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 リニューアルオープンする全店舗リスト  

７３店舗（新規オープン３６店舗・改装オープン３７店舗）が、４月２７日（木）にリニューアルオープン

します。（一部店舗は先行オープン）。 

※全国初出店１店舗、西日本初出店２店舗、梅田初出店１６店舗となります。 

 

■北館１階（新規オープン１４店舗） 

オープン日 店舗名 業種 新規 備考 

２月２３日 
&C azabu tailor （ｱﾝﾄﾞｼｰｱｻﾞﾌﾞﾃｰﾗｰ） 紳士服   

ﾋﾞｸﾀｰ ｺｰﾋｰ・ﾃｨｰ・ｹｰｷ   

３月１０日 
AMPHI（ｱﾝﾌｨ） ｲﾝﾅｰｳｪｱ   

Afternoon Tea LIVING（ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ･ﾘﾋﾞﾝｸﾞ） 家庭用品・生活雑貨   

３月１３日 BAGEL & BAGEL（ﾍﾞｰｸﾞﾙｱﾝﾄﾞﾍﾞｰｸﾞﾙ） ﾍﾞｰｸﾞﾙｶﾌｪ   

３月３０日 KATHARINE ROSS（ｷｬｻﾘﾝﾛｽ） ﾚﾃﾞｨｽ   

４月２１日 ｼｱﾄﾙｽﾞﾍﾞｽﾄｺｰﾋｰ ｴｽﾌﾟﾚｯｿｶﾌｪ   

４月２７日 

Tabio （ﾀﾋﾞｵ）  靴下専門店 ●  

Beau Atou （ﾎﾞｰｱﾄｩ） ｱｸｾｻﾘｰ ●  

Détour à Bleuet（ﾃﾞﾄｰﾙｱﾌﾞﾙｰｴ） ｶﾌｪ・生活雑貨 ● 西日本初 

ﾚｺﾞ®ｽﾄｱ ﾚｺﾞ®専門店 ● 梅田初 

Gready Brilliant（ｸﾞﾚﾃﾞｨﾌﾞﾘﾘｱﾝ） ﾚﾃﾞｨｽ ●  

SAC'S BAR （ｻｯｸｽﾊﾞｰ） ﾊﾞｯｸﾞ・雑貨 ●  

OWNDAYS （ｵﾝﾃﾞｰｽﾞ） ﾒｶﾞﾈ ● 梅田初 

LEPSIM （ﾚﾌﾟｼｨﾑ） ﾚﾃﾞｨｽ ● 梅田初 

VECUA Honey marché（ﾍﾞｷｭｱﾊﾆｰﾏﾙｼｪ） 化粧品販売・ｼﾞｭｰｽﾊﾞｰ ● 
ｼﾞｭｰｽﾊﾞｰ併設 

業態は梅田初 

Crème et Rouge（ｸﾚｰﾑｴﾙｰｼﾞｭ） ｾﾚｸﾄｺｽﾒ ● 全国初（新業態） 

久世福商店 食料品・ｼﾞｪﾗｰﾄ ● 梅田初 

212 KITCHEN STORE（ﾄｩｰﾜﾝﾄｩｰｷｯﾁﾝｽﾄｱ） ｷｯﾁﾝ雑貨 ● 梅田初 

L'orange（ﾛﾗﾝｼﾞｭ） ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ ● 梅田初 

Smartlabo.style（ｽﾏｰﾄﾗﾎﾞﾄﾞｯﾄｽﾀｲﾙ）/楽天ﾓﾊﾞｲﾙ 携帯ｱｸｾｻﾘｰ・携帯ｼｮｯﾌﾟ ● 梅田初 

14+ ICHIYON PLUS （ｲﾁﾖﾝﾌﾟﾗｽ） 帽子   

THE BODY SHOP （ｻﾞﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ） 自然派化粧品   

ﾘﾗｯｸﾏｽﾄｱ ｷｬﾗｸﾀｰ雑貨   

Francfranc （ﾌﾗﾝﾌﾗﾝ） 家庭用品・生活雑貨   

topdrawer （ﾄｯﾌﾟﾄﾞﾛﾜｰ） ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ・ﾊﾞｯｸﾞ   
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■北館地下１階（新規オープン３店舗） 

オープン日 店舗名 業種 新規 備考 

２月１６日 

梅田ﾅｶｲ楽器 楽器   

Wizbi （ｳｨｽﾞﾋﾞｰ） ﾚﾃﾞｨｰｽ靴   

ﾕｻﾞﾜﾔ ﾎﾋﾞｰｸﾗﾌﾄ・手作り材料   

３月１日 Princess Ash（ﾌﾟﾘﾝｾｽｱｯｼｭ） ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ   

３月１６日 ｳﾙﾄﾗﾏﾝﾜｰﾙﾄﾞ M78 ｷｬﾗｸﾀｰ雑貨 ● 梅田初 

３月３０日 ｶﾜﾁ 画材・額・紙・文具   

４月１日 

ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾄﾞ&ｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑｼｮｯﾌﾟ MINT（ﾐﾝﾄ） ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ･ｺﾚｸｼｮﾝｸﾞｯｽﾞ ●  

