
 

 

２０２２年２月１６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２０２２年春、約６０ショップがリニューアル！  
～全ショップを各店オープンイベント情報と併せ一挙ご紹介～ 

 

ＪＲ⻄⽇本ＳＣ開発株式会社(本社︓⼤阪府⼤阪市)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JR 天王寺駅直結のショッピングセンター︓天王寺ミオは、この春、コロナ禍を経てますます多様
化する「ライフスタイル」や「価値観」に焦点を当て、ミオにご来館されるお客さまそれぞれの “自分らしさ” に出
会うきっかけを提供するべく、衣・食・住にわたる多彩で鮮度の⾼いショップを新たに導⼊し、いつでも “わたしの” 
好きなものが⾒つかる場としてリニューアルいたします。 

「ファッション・コスメ」では、ミオの主要客層である２０代から４０代の⼥性からずっと待ち望まれていた⼈気
ショップやサステナビリティに配慮したエリア初お目⾒えの話題店など、ファッションを心から楽しみたいという⽅
の期待に応えられるショップが続々オープンいたします。 

また、「食」「生活雑貨」では、来街者や地域にお住まいの⽅々に寄り添い、⽇々の暮らしを豊かにする、美味しく、
楽しく、そして気軽で便利なショップが多数オープンいたします。 
 本リリースにて、全ショップのラインアップを一挙ご紹介いたします。 
 

【ＮＥＷショップ・リニューアルショップ一覧】 
 

（１）【ファッション】︓“自分らしさ”を引き⽴たせるこだわりの⼈気ブランドが新登場︕ 
⾃分らしいスタイルを追求する２０代から４０代の⼥性に絶⼤な⽀持を得ているショップが、本館・プラザ館に新

たに１４ショップ、リニューアル８ショップの合計２２ショップ登場。オンからオフまで⽇常の様々なシーンを彩る
⼈気のレディスブランドを拡充するほか、古着やオフプライスストアなど、サステナビリティに配慮したショップも
登場いたします。 
 

【NEW ショップ】 

 



 
 

 
 
【リニューアルショップ】 



 
 

 
 

（２）【コスメ・雑貨】︓身近にあると嬉しいワンランク上の“こだわり”で日常を豊かにする⼈気店が登場︕ 
⾃分時間をワンランク上のモノにしたい、そんな願いを叶えてくれる、こだわりのコスメ店や雑貨店が登場。新た

に１２ショップ、リニューアル５ショップの合計１７ショップのおうち時間を充実させる話題のショップが続々オー
プンいたします。 

 
【NEW ショップ】 

 



 

 
 
【リニューアルショップ】 



 

（３）【飲⾷】︓駅直結で気軽に呑めるバルゾーン「エキうえスタンド」を拡張︕他フロアにも⼈気店が続々仲間入り︕ 
開業以来盛況が続くプラザ館M2 階「エキうえスタンド」を拡張し、コスパの⾼い繁盛店や⼈気店の新業態を導⼊。

“キタ”で屈指の繁盛店が手掛ける新業態など新たに８ショップが登場。価格以上のクオリティを提供する⼈気店が勢
揃いいたします。 

 
【NEW ショップ】 

 
（４）【惣菜・スイーツ】︓ご家族やご友⼈への⼿⼟産に最適な⼈気店が、改札直結の便利なフロアに登場︕ 

近隣・近郊にお住まいのお客様の食卓を豊かに彩る惣菜・スイーツの⼈気店が続々オープン。⼤切なご家族やご友
⼈への手土産に、頑張った⾃分へのご褒美にぴったりな、新規３ショップ、リニューアル３ショップの合計６ショッ
プの⼈気店が改札直結の両館フロアに登場いたします。 

 
【NEW ショップ】 



 

【リニューアルショップ】 

 

（５）【サービス】︓⾏列の絶えない⼈気の占いがプラザ館にも登場するほか、バラエティスペースが新たに登場︕ 
 ご家族やお友達とワイワイ楽しめるスポットとしてカプセルトイやプリントシールの専門店が登場するほか、天王
寺ミオ本館で⾏列が出来る⼈気の占いがプラザ館に新たに加わり、天王寺ミオでのお買い物をお楽しみいただけるよ
うバラエティスペースを拡充いたします。また、洋服リフォームがお⽴ち寄りいただきやすい場所に移転リニューア
ルいたします。 
 
【NEW ショップ】 

 
【リニューアルショップ】 

 
 
 
天王寺ミオは２０２２年春も、皆さまにワクワクしながらお買い物、お食事をお楽しみいただけるスポットとして

パワーアップいたします。進化する天王寺ミオにどうぞご期待ください。 
 

※新型コロナウイルス感染防止対策として営業時間等を変更している場合がございます。 
詳しくは、天王寺ミオホームページをご確認ください。 

    
 

 
 

 

 天王寺ミオＨＰ            https://www.tennoji-mio.co.jp/ 



（別紙）

■天王寺ミオ　２０２２年春リニューアル店舗⼀覧
【ファッション店舗一覧】
〈NEWショップ〉

館 フロア 店名 カテゴリー 出店状況

本館 1F フレイ　アイ.ディー レディスファッション 3/17 (木)
本館 1F セルフォード レディスファッション エリア初 3/17 (木)
本館 1F ドレスレイブ レディスファッション 4/15 (⾦)
本館 2F トゥービー バイ アニエスベー レディスファッション エリア初 3/5 (土)
本館 2F ミディウミ レディスファッション エリア初 3/17 (木)
本館 2F バンヤードストーム レディスファッション 3/17 (木)
本館 2F ピーチ・ジョン ランジェリー 3/17 (木)
本館 3F マクリーズ パーティドレス 12/30 (⾦)
本館 5F リル レディス・メンズファッション 新業態 2/25 (⾦)
本館 6F ラグタグ ユーズドセレクトショップ
本館 7F フラワー レディスファッション エリア初 3/3 (木)
本館 7F ティティベイト レディスファッション 3/12 (土)

