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開放的な空間の中で、集い、繋がり、広がる、まったく新しい食体験をお届け。

情熱あふれる食のプロ＝スーパープレゼンターが毎週登場し、
その食に強いこだわりを持つ“神”の視点で、新たな食の出会いを提案します。

オンライン型コンテンツを
発信！OMOビッグモニター
生産地とオンラインでつなぐ交流会
や、遠隔地のシェフによる料理教室
などのイベント他、“お家で失敗しな
いお好み焼き講座”“コーヒーの達
人による淹れ方講座”など催事と連
動した映像コンテンツも発信。

環境社会をリードする
サステナブルな売場什器
廃材を美しい家具や什器に再生
させる家具メーカー「パレットハ
ウスジャパン」さん（東大阪市）が、
食祭テラスの売場什器の製作を
担当。廃材をアップサイクルした
こだわり什器も見どころです。

食祭テラス

ここにも注目!

1F

話題の作り手たちが紡ぐ
『和菓子のミライ』

旬の食材にこだわるフルーツ餅や老舗和菓

子屋が自慢のあんで作るパン、進化系おは

ぎなど、現代のライフスタイルにフィットする

和菓子が一堂に。発酵あんこ作りワー

クショップなど参加型イベントも多彩に。

『阪神のお好み焼きだよ!
広島VS大阪』

日本コナモン協会会長・熊谷さんとハマるお

好み焼きの世界。広島、大阪が誇るお好み焼

きの名店の味を特集。オタフクソースのお好

み焼きマイスター登場講座など、お好み焼

きの深い魅力を堪能できるイベントも。

日本のシードル伝道師と
『阪神シードルトラベル』

クラフトブームを背景に人気急上昇中のり

んごのお酒“シードル”。低アルコールで女性

や若者に支持されています。世界各国の個性

豊かなシードルと共に郷土グルメをご紹介

するなど、旅するように楽しめる6日間です。

新しい食との出会いを発信！

食祭テラスナビゲーター
その正体は個性豊かな13人

のバイヤーたち。担当イベン

トの裏側を余すところなく

週替りでお届けします。

神出鬼没の
サブカル仙人
ハジメちゃん

ひとあじ違う
文化男子
 ヨッシー

目指すは
阪神一の筋肉番長

リョータ

クールな
理論派
Ｓaya

人情味あふれる
愛されキャラ
オータさん

食祭テラスの
総支配人
サギヤ

冷静沈着な
万能プレーヤー
ミヤっち

食祭テラス随一の
アイデアマン
ウリュウちゃん

食べ歩き大好きな
なごみ系
ユカちゃん

経験豊富な
仕事人
タジマさん

さわやか笑顔の
がんばり屋
アイちゃん

広いココロと
深い見識

ダンディータンノ

無類の
甘いもん好き
スガノ

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

Instagram

10/15(金)→18(月) 10/20(水)→25(月) 10/27(水)→11/1(月)

〈今後の予定〉
10/8(金)-13(水)

11/3(水・祝)-8(月)

11/10(水)-15(月)

11/17(水)-21(日)

11/23(火・祝)-29(月) 

12/1(水)-6(月)

12/8(水)-13(月)

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーターが登場
『HANSHIN NAVIGATOR’S GARDEN @ 食祭テラス』

日本の畜産を応援するWEBマガジン“どっこいしょニッポン”を迎えて
『牧場北海道』

全国からサードウェーブ系コーヒーショップが食祭テラスに
『Good Coffee Fest ＠ HANSHIN2021』

肉の楽しみ方を探求する人気店を迎えて
『阪神の肉とワインとジビエ』

幻のお弁当“chioben”を作る料理人、山本千織さんを迎えて
『#本日のおべんとう』

日本唐揚協会の八木さんを迎えて『阪神からあげファン感謝祭』

地元に愛される関西の名店マスターたちを迎えて『純喫茶ハンシン』

※変更になる場合がございます。



PAN
WORLD SHOKUSAI  

OYATSU
WORLD

TEA & COFFEE
WORLD

365日
パンフェスタ！！

⚠
こだわり強

わたしに
おやつ

各界の”神”を主役に、
週替わりで新たな食の話題を提供。
食祭テラス

思わず欲しくなるクッキー缶を集積
ぎっしり詰まったクッキーにかわいい缶。

自分用にもギフトにもおすすめのクッキー缶を

約20アイテム取り揃えました。
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全国からおやつ好きが集まる、おやつの聖地。

