。

石見銀山 群言堂 イワミギンザン グンゲンドウ 株式会社石見銀山生活文化研究所 レディス、ライフスタイル 毎日の暮らしを楽しむ天然素材のウエアと雑貨を取り揃えた石見銀山発ライフスタイルショップ。

WEDGWOOD ｜ROYAL

COPENHAGEN｜iittala

ウェッジウッド｜ロイヤルコペンハーゲン｜イッタ

ラ
フィスカース ジャパン株式会社 ● ライフスタイル 自分らしいライフスタイルを探している方へ。インテリア市場を牽引する3ブランドによる初の複合直営店。

UCHINO Bath＆Relaxation ウチノ バス アンド リラクゼーション 内野株式会社 ● ライフスタイル 快適なバスタイムから快眠までのライフスタイルをウチノバス＆リラックスが心地よいくつろぎを提案します。

airweave エアウィーヴ 株式会社エアウィーヴ ライフスタイル Ｔhe Ｑuality Sleep 眠りの世界に品質を。

Giemon ギエモン 株式会社オカモト商店 ● レディス、ライフスタイル 新しい久留米かすりのライフスタイルを提案します。

share with Kurihara harumi シェア ウィズ クリハラ ハルミ 株式会社ゆとりの空間 レディス、ライフスタイル ”こんなものがあったらいいな”という栗原はるみの思いを形にした生活雑貨店。

Style スタイル 株式会社ＭＴＧ ライフスタイル カイロプラックティックの視点で正しい姿勢に導く姿勢サポートブランド”Style”の直営店。

綱具屋 ツナグヤ 株式会社アイトー ● ライフスタイル 台所と食卓を中心に、あなたの憧れの暮らしを実現するセレクトショップ。作り手の想いが見える、器やツールなど。

中川政七商店・茶論 ナカガワマサシチショウテン ・ サロン
株式会社中川政七商店/株式会社道艸

舎
●

レディス、ライフスタイル、サービス（茶道教

室）
創業３００年の老舗が現代に提案する、”暮らしの道具”と”茶道文化の入り口”。

Needle to Leaf ニードル トゥ リーフ 株式会社福寿園 ライフスタイル 「お茶であなたを表現する」をコンセプトに、「手のひら茶室」をつくる日本茶のお店。

西川ショップ ネムリウム ニシカワショップ ネムリウム 西川株式会社 ● ライフスタイル 一人ひとりの活力ある暮らしのために最新の技術を取り入れながら睡眠ソルーションを提供してまいります。

日本橋木屋 ニホンバシキヤ 株式会社木屋 ● ライフスタイル 包丁・刃物など道具の美しさを伝える空間。　感性消費から知的消費へ。

ぬりもん ヌリモン 株式会社祖父江ジャパン ● ライフスタイル どこかほっと和む”Japan”のライフスタイルショップ。

能作 ノウサク 株式会社能作 ライフスタイル ４００年にわたり培われてきた鋳造技術をもとに、現代のライフスタイルに寄り添うものづくりをしています。

フェイラー フェイラー フェイラージャパン株式会社 ライフスタイル 歴史と伝統に彩られたドイツ・シュニール織のブランド、フェイラー。

Master Recipe マスター レシピ 株式会社Francfranc ライフスタイル
世界中の工芸品を「今」という感性で軽やかに暮らしにあったカタチに。　愛され続け、ずっと大切にされるモノをお届け

します。

Real Kitchen リアル キッチン 株式会社フジイ ライフスタイル
本気でお料理を楽しみたい方へ料理を、食事をきちんとしたい。家族の健康の為、そして自分自身が活き活きと暮ら

すために。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

Artglorieux GALLERY OF OSAKA アールグロリュー ギャラリー オブ オオサカ 株式会社大丸松坂屋百貨店 ● ライフスタイル（絵画・工芸　他）
近代巨匠による貴重な作品や現代に活躍する新人作家まで、幅広いジャンルの魅力ある作品展を週ごとに開催。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