プラザ館 2F コーテリ レディスファッション 3/4 (⾦)
プラザ館 3F ストンプ・スタンプ キッズセレクトショップ エリア初 2/25 (⾦)

〈リニューアルショップ〉
館 フロア 店名 カテゴリー 出店状況

本館 1F スピック＆スパン レディスファッション 移転 3/17 (木)
本館 1F ジェラート　ピケ ルームウェア 3/17 (木)
本館 1F バビロン レディスファッション 移転 3/17 (木)
本館 2F エヌ ナチュラルビューティーベーシック* レディスファッション 3/4 (⾦)
本館 3F ミッシュ マッシュ レディスファッション 移転 2/25 (⾦)
本館 4F ティーズ。 レディスファッション 移転 2/10 (木)

プラザ館 2F ビーミング ライフストア by ビームス メンズ・レディス・キッズファッション 3/15 (火)
プラザ館 3F グリーン アースウェア レディスファッション 移転 3/4 (⾦)

【コスメ・雑貨店舗一覧】
〈NEWショップ〉

館 フロア 店名 カテゴリー 出店状況

本館 1F イソップ コスメ エリア初 4/15 (⾦)
本館 1F ⻘⼭フラワーマーケット 生花（フラワー） 3/3 (木)
本館 1F ジュエッテ アクセサリー・ジュエリー 3/17 (木)
本館 3F ディアパリー コスメ エリア初
本館 7F リプラス アクセサリー・服飾雑貨 エリア初 3/3 (木)

プラザ館 2F チャールズ＆キース レディスシューズ・バッグ エリア初
プラザ館 2F ジャルダン デ パルファム フレグランス エリア初 3/4 (⾦)
プラザ館 2F ハルタ レディス・メンズシューズ エリア初 2/25 (⾦)
プラザ館 2F レガート ラルゴ バッグ・小物 全国初 3/1 (火)
プラザ館 3F フライング タイガー コペンハーゲン 生活雑貨 3/4 (⾦)
プラザ館 3F チュチュアンナ 靴下・インナー 3/4 (⾦)
プラザ館 ３F ビッグボーン レディスシューズ 3/4 (⾦)

〈リニューアルショップ〉
館 フロア 店名 カテゴリー 出店状況

本館 2F エテ アクセサリー・ジュエリー 移転 2/25 (⾦)
本館 3F プレイグラウンド アクセサリー・服飾雑貨 移転 2/17 (木)
本館 4F Ｆｒａｎｃｆｒａｎc インテリア・生活雑貨 3/18 (⾦)
本館 6F マリークヮント コスメ・アパレル・雑貨 移転 2/25 (⾦)
本館 7F フェフェ ギフト・スクール雑貨・ベビー 移転 2/4 (⾦)

【飲食店舗一覧】
〈NEWショップ〉

館 フロア 店名 カテゴリー 出店状況

本館 1F マガーリ 自然派ワイン・カフェ 新業態
本館 10F 新福菜館 ラーメン エリア初
本館 11F カフェスタンド オオサカ カフェスタンド 2/18 (⾦)

プラザ館 M2F 大衆ビストロ　さしす 洋食酒場 新業態
プラザ館 M2F 大衆　焼肉ホルモン　大松 焼肉 エリア初
プラザ館 M2F 旨い海鮮と揚げたて天ぷら　ニューツルマツ 海鮮・天ぷら酒場 新業態 3/22 (火)
プラザ館 M2F 韓国酒場　コッキオ 韓国酒場 エリア初 3/22 (火)
プラザ館 4F 油そばだ 油そば専門店 新業態 12/22 (木)

【テイクアウト店舗一覧】
〈NEWショップ〉

館 フロア 店名 カテゴリー 出店状況

本館 1F 551蓬莱 豚まん・お弁当
本館 1F デリチュース 洋菓子 エリア初 3/26 (土)

プラザ館 １F ミスタードーナツ ドーナツ 3/16 (水)

〈リニューアルショップ〉
館 フロア 店名 カテゴリー 出店状況

本館 1F ポール ベーカリー 3/17 (木)
プラザ館 B1F とんかつ ＫＹＫ 揚げ物惣菜・お弁当 2/1 (火)
プラザ館 B1F 大起水産　街のみなと 寿司・魚惣菜 2/1 (火)

【サービス・その他店舗一覧】
〈NEWショップ〉

館 フロア 店名 カテゴリー

本館 ５F カプセルテラス カプセルトイ専門店 2/10 (木)
本館 ６F ミミスタンダード プリントシール専門店 2/25 (⾦)

プラザ館 ３F 占いの館 朱門　プラザ館店 占い 3/1 (火)

〈リニューアルショップ〉
館 フロア 店名 カテゴリー

プラザ館 B1F お直しコンシェルジュ　ビック・ママ お洋服お直し・リフォーム 移転 3/4 (⾦)

オープン日

オープン日

オープン日

オープン日

オープン日

3月下旬

オープン日

オープン日

3月中旬

3月上旬

3月下旬以降

オープン日

オープン日

3月中旬
３月下旬以降

３月下旬以降
3月下旬以降