KIDDY LAND （ｷﾃﾞｲﾗﾝﾄﾞ） ｷｬﾗｸﾀｰ雑貨・玩具   

どんぐり共和国/ｽﾇｰﾋﾟｰﾀｳﾝｼｮｯﾌﾟ ｷｬﾗｸﾀｰ雑貨・玩具   

ﾌｯﾄｾﾗﾋﾟｰ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ   

４月２７日 ﾆﾄﾘﾃﾞｺﾎｰﾑ 生活雑貨・家具 ● 梅田初 

 

■南館２階 

オープン日 店舗名 業種 新規 備考 

３月１０日 une nana cool（ｳﾝﾅﾅｸｰﾙ） 服飾雑貨   

 

■南館１階（新規オープン１４店舗） ※下線は「うめ茶小路」の店舗 

オープン日 店舗名 業種 新規 備考 

２月２８日 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ ｸｽﾘ・化粧品   

３月１日 
mâRe mâRe PUMPSHOP JAPAN CRAFT 

（ﾏｰﾚﾏｰﾚﾊﾟﾝﾌﾟｼｮｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗﾌﾄ） 
靴   

３月３日 Honeys d.store（ﾊﾆｰｽﾞﾃﾞｨｰｽﾄｱ） ﾚﾃﾞｨｽ・服飾雑貨 ● 梅田初 

４月２４日 Soup Stock Tokyo（ｽｰﾌﾟｽﾄｯｸﾄｰｷｮｰ） ｽｰﾌﾟ専門店 ●  

４月２７日 

ｳｵｯﾁﾀｳﾝ梅田時計倶楽部 時計 ● 梅田初 

REN （ﾚﾝ） ﾊﾞｯｸﾞ・革小物 ● 西日本初 

MASUNAGA 1905（ﾏｽﾅｶﾞ 1905） ﾒｶﾞﾈ ● 梅田初 

４月中旬～ 

２７日にかけて

随時オープン 

古銭・切手 杉本梁江堂 古銭・切手 ●  

萬字屋 古書籍・美術品・書道・東洋美術 ●  

中尾松泉堂書店 古典籍・絵巻物・浮世絵・唐本 ●  

りーちあーと 古美術・工芸品・美術書・絵葉書 ●  

太田書店 自然科学他古書全般 ●  

杉本梁江堂 古書籍（演芸・映画他） ●  

藤沢書店 和本・佛教・考古・歴史 ●  

古書肆 梁山泊 古書籍（和本・浮世絵・哲学他） ●  

稀珍堂書店 古書籍（野史・東洋医学他） ●  
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■南館地下１階（新規オープン２店舗） 

オープン日 店舗名 業種 新規 備考 

１月１７日 ﾌｫﾝﾃｰﾇｸﾁｭｰﾙ ﾌｧｯｼｮﾝｳｨｯｸﾞ･ｵｰﾀﾞｰｳｨｯｸﾞ   

２月７日 ﾁｭﾆｯｸ ﾅｲﾃｨ・ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ   

２月１２日 真夜中市場 TV 通販ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ   

２月１８日 ｸﾘｱｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ﾚﾃﾞｨｽ・服飾雑貨   

２月２０日 
ﾏｽｻﾞｷﾔ 世界の毛糸と手編み製品   

OJ+（ｵｰｼﾞｪｲﾌﾟﾘｭｽ） 宝石・時計・貴金属   

２月２４日 ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾌｨｰﾙｽﾞ ﾚﾃﾞｨｽ・雑貨   

３月１日 ｶﾛｰ 婦人服飾   

３月３日 Honeys（ﾊﾆｰｽﾞ） ﾚﾃﾞｨｽ   

３月１０日 
NATURAL BEAUTY BASIC（ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰﾍﾞー ｼｯｸ） ﾚﾃﾞｨｽ・服飾雑貨 ●  

Leaf（リーフ） 生活雑貨 ● 梅田初 

３月１５日 ｼｮｯﾌﾟﾁｬﾝﾈﾙ大阪 TV 通販商品   

３月１７日 やまと きもの   

 

■南館地下２階（新規オープン３店舗） 

オープン日 店舗名 業種 新規 備考 

２月１６日 帝塚山 季 TOKI ﾃﾞｻﾞｰﾄ茶寮   

２月１７日 ｶﾌｪ ﾊﾞｰﾝﾎｰﾌ 喫茶・ｺｰﾋｰ豆販売   

２月２０日 大同門 焼肉   

３月１６日 がんこ寿司 寿司・和食 ●  

３月１７日 関西おだし専門店 だし藏 だし商品専門店 ● 梅田初 

４月２日 とろさば料理専門店 SABAR （ｻﾊﾞｰ） 鯖居酒屋 ● 梅田初 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




