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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２０２３年春、約５０ショップがリニューアル！ 
～大きく生まれ変わる本館６階の追加情報をお知らせ～ 

 

ＪＲ西日本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天王寺駅直結の商業施設：天王寺ミオでは、春のリニューアルとして 2 月から 4 月にかけて新規 30 ショップ、

改装 18ショップの合計約50ショップが順次オープンします。 

 本リリースでは、今春リニューアルの目玉となる本館6階の全体概要についてご紹介に加え、1月25日（水）のリリースで

はご紹介できなかった注目ショップから、人気キャラクターショップ２店舗の情報についてもご案内いたします。 

 

■本館６階フロアがワクワクするフロアへと大規模リニューアル！ 
 

今春のリニューアルでは、“多様性” “嗜好性”、オンラインでは味わえないリアルならではの“体験価値” “人との繋がり”に焦

点を当て、もともとの強みである「ファッションのＭＩＯ」に加えて、来街者がつい立ち寄りたくなるような新しい要素も取り

入れます。 

なかでも本館６階においては、天王寺・阿倍野エリア初となる「＃ワークマン女子/ワークマンシューズ」に加え、“フラワー

ミッフィー ジュースガーデン“ 併設店としては関西初の常設店舗となるミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」、スタ

ジオジブリ作品のキャラクターグッズがいっぱいの「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」、SNS で誰かに自慢したくなるよう

な映えメニューを提供するフード店等を導入します。 

また、フロア中央のイベントスペース「スパイラルスクエア」は、約５０席のイートインスペースを新設し、ＳＮＳ映えする

スイーツやドリンクなどをお召し上がりいただいたり、“推し”を持ち寄って話をしていただける場所へと生まれ変わります。 
 

【本館６階 イメージ図】※画像はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本館６階 平面図・概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西初となる人気キャラクターショップなど、追加ショップ情報については次ページ以降でご紹介 

概  要 本館 6 階 

総売場面積 約 2,000 ㎡ 

R N 売場面積  約 1,400 ㎡ 

RN店舗数 １２店舗 

概  要 スパイラルスクエア 

広場面積 約 200 ㎡ 

イートイン面積 約 100 ㎡ 

席   数 約  50 席 



【 人気キャラクターショップ２店舗の自己紹介 】 

■2023年4 月6日(木)NEW OPEN 「フラワーミッフィー」 
 

[フロア] 本館 6 階 / [カテゴリ] 花雑貨・キャラクター雑貨・ドリンク 
 

関西初の常設店舗としてこの度天王寺ミオ本館 6 階にオープン。店内にはミッフィーのかわいらしいフラワーギフトやオ

リジナルグッズの他、クオリティの高いアーティフィシャルフラワーを揃え、お客様自身で好きな花瓶に好きなお花をお選び

いただくビュッフェスタイルでお花を購入いただける“フラワービュッフェ”コーナーを展開いたします。「フラワーミッフィ

ー ジュースガーデン」も併設し、ドリンクやスイーツのテイクアウトもお楽しみいただける店舗です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2023年4 月1日(土)NEW OPEN 「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」 
 

[フロア] 本館 6 階 / [カテゴリ]キャラクター雑貨 
 

「ジブリがいっぱいどんぐり共和国」は、「となりのトトロ」「魔女の宅急便」「千と千尋の神隠し」など、スタジオジブリ作

品のキャラクターグッズがいっぱいのお店として全国に展開しています。直営店舗として大阪市内 に４店舗目の出店となる

天王寺ミオ店では 、店内に大きなトトロがお出迎えし、木のぬくもりがあふれた、スタジオジブリ作品の世界観を感じられ

る空間でお買い物がお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■今春リニューアル ＮＥＷ ＳＨＯＰ及び移転・改装店舗リストは「別紙」をご参照ください。  

※今般発表できない西日本初お目見えとなる人気キャラクターショップにつきましては３月上旬予定の追加リリースにてお伝えします。 
 

 

