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～今回新たにお知らせする情報～

1.  「あさ」の新しい形をご提案!大阪駅エリアの商業施設内ゾーンで最も早い、朝6:30からつぎつぎ

とお店がオープン!「エキマルシェ大阪改札口」も朝6:30からご利用でき、ますます便利に!

2. いつもの帰り道がマーケット!「よる」は、お仕事帰りに、食材から、サラダ、お惣菜、お弁当、

スイーツ、明日の朝ごはんまで短時間でお買い物。少人数でのお食事も。

3. 「いつも」毎日使えるお店が盛りだくさん、イートインで日常のワクワクドキドキを。スイーツ

ゾーン「スイーツマルシェ」、自由に使えるフリースペース「エキマルひろば」が登場。

4. お客様のスマートフォンで参加可能！非接触で参加できる「デジタルスタンプラリー」を開催。

5. 飲食店ゾーン(Ⅱ期)は、2022年秋に開業の予定から2022年夏に開業前倒し!

6. イラストレーターのユアさんが制作した、新しい「エキマルシェ大阪」ビジュアルを館内外に展開。

「おいしい通勤」を大阪駅からご提案 !
「あさ」「よる」「いつも」使える、食のバラエティパーク

エキマルシェ大阪 第Ⅰ期リニューアル いよいよ10月26日（火）オープン!!
さらに、第Ⅱ期リニューアルは2022年夏に開業前倒しが決定!

JR大阪駅桜橋口すぐの駅ナカ商業施設「エキマルシェ大阪」(開発運営：株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット)
は、2021年10月26日（火）に、第Ⅰ期リニューアルエリアを開業いたします。
毎日をもっと楽しく、「おいしい通勤」を大阪駅からご提案する「エキマルシェ大阪」の概要をお知らせするとともに、開業
キャンペーン「デジタルスタンプラリー」の開催や、第Ⅱ期開業の前倒しについて、ご案内いたします。

お惣菜・デリカのエリア フリースペース「エキマルひろば」スイーツゾーン「スイーツマルシェ」

■今回のリニューアルのポイント

毎日をもっと楽しく「おいしい通勤」を大阪駅からご提案。食のテイクアウトショップを中心としたバラエティ豊かな26店舗の
食のゾーンが新たに開業。※26店舗の詳細は2021年7月19日に発表しております。

※掲載画像は全てイメージです。

■イメージパース



早朝～深夜まで利用可能な
館内通路（6:30～23:30）

西梅田方面

北新地方面
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１ 「おいしい通勤」を大阪駅からご提案！「あさ」「よる」「いつも」のご利用

コロナ禍において生活様式が大きく変化している社会情勢を踏まえ、新しい「あさ」の過ごし方をご提案。

ＪＲ線を降りてすぐ、便利な「エキマルシェ大阪改札口」からの館内通路を6:30～23:30までご利用いただけるようにし、

コンビニエンスストア、お惣菜店舗、ナチュラルスーパーマーケットなどでおいしい軽食やお飲み物、日用品、今すぐ必要

なものを早朝からご購入いただけます。館内中央に設置するフリースペース「エキマルひろば」や、女性用化粧室も朝6:30

からご利用いただけます。忙しい朝にも、ゆっくりしたい朝にも、通勤の通り道としてご利用下さい。

⑥ タイ料理 チャンロイ
⑦ VEGEFRUmarket
⑧ 舞昆のこうはら

⑤ STATION WINERY
by SHIDAX 

⑨BIO-RAL

 時差通勤で生まれた朝の時間、ちょっとよりみちをして

モーニング。

 仕事モードに切り替える朝のコーヒーやスカッシュ。

 飲料、軽食、菓子など仕事時間の必需品。

 朝ごはん・ランチのお弁当やお惣菜。

 栄養バランスを考え、サラダや健康志向な食品を。

 契約農家の新鮮野菜を使ったお惣菜。

 朝仕入れた新鮮青果の購入。

 朝からワインが飲める、エキナカ醸造ワインを楽しめる

ワイナリー。

 フリースペース「エキマルひろば」でほっと一息。

■早朝営業店舗位置図

■10月26日（火）に開業する早朝営業店舗のご紹介

■リニューアル後も引き続き利用可能な早朝営業店舗

■「あさ」ご利用イメージ

「あさ」の新しい形をご提案！大阪駅エリアの商業施設内ゾーンで最も早い、朝6:30からつぎつ

ぎとお店がオープン!「エキマルシェ大阪改札口」も朝6:30からご利用でき、ますます便利に!