「毎日手に取ってもらえる買いやすさ」「好きなものを選ぶ楽しみ」を大切に、
約230㎡の売場に約700種類のおやつをご用意しています。

おやつ テラス1F

圧倒的な品揃え
「おやつのひきだし」
北海道から沖縄まで47都道府県のおやつを集積。

誰もが知っている銘菓から、まだ全国区になって

いない街で人気のおやつまで、日本各地のおやつが

登場。気になるおやつをお試しいただきやすいよう

単品アイテムが充実。たくさんのおやつの中から

お気に入りのおいしさを見つけてください。

人気のお店をイートインスタイルで「OYATSU-はなれ-」
街で人気のお店、おやつが期間限定で登場。大阪初出店のお店も続々出店予定。

10/8(金)→19(火) 「和栗専門 紗織」モンブラン

10/20(水)→11/2(火)「あら、りんご。」焼きりんご （どちらも大阪初出店）

工場見学でおやつの裏側

を勉強したり、フォロワー

の方々が考案したレシピで

おやつを作ったり、とにか

くおやつが大好きです。

おやつ好きフォロワー増加中！

おやつナビゲーター 腰前

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

TwitterInstagram

OYATSU EVENT 1
日本各地のおやつを実演調理で提供。

「見て楽しい、食べておいしい」を

体験できる、出来立てにこだわった

イベントコーナー。

名古屋・芋菓子「吉芋」

OYATSU EVENT2
全国からおやつに携わる人を招聘し

商品の魅力や背景を発信。つくり手や

新しいおやつとの出会いが体験

できるイベントコーナー。

芦屋・焼菓子「ガトージュジュ」
10/8(金)→12(火) 10/8(金)→12(火)

こしまえ
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365日パンでしあわせ♪

いつ来ても新しい発見がある、最高のパンに出会える！
お客さまがパン選びを楽しみに、毎日通いたくなる売場を目指します。

パン  テラス1F

岩城おすすめの食レポート“パン日記”

や人気店への取材など、パンへの愛が

詰まった情報をお届けしています。

パン愛が止まらない！

パンナビゲーター
岩城

パンの新たな魅力を発信。

“クロワッサン”
ナビゲーター 
北代

“あんぱん”
ナビゲーター 
鷺阪

“カレーパン”
ナビゲーター 
平岡

“おかずパン”
ナビゲーター 
木綿

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

「ザ・スタンダード ベイカーズ」関西初登場！
北海道十勝の大自然で育てられた国産小麦「ゆめちから」のブレ

ンド粉をメインに使用した、本格ベーカリー。新商品のカレーパ

ンも登場予定。

パンシェルジュ榎友寿さんセレクト「パントタビスル」
本当においしいパンを多くの人に伝えたい思いから始めたパンの

セレクトショップ「パントタビスル」。パンのプロが選りすぐったお

いしさ、日替りで入荷します。

〇〇パンがもっと好きになる！
『パンセレクト』

2週間ごとに違うテーマで、約20の〇〇

パンが登場。オープンの10月８日(金)から

は“あんぱん”を特集。以降は“カレーパン”

“クロワッサン”“りんごパン”と続いていき

ます。食べ比べてお好みの味を見つけてく

ださい。

約100種類に拡充した
『食パンセレクト』

大好評の『食パンセレクト』がさらにパワー

アップして、毎日約30種類が到着。京阪神

で人気の食パン専門店やベーカリーから、

合計約100種類の食パンが登場。毎朝の

楽しみが、ますます広がります。

阪神梅田本店建て替え先行オープンに
あわせて誕生した新ブランド
「パンヲユメミル」

和泉市「パン工房フルニエ」坂田シェフ、大阪市

「ROUTE271」船井シェフ、神戸市「MAISON 

MURATA」村田シェフ。この関西ベーカリー

界を代表する3人のシェフがタッグを組んだ

新ブランドがデビュー。看板商品チャバタや

クロワッサンなど、どれも絶品です。
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5つの名店から、豊かなお茶時間、おうち時間をご提案します。