これらの取り組みを通じて、天王寺ミオは今まで以上に地域の皆様に愛されるショッピングセンターを目指すとともに、よ

り多くのお客様に一層ご満足いただき、魅力あるJR 天王寺駅周辺エリアのまちづくり、活性化に貢献できるよう努めて参り

ます。 

 

 

 

 

 

 

【 店舗イメージ 】※画像はイメージです。 【 ロゴタイプ 】 

 関西初  

© Studio Ghibli 

【 店舗イメージ 】※画像はイメージです。 【 ロゴタイプ 】 



（別紙） 
 
《 ＮＥＷ ＳＨＯＰ一覧 ： 30 店舗 》 

館／フロア オープン 日  店名 カテゴリ 特徴 出店状況  

本 館 

1F 

2/22（水） 肉屋のまかない 黒毛和牛弁当・お惣菜  コストパフォーマンスに優れた黒毛和牛弁当・お惣菜の専門店！ 新 業 態 

3/3（金） サロン アダム エ ロペ レディスファッション・ライフスタイ ル  アートやカルチャーのエッセンスをリンクさせ心地よく、そして新しい暮らしを提案！  

3/3（金） メゾン ド フルール ファッション雑貨・ギフト  フレンチテイストをベースとした上質なライフスタイル雑貨を提案！  

3F 2/22（水） ブリックアンドサンズ メンズ・レディスファッション 時代の変化に合わせた、新しいスマートサードカジュアルを提案！ 関 西 初 

4F 
2/3（金） コニー アクセサリー 毎日の気分を盛り上げてくれる、トレンド感のあるアクセサリーを提案！ エリア初 

2/22（水） ロイヤルパーティー レディスファッション あらゆるシーンにおいていつもの服をドラマティックに演出するアイテムを多数取り扱う！  

6F 

3/3（金） ＃ワークマン女子 レディス・メンズ・キッズファッショ ン  カコクな365日を、ステキに変えるアウトドア・スポーツ・レインウェアの専門店が大型店と

して登場！ 
エリア初 

3/3（金） ワークマンシューズ シューズ 

3/3（金） ウィゴー ヴィンテージ メンズ・レディスファッション WEGO のルーツでもある古着に特化したショップが登場！  エリア初 

3/3（金） キャットカフェ モフ 猫カフェ 人懐っこい猫たちに癒される感動空間を提供！ 関 西 初 

3/3（金） ミオラボ ポップアップスペース 話題のコンテンツを次々に提供するポップアップショップが誕生！  

4/1（土） ジブリがいっぱい どんぐり共和国 キャラクター雑貨 スタジオジブリ作品のキャラクターグッズがいっぱい！店内では大きなトトロがお出迎えしています 。   

4/6（木） フラワーミッフィー 花雑貨・キャラクター雑貨・ドリンク ミッフィ ーの フラワ ーギフ トやオ リジナ ルグ ッズ等 の取り 扱いに 加え「 フラ ワーミ ッフィ ー ジュー スガ ーデン 」も併 設！  関 西 初 

２月下旬以降 ベイクアンドペコ カフェ・スイーツ 旬な季節のフルーツを使ったパフェやフレンチトーストなどSNS映えするメニューが話題！ エリア初 

3 月中旬以降 コスコスイーツファクトリー 洋菓子 クレープで人気の「コスコクレープ」から、スイーツ全般を扱う１号店が登場！ 全 国 初 

 西日本初お目見えとなる人気キャラクターショップにつきましては３月上旬予定の追加リリースにてお伝えしま す  

7F 
3/3（金） カスタネ レディスファッション アメリカンクラシックをベースとし、世代・性別を超えたリアルスタイルを提案！  

3/3（金） ピーク&パイン  メンズ＆レディス水着・ヨガウェア 2023 年新作水着・リゾートウェアが多数ラインアップ！  

8F 
2/22（水） it3OO 生活雑貨  海外の風を感じるハイセンスな雑貨たちが並ぶ世界と小さくつながるライフスタイルショップ ！  西日本初 

2/22（水） ディファレンス メンズ・レディスオーダースーツ専門 店  自由にお気に入りの一着をつくることができる、全く新しいオーダースーツブランド！ エリア初 