⑩ ⑪ ⑫ ⑬

※掲載画像は全てイメージです。
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② 3＆ サンドとスカッシュ ③ 今日のごはん 和saiの国 ④ With Green/With CAFE① セブン‐イレブン ハートイン

…イートイン実施店舗

6:30～ 8:00～ 8:00～ 8:00～

■その他店舗

7:30～ 8:00～ 9:00～

7:00～ 7:00～ 7:30～ 8:00～(平日) 



コロナ禍において、特に、お客様の「よる」の「食」スタイルやニーズが大きく変化しています。これにお応えできるよう、

ご自宅のキッチンまで「エキマルシェ大阪改札口」を通り、電車ですぐに向かえる立地特性を活かし、新鮮な野菜や果物、

豊富な食材、サラダ、お弁当、スイーツ、冷凍食品などをお買い求めいただけるお店をすべてワンフロアに展開。スーパー

マーケットやコンビニエンスストアを「エキマルシェ大阪改札口」付近に配置し、幅広いテイクアウト食品のお買い物にご

利用いただけます。さらに、短い時間に、おひとりでもイートインやお酒を楽しめるお店が揃います。

① ジュピター

 帰りの電車の待ち時間を有効に活用して、食材やお惣菜をお買い物。

そのまま「エキマルシェ大阪改札口」からご自宅のキッチンへ。

 最寄り駅のお店では買えない一品を、おいしい夕食をご自宅で。

 ナチュラルスーパーマーケットでこだわりの品を。ヘルシーライフの

お手伝い。

 グロッサリーでは、オーガニック食品、輸入食品、コーヒー豆など、

豊富な品揃えの中から、とびきり欲しいものをチョイス。

 イートインで夜ごはん、レストランでほろ酔い気分をおひとりでも。

 夜の遅い時間にも開いているお店で、買い忘れたものを。

《Ⅱ期オープン後》

 ディナーに、おひとりでも、少人数でも、グループでも、お酒と料理

を楽しめる飲食店ゾーンがオープン（7ページ参照）

② BIO-RAL

■10月26日（火）に開業する「よる」におすすめの店舗のご紹介

③ 健康咲かせる手づくり惣菜 咲菜 ④ VEGEFRU market

■「よる」のご利用イメージ

⑥ STATION WINERY by SHIDAX 

■リニューアル後も引き続きご利用いただける「よる」におすすめの店舗

■第Ⅱ期リニューアルで飲食店ゾーンが開業予定（7ページ参照）

⑤ タイ料理 チャンロイ ⑦ とんかつ さくら亭 ⑧ セブン‐イレブン ハートイン

エキマルシェ大阪改札口：ここから電車で、そのままご自宅へ

ご自宅のキッチンが大阪駅に！「よる」はお仕事帰りに、食材からおかず、サラダ、お惣菜、
スイーツ、明日の朝ごはんまで短時間でお買い物。少人数でのお食事も。

※掲載画像は全てイメージです。
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…イートイン実施店舗



お仕事の昼休みに、休日のお買い物途中に、食品をテイクアウト・イートインできるお店が充実、ご利用シーンや、その日の
気分にあわせて、選べるランチタイムをご提供します。おひとりや少人数でも利用しやすい店内でゆったり過ごすもよし、テ
イクアウトで自由に組み合わせるもよし。いつでもどこでも美味しいひとときをご提案します。隙間時間にご利用いただける
便利なサービス店舗も。