国内外を問わず、日本茶、紅茶、コーヒーの名店と食のセレクトショップを取り揃えたワールド。
お好みの味わいや楽しむシチュエーションなど、専門スタッフにご相談いただけます。

日本茶・ティー・コーヒー・専門店ワールド1F

京都に本店を構える日本茶の老舗
「一保堂茶舗」

創業1717年。扱うお茶は抹茶・玉露・煎茶・番茶の4種約30銘柄。

良質な茶葉を厳選し、合組（ごうぐみ・ブレンド）することでそれぞ

れの個性を持つお茶を仕上げます。より便利にお使いいただける

ように、テイクアウトカウンターを併設した百貨店初業態。

芦屋の食のセレクトショップ『グランドフードホール』から
「グランドフードホールＭＩＮＩ」が登場
芦屋に本店がある食のセレクトショップ『グランドフードホール』が、パンに合う

食材をはじめ、デイリーユースから手土産にも使える美味しくて身体に優しい

アイテムをセレクト。定番のピーナッツバター、アーモンドバターはその場で挽き

たてをご購入いただけます。

大阪のコーヒーロースターとして評判を呼ぶ
「TASHIRO COFFEE ROASTERS」

昭和8年に創業したスペシャルティコーヒー専門店。フェアトレード

の精神をモットーに、世界のコーヒー産地に直接出向き現地の

農園から納得のいくものを買い付けています。コーヒービーンズは

もちろん、テイクアウトドリンクやコーヒーソフトクリームもご用意。

世界初の常設ショップがオープン！
英国の老舗紅茶商「リントンズ」

1907年創業の「リントンズ」。英国老舗の紅茶商として、熟練の

ティーブレンダーによる高品質な茶葉を鮮度の高いままお届け。

本場で110年以上愛され続けている“英国人の定番紅茶”です。

世界初のティースタンド併設の常設ショップが誕生します。

シンガポールで創業した世界屈指の
ティーブランド「TWG Tea」

紅茶をはじめ、緑茶、白茶、烏龍茶、ルイボスティー、オリジナル

ブレンドティーなど美食家に愛される「TWG Tea」コレクションから

約１８０種類をご用意しています。世界中の産地から調達した

個性豊かなおいしさをお届けする、待望の西日本初出店です。
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クリエイターのアイデアや丁寧な手仕事に触発される。

次世代クリエイターによる唯一無二のものづくりに出会えるスペースや
サステナブルに着眼した梅田初のショップなど、新たに15ショップが登場します。

アクセサリー・雑貨ワールド2F

次世代クリエイターの創作活動を応援
「クリエイターズヴィレッジ」

次世代クリエイターによる独創的な雑貨イベントや、150万店が

利用するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」の関西初

リアル店舗「THE BASE MARKET」も出店し、彼らの才能を盛り

上げていく場として誕生。作り手の思いに触れる体験会も。
〈オープン企画〉　　　　　　　　　　　
廃棄ダンボールをアート作品にする、ダンボールアーティスト島津冬樹さん制作の
売場什器やウォールアートは必見。廃棄ダンボールは地元企業さまからの協力。

“こんなアクセサリーがほしかった”を叶える
「ビスポークサロン」

常駐するクラフトマンがその場でリメイクやオーダーを承る『ス

トーリーラボ』では、お客さま参加型の一緒に作れるワークショッ

プを開催。独自のクリエイションで活躍するクリエイターのイベン

トやジュエリーを専門に学ぶ学生や卒業生を応援する取り組みも。
〈オープン企画〉　　　　　　　　　　　　　
伝統工芸士の大寄智彦氏による宝石の研磨体験や、（株）ストーリーのオーナー余嶋
哲治氏による「ジュエリーの魅力と新しい価値」がテーマのワークイベントなども。 