きものリユース ながもち屋 蘇匠 キモノリユース ナガモチヤ ソショウ 株式会社新装大橋 ● 呉服 日本の技や美が詰まっている眠らせたままの着物や帯を、大切に使ってくださる方へ繋ぎます。

千總・川島織物きものサロン チソウ・カワシマオリモノキモノサロン
株式会社千總、株式会社川島織物セルコ

ン
● 呉服 日本独自のきもの美を通し、着る人に幸せ・喜びを伝えます。

法雲堂 ホウウンドウ 株式会社法雲堂 仏壇・仏具 伝統を受け継ぐ「和の心」。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ジュエリー/パール ジュエリー / パール
株式会社 大雅、株式会社 水溪、矢野物

産株式会社
ジュエリー ダイヤモンド、カラーストン、パールの優雅な美を通して感動と豊かなライフステージを提供します。

ジュエリーオーダー・リフォーム ジュエリーオーダー アンド リフォーム 株式会社 水溪 ジュエリー 受け継がれるジュエリーの為に。

DAMIANI ダミアーニ 株式会社 大雅 ジュエリー イタリアのハイジュエリーブランド。

FEDERICO BUCCELLATI フェデリーコ  ブチェラッティ 株式会社 大雅 ジュエリー 最高級でもシック、存在感がありながらも上品なフェデリーコ　ブチェラッティのジュエリー。

MONNICKENDAM モニッケンダム 株式会社 水溪 ジュエリー 英国のダイヤモンドカッターズブランド。白く豊潤な輝き、ラグジュアリーホワイトは多くの人々を魅了する。

LAZARE DIAMOND ラザール ダイヤモンド 株式会社 水溪 ジュエリー 理想的なカット「アイディアルメイク」をお届けする、ラザールダイヤモンド。世紀を超えた今も輝き続けます。

ROYAL ASSCHER ロイヤル アッシャー 株式会社 大雅 ジュエリー
1854年創業｡オランダ発祥の名門ジュエラー｡白く高貴な輝きは世界のセレブリティを魅了し続けています｡

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

アンティナギフトスタジオ アンティナギフトスタジオ 株式会社大和 ● ギフトカタログ、ギフトグッズ アンティナギフトスタジオは、ギフトのタログを中心に、様々なニューズに対応できるギフト専門店です。

 8階　ライフスタイル

ベビー＆キッズ

ファッション

カフェ

ライフスタイル雑貨

美術

呉服

宝飾

ギフトサロン・商品券
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店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

JUMP SHOP ジャンプショップ ベネリック株式会社 ファッショングッズ 「週刊少年ジャンプ」連載中の人気作品をはじめとしたジャンプキャラクターのオフィシャルグッズショップ。

ポケモンセンターオーサカ DX & ポケモンカ

フェ

ポケモンセンターオーサカ ディーエックス アンド

ポケモンカフェ
株式会社ポケモン ● ライフスタイル、カフェ ポケモンセンターはバリエーション豊かなオリジナルグッズがたくさん。西日本初のポケモンカフェも併設。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ACE BAGS&LUGGAGE エース バッグス アンド ラゲージ エース株式会社 ● バッグ 地域密着編集型セレクトショップ「あなたの街のカバンコンシェルジュ」。

Samsonite サムソナイト サムソナイト・ジャパン株式会社 バッグ トラベル業界、世界NO1シェアを誇るサムソナイト。【人生は旅】旅行者の最高のパートナーをご提供します。

JTB ジェイティービー 株式会社JTB サービス（トラベル） 海外旅行・国内旅行の専任スタッフが、お客様の目的にあった旅をご提案します。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ボーネルンド ボーネルンド 株式会社ボーネルンド ベビー、キッズ
世界の優れた遊具や、子育て・あそびに関する話題が集まり、体験できる