⑤ ビフテキ重・肉飯
ロマン亭

④ FAR EAST BAZAAR③ いっぴんさん。

■10月26日（火）に開業する個性豊かな店舗のご紹介

⑦ coca ⑧ メガネスーパー

エキマルシェ大阪に新しくスイーツの６店舗で構成される店

舗ゾーン「SWEETS MARCHE（スイーツ マルシェ）」が

オープン。各店舗のシンボリックな内装と演出でお客様をお

迎えします。

ロゴマーク イメージパース

① TEA18 ④ COUTURE FUKUIDO
TOKYO

③ AKITO ⑥ 浪芳庵⑤ 立町カヌレOSA② SN.Parallel
Produced by 

Seiichiro,NISHIZONO

■リニューアル後も引き続きご利用いただける個性豊かなおすすめの店舗

⑨ JTB

② すしdeli Chotto① 第一楼

⑥ 舞昆のこうはら

「いつも」毎日使えるお店で、イートインで日常のワクワクドキドキを。新しくできるスイーツゾーン「スイーツマ
ルシェ」、自由に使える便利なフリースペース「エキマルひろば」が登場。お昼の隙間時間に便利なお店も。

■「スイーツマルシェ」の誕生

…イートイン実施店舗

※掲載画像は全てイメージです。
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館内中央に、フリースペースを新設。テーブルや椅子を配置

し、電車の待ち時間や待ち合わせ、休憩でのご利用、館内店

舗でお買い上げの商品のお召し上がり、また、各種イベント

実施などを行うスペースとして誕生。お客様に広く親しんで

いただくために「エキマルひろば」と名付けました。お客様

のご利用シーンに合わせて自由にご利用いただけます。

ロゴマーク

イメージパース:ご利用いただけるスペース(約60席)

※「エキマルひろば」ご利用時の注意事項
・館外でご購入された商品のご飲食・ご利用はご遠慮下さい。
・長時間のご利用はご遠慮ください。
・譲りあってきれいにご利用ください。
・自治体からの要請等に伴い、ご利用席数を変更する場合がございます。

■フリースペース「エキマルひろば」

2 エキマルシェ大阪店舗 マップ 《2021年10月26日時点予定》

※掲載画像は全てイメージです。
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マップ番号 店舗名 業種 営業時間

F18 de tout Painduce（デトゥット パンデュース） ブーランジェリー 7:30～22:00

G01 エキドンキ ディスカウントバラエティショップ 7:00～23:00

G04 iicot（イイコット） コスメ・アクセサリー・服飾雑貨 10:00～22:00

R01 スターバックス コーヒー スペシャルティ コーヒーストア 7:00～23:00

R02 昼酒場こみち（ヒルサカバコミチ） 居酒屋
11:00～23:00
（L.O.22:30）

R03 博多一幸舎（ハカタイッコウシャ） 博多ラーメン
10:30～23:00
（L.O.22:30）

R04 牛たん炭焼 利久（ギュウタンスミヤキ リキュウ） 牛たん専門店
11:00～23:00
（L.O.22:30）

R05 博多もつ鍋やまや（ハカタモツナベヤマヤ） 郷土料理
ランチ：11：00～15：00(L.O.14:00)
ディナー：17：00～23：00(L.O.フード22:00ドリンク22：30)

R06 回転寿司がんこ（カイテンズシガンコ） 回転寿司
11:00～23:00
（L.O.22:30）

R07 上海バール（シャンハイバール） 中華バール
11:00～23:00
（L.O.お食事22:15、ドリンク22:30）

R08 こなな（コナナ） カフェ＆パスタ
11:00～23:00
（L.O.お食事22:00、ドリンク22:30）

S01 Dream Shop（ドリームショップ） 宝くじ
平日8:00～19:00
土日祝：11:00～19:00

S03 ACCEA（アクセア） オフィスサポートビジネス
平日 8:00～22:00
土日祝 10:00～20:00

S03 セブン銀行ATM（セブンギンコウエーティーエム） 銀行ATM
平日 8:00～22:00
土日祝 10:00～20:00
※ACCEAに準ずる

S03 タイムズカー無人入金機（タイムズカームジンニュウカイキ） カーシェアリングサービス
平日 8:00～22:00
土日祝 10:00～20:00
※ACCEAに準ずる