1 1 F  2/22（水） ボックス カフェアンドスペース コラボカフェ ユニークでエッジの効いたワンランク上の”キャラカフェ”！ エリア初 

プラザ館 

1F 4 月下旬以降 おめで鯛焼き本舗 鯛焼き 冷めてもおいしいふっくら仕立ての鯛焼き専門店が登場！ エリア初 

3F 

2/3（金） ラビレント インテリア・雑貨 トルコから直輸入した魅力的な商品を多数ご用意！ エリア初 

2/3（金） グイオ アクセサリー・ファッション雑貨 韓国で流行りの小物雑貨を取り扱うショップが登場！  エリア初 

3/3（金） ハニーズ レディスファッション トレンドからベーシックまでファッションをトータルで提案！  

3/3（金） ピーツー ドッグアンドキャット ペット用品 デザイン性に優れたわんちゃんとねこちゃんの為の商品を多数ご用意！ エリア初 

4F 

4 月下旬以降 酒場 てっぽう 居酒屋 梅田屈指の人気店「わすれな草」や「酒場やまと」を展開する「わすれな草グループ」の大衆酒場！   

4 月下旬以降 江戸前回転鮨 紀州弥一  回転寿司  和歌山県産の米、オリジナルの赤酢で仕上げる自慢の舎利が絶品の人気回転寿司店が登場！ エリア初 

4 月下旬以降 大同門 焼肉 大阪の食の歴史と文化を受けつぐ老舗焼肉レストラン【大同門】が登場！ エリア初 

4 月下旬以降 世界の山ちゃん  居酒屋 名古屋名物幻の手羽先が居酒屋業態として天王寺駅直上に登場！  エリア初 

 

《 移転・改装 店舗一覧 ： 18 店舗》 
館／フロア オープン 日  店名 カテゴリ 概要 詳細 

本館 

2F 2/22（水） ポール ＆ ジョー コスメ・雑貨 増床改装   

3F 

2/22（水） フィント＆アン アナザー アンジェラス レディスファッション 移転 本館 7Fから移転 

2/22（水） プレイグラウンド アクセサリー 移転 本館 1Fから移転 

2/22（水） ショーレイヤード フレグランス 移転 本館 6Fから移転 

4F 3/3（金） セリア 100 円ショップ 増床改装   

6F 
2/22（水） ポップマート アートトイ・雑貨 移転 本館 7Fから移転 

3/3（金） プラザ ライフスタイルストア 改装  

7F 

2/8（水） サラダボウル バッグ・ファッション雑貨 移転 本館 6Fから移転 

2/22（水） マジェスティックレゴン レディスファッション 移転 本館 6Fから移転 

2/22（水） セポ レディスファッション 移転 本館 6Fから移転 

3/3（金） ヘザー レディスファッション 移転 本館 6Fから移転 

8F 2/22（水） 新星堂 CD・DVD 改装  

10F 2/22（水） うどん 穂の香 うどん・そば 改装  

プラザ館 

２F 

2/1（水） アクト バッグ・ファッション雑貨 移転 同フロア内移転  

2/22（水） ズック ズッカ メンズ・レディスシューズ 移転 プラザ館3Fから移転 

3/17（金） スリーコインズプラス 生活雑貨  増床改装   

3F 2/3（金） コーテリ レディスファッション 移転 同フロア内移転  

4F 2/22（水） 牛たんと和牛焼き 青葉苑 牛たんと和牛焼き 改装  

※各店オープン日は予定となり変更になる場合がございます。 

※出店状況は常設店舗としての情報です。 
 

最新の各ショップ情報については下記リニューアル情報ページからご確認いただけます。 

特設ページ ： https://www.tennoji-mio.co.jp/newshop 