「子どもとあそびの21世紀型モール」。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

ローソン ローソン 株式会社ローソン コンビニエンスストア 食料品や日用品の他、関西土産も豊富に取り揃えました。ゆっくりできるカフェスペースも設けています。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

タリーズコーヒー KAIYODO タリーズコーヒー カイヨウドウ 内外美装株式会社 カフェ、ライフスタイル 日本初、タリーズコーヒーと、フィギュアの造形企画製作を行う海洋堂とのコラボショップ。

店名 フリガナ 会社名 新業態 関西初 カテゴリー＆アイテム 紹介文

青空blue アオゾラブルー 松井宏文 うどん 店内で小麦の実から、うどん粉を作る画期的なスタイルで、甘くて香りの高いうどんを提供する店。

赤坂ふきぬき アカサカフキヌキ コーワフード株式会社 うなぎ料理 創業大正１２年から続く、伝統の味。うな重は勿論、江戸前ひつまぶしを提供しています。

イタリア料理 タントタント イタリアリョウリ タントタント 株式会社ルモンデグルメ イタリア料理 活気あふれるイタリアの市場を思わせる雰囲気。厳選食材を用い季節野菜を練り込んだ店内製造生パスタを是非。

お茶屋バー 近江榮 オチャヤバー オウミエ 株式会社圓堂 スイーツ  バ― 京風情溢れる、祇園の和スイーツとお茶屋風のバー。

韓国料理 美菜莉 カンコクリョウリ ミナリ 株式会東亜社フードサービス 韓国料理 伝統の韓国料理をベースに、洗練された繊細な料理を提供するモダンコリアンキュイジーヌ。

季節の贅沢 堺 銀シャリ げこ亭 キセツノゼイタク サカイ ギンシャリ ゲコテイ 株式会社フジオフードシステム 和食 ご飯の味に徹底的にこだわったごはんや。大釜でふっくら、もちもちに炊き上げた釜炊きごはん。

京都祇園 天ぷら圓堂 キョウトギオン テンプラエンドウ 株式会社圓堂 天ぷら・京料理 １３０年余りに亘って京都祇園に暖簾を揚げる伝統の名代京風天ぷらの銘店。

叙々苑 ジョジョエン 株式会社 叙々苑 焼肉 厳選された食材と秘伝の味付け、洗練された食空間と心づくしのおもてなしでお客様をお迎えします。

すし萬 スシマン 株式会社小鯛雀鮨鮨萬 寿司
１６５３年創業。遠く祖先から現代まで脈々と受け継がれてきた、守り続ける技と味を今日も皆様にお届けいたしま

す。

大起水産回転寿司 ダイキスイサンカイテンズシ 大起水産株式会社 回転寿司 鮮度抜群の生・本まぐろと産地直送の天然魚が食べられる回転寿司。

中国料理 梅梅 チュウゴクリョウリ メイメイ 際コーポレーション株式会社 中国料理 小龍包や餃子などの手作り点心をはじめとする中国料理店。

日本料理 湯木 ニホンリョウリ ユキ 株式会社湯木 日本料理
料亭吉兆の流れを汲む日本料理店です。季節を彩る本格懐石料理からお値打ちなランチメニューをご用意しており

ます。国産黒毛和牛のしゃぶしゃぶ・すき焼きも人気です。

ぷれじでんと千房 プレジデントチボー 千房株式会社 お好み焼、鉄板焼 創業以来、お好み焼をディナーに昇華させてきた千房だからこそできる、他店とは一線を画すハイブランド。

みそかつ 矢場とん ミソカツ ヤバトン 株式会社矢場とん とんかつ 1947年創業、名古屋名物みそかつの老舗。

 １０階　レストラン

　9階　ジャパンポップカルチャー

ベビー＆キッズ

コンビニエンスストア

カフェ

レストラン

キャラクター

トラベル
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