S04 ゆうちょ銀行ATM（ユウチョギンコウエーティーエム） 銀行ATM
月～土 7：00～23：00
日・祝 7：00～21：00

※自治体からの要請等に伴い、営業時間を変更する場合がございます。

マップ番号 店舗名 業種 営業時間 初出店 イートイン併設店

F01 TEA18（ティーエイティーン） ﾀﾋﾟｵｶﾄﾞﾘﾝｸ、台湾茶、洋菓子 11:00～22:00 新業態 イートイン併設

F02
COUTURE FUKUIDO TOKYO
（クチュール フクイドウ トウキョウ）

和菓子、洋菓子 11:00～22:00 関西初出店

F03 AKITO（アキト） 洋菓子 11:00～22:00 大阪初出店

F04 立町カヌレ OSA（タテマチカヌレ オオサカ） 洋菓子 11:00～22:00 関西初出店

F05
SN.Parallel Produced by Seiichiro,NISHIZONO
（エスエヌパラレル プロデュースドﾊﾞｲ セイイチロウニシゾノ）

洋菓子 11:00～22:00 新業態

F06 浪芳庵（ナミヨシアン） 和菓子 11:00～22:00 リニューアル

F07 ジュピター コーヒー、グロッサリー 11:00～22:00 大阪駅エリア初出店

F08 すしdeli Chotto（スシデリ チョット） 寿司 10:00～22:00 新業態

F09 タイ料理 チャンロイ タイ惣菜 8:00～22:00 リニューアル

F10 第一楼（ダイイチロウ） 中華総菜 10:00～22:00 リニューアル

F11 ３& サンドとスカッシュ（サンドトスカッシュ） 創作パンと発酵飲料
8:00～22:00
（L.O.21:30）

関西初出店 イートイン併設

F12 FAR EAST BAZAAR（ファーイーストバザール） カフェ・グロッサリー
10:00～22:00
（L.O.21:30）

リニューアル イートイン併設

F13 今日のごはん 和saiの国（キョウノゴハン ワサイノクニ） 和洋惣菜 8:00～22:00 リニューアル

F14 舞昆のこうはら（マイコンノコウハラ） 塩昆布風発酵食品 8:00～22:00 リニューアル

F15 VEGEFRUmarket（ベジフルマーケット） 野菜・果物・サラダ・デリカ 8:00～22:00 リニューアル

F16
健康咲かせる手づくり惣菜 咲菜
（ケンコウサカセルテヅクリソウザイ サカナ）

惣菜 10:00～22:00 リニューアル

F17 BIO-RAL（ビオラル） ナチュラルスーパーマーケット 9:00～22:00 駅ナカ初出店

F19 いっぴんさん。（イッピンサン。） お酒、おつまみ、お土産 11:00～22:00 ＪＲ西日本駅ナカ初出店

R09
STATION WINERY by SHIDAX
（ステーションワイナリーバイシダックス）

カフェ・レストラン
7:30～23:00
（L.O.お食事22:15、
ドリンク22:30）

新業態 イートイン併設

R10 とんかつ さくら亭（トンカツ サクラテイ） とんかつ
10:00～22:00
（L.O.21:30）

大阪駅エリア初出店 イートイン併設

R11
ビフテキ重・肉飯 ロマン亭
（ビフテキジュウ・ニクメシ ロマンテイ）

肉料理、肉惣菜、食物販
10:00～22:00
（L.O.21:30）

リニューアル イートイン併設

R12 With Green/With CAFÉ（ウィズグリーン/ウィズカフェ） サラダボウル専門店/カフェ 8:00～22:00 新業態 イートイン併設

G02 セブン - イレブン ハートイン コンビニエンスストア 6:30～23:30 大阪駅構内最大

G03 coca（コカ） レディスアパレル 11:00～22:00 大阪駅エリア初出店

G05 メガネスーパー めがね 11:00～22:00 リニューアル

S02 JTB 旅行代理店 11:00～19:00 リニューアル

■新規開業店舗一覧

■営業中店舗一覧

※掲載画像は全てイメージです。
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３ お客様のスマートフォンで参加！非接触で参加できる「デジタルスタンプラリー」開催

A賞 エキマルシェ大阪 お買い物券 10,000円分 15名様

B賞 エキマルシェ大阪 お買い物券 3,000円分 30名様

C賞 エキマルシェ大阪 オリジナルエコバック 1,500名様

D賞 エキマルシェ大阪 除菌アルコールウェットティッシュorコンパクトミラー 9,000名様

A～B賞
エキマルシェ大阪お買い物券

見本

第Ⅱ期開業の飲食店ゾーンは、当初予定から前倒し

し2022年夏の開業を目指し準備を進めております。

また、ゾーンの名称を「KITCHEN MARCHE（キッ

チンマルシェ）」とすることを決定いたしました。

朝食から、ランチ、ディナーまでお楽しみいただけ

るゾーンです。詳細は2022年春頃に発表いたします

ので、どうぞご期待下さい。

ロゴマーク

イメージパース

４ 第Ⅱ期リニューアルゾーンの開業時期前倒し

※掲載画像は全てイメージです。
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2021年10月26日（火）～11月9日（火）までの15日間、お客様のスマートフォンで気軽にご参加いただける「リニューアル
記念 デジタルスタンプラリー」を開催します。館内１店舗でのお買い上げ500円（税込）で、デジタルスタンプを１つプレ
セント。スタンプを３つ集める都度、抽選にご参加いただけます。抽選で豪華景品が当たります。

■景品

５ イラストレーターのユアさんが制作したビジュアル展開

ユアさんプロフィール

神奈川県在住。長い間趣味で創作活動を行う中、

2018年頃からイラストレーターとして活動開始。独

自のキャラクター表現、シンプルで整ったライン、

心地の良い配色を得意とする。今っぽさの中にもど

こか懐かしさも感じさせるイラストが特徴。

「エキマルシェ大阪」リニューアルに斬新で新しいけどちょっと、懐かしいイラストを得意とする、ユアさんが手掛ける
ビジュアルを展開。エキマルシェ大阪の館内外の装飾や、特設ホームページ、駅構内のポスターなどに、ユアさんが制作し
たイラストをふんだんに使ったビジュアルを展開します。

D賞
オリジナル除菌シート

Ｃ賞
オリジナルエコバック

D賞
オリジナルミラー



７ エキマルシェについて

【JR新大阪駅在来線改札内】
2015年3月4日開業。「～さっと立ち寄り15分でプチ満足～」
をコンセプトとした在来線改札内の商業施設。大阪・関西なら
ではのお土産を買えるお店や、おすすめのグルメ・ランチをお
楽しみいただけるレストラン、おひとりでも気軽に入れるテイ
クアウト＆イートインのお店などが３７店舗と銀行ATMがあり、
どなたにもお買い物とお食事をお楽しみいただけます。

【JR宝塚駅構内】
2010年3月8日開業。「Transit Terrace気ままに楽しめる

第3の場所、もうひとつの時間」をコンセプトに、食品スー
パーマーケットを核とし、カフェや服飾雑貨、クリーニング、
リペアなどの利便性の高い5店舗と銀行ATMが揃う施設です。

ジェイアール西日本デイリーサービスネットが展開する、駅ナカ商業施設。「ほんのちょっとの幸せを、毎日お届けす
る」を事業理念に、エキマルシェ大阪の他に、JR西日本の駅構内で、２施設を展開しております。

【JR新大阪駅在来線東改札外】
2021年3月16日にオープンした在来線東改札外に食物販及
び飲食を中心とした11店舗で構成される新エリアです。新
大阪駅を日常的に利用される通勤・通学のお客様が利用しや
すいお弁当やベーカリー、スイーツ等の物販店舗やおひとり
さまやお急ぎのお客様でも気軽にお立ち寄りいただけるフー
ドコート「エキマルキッチン」が誕生しました。

※掲載画像は全てイメージです。
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■エキマルシェ新大阪

６ エキマルシェ大阪施設概要

名 称：エキマルシェ大阪
所在地：〒５３０ー０００１ 大阪市北区梅田３－１－１
開業日：２０２１年１０月２６日（第Ⅰ期リニューアル開業）
休館日：不定休
店舗数：３９店舗（第Ⅰ期リニューアル開業時。営業中店舗含む。ATMは含まない）
規 模：第Ⅰ期リニューアル開業時‥延床面積約6,300㎡ 店舗面積約5,000㎡

第Ⅱ期リニューアル開業時‥延床面積約7,500㎡ 店舗面積約6,000㎡

■エキマルシェ新大阪Sotoe（ソトエ）

■エキマルシェ宝塚