関西初の常設ショップ「エコアルフ」と
サステナブルイベントを開催

クラフトビールをエコカップ「森のタンブラー」で味わう「UPCYCLE 

B」イベントや、こどもの貧困問題と向き合う社会活動家・竹中俊さ

ん、画家・玄(GEN)さん、写真家・映像クリ

エイター・Atsushi Kishimotoさんの3名

のクリエイターと一緒にサステナブルを考

える体感イベントも予定しています。

気づきの輪をもっと身近に
「エシカルコンビニ」

自分の手の届く範囲がエシカルでサステナブルな世界になるこ

と。日用品からファッションまで、いままで以上にもっと身近にエ

シカルを感じていただけるショップが

オープン。



気分をアゲてくれる
"PINK"なフラワーショップ

青山フラワーマーケットの新業態「Pink by Aoyama Flower 

Market」１号店は、ピンクの花やアクセサリー、雑貨など、ピンク

で埋め尽くされた新コンセプトショップ。

東京・恵比寿のジュエリーブランド
「パーセル ジュエリー」が梅田初出店

個性豊かな宝石をいかし、古き良き時代の技術を大切に継承しなが

ら、職人の手仕事で仕立てています。いつまでもお客さまの人生に寄

り添う、特別なジュエリーとして長く愛されることを目指しています。

福井・鯖江より梅田の百貨店初登場
「金子眼鏡店」

昭和33(1958)年に眼鏡産地・福井県鯖江市に創業。鯖江の自社

工場で製造される日本製のアイウエアを、職人の情熱やこだわり

のストーリーとともにお届けいたします。

東京・清澄白河に本店がある
セレクトショップが大阪初登場

「L＆HARMONY」
2018年に東京の下町、清澄白河に第一号店をオープン。職人技

術を感じられるクラフトスニーカーをはじめ、毎日の生活を彩るラ

イフスタイル雑貨を展開。

クリエイターのアイデアや丁寧な手仕事に触発される。

アクセサリー・雑貨ワールド2F
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おすすめのアクセサ

リーやヘア小物、雑貨

などを使ったコーディ

ネートをお届け。ココ

ロときめく選択で女子

力UP！をナビゲート。

靴下を愛してやまない

方の拠り所になりたい。

靴下カナコと植田があ

なたの知らない靴下の

世界へナビゲート。

自分らしくエシカルなモ

ノやコトを取り入れた暮

らしをご紹介。未来の幸

せのための楽しい新習

慣をナビゲート。

女子力UPを応援！

「シーズン・ギフト雑貨マルシェ」
ナビゲーター osato

森下 植田

NO SOCKS, NO LIFE!

「くつした時間」
靴下ナビゲーター 

できることから少しずつ

「シーズン・ギフト雑貨マルシェ」
エシカルナビゲーター 武野

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター



代表ブランド
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なりたいキレイ・知りたいキレイに出会う、体験できる！

化粧品ワールド2F

話題のK-コスメやプチプラコスメを
デパコス環境で試せる『C.CUBE』メイクゾーン
最旬メイクが楽しめるK-コスメ（韓国コスメ）ゾーンにはビュー

ティツールが人気の「OLIVE YOUNG」が登場。ほとんどのプチプ

ラメイク商品を自由に試していただけるビューティドレッサーも特

設します。

メイクとアイスをこよなく愛す

『C.CUBE』の末っ子的存在。カラー

メイクやアイラインをポイントに遊

ぶメイクが得意。

メイクの旬をキャッチする

『C.CUBE』
ナビゲーター 三谷

ツヤツヤ髪になるために毎日のブ

ラッシングは欠かしません。身体に

良いものを取りいれ、若々しくいる

ために日々奮闘中。　

美髪を追求する

『C.CUBE』
ナビゲーター 宮本

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

｢雪肌精｣
植物・食物・大地など地

球から届いた成分を科

学し、環境変化に負けな

い透明感のある肌へ導

くスキンケアブランド。

雪肌精最高峰シリーズ

『みやび』からスペシャ

ルな阪神梅田本店限定

キットも登場します。

｢アテニア｣
女性の本音に寄り添

い、長年のエイジング

ケア研究力と、常識に

とらわれない新しい発

想のスキンケアブラン

ド。10/8（金）から19

（火）までビューティ

イベントスペースでお

披露目。限定キットも

登場。　

｢レイヤード
フレグランス｣
香りを楽しみつくすと

いう発想から誕生した

“香りをレイヤードす

る”新しいフレグラン

スの使い方を提案。空

間用の香りなども多数

ご用意。お買上げでカ

プセルトイのワクワク

感あるプレゼントも。

11/11（木）
OPEN

10/28（木）
OPEN

10/28（木）
OPEN

10/21（木）
OPEN

9/23（木・祝）
OPEN

スキンケアやメイクアイテムだけでなく、美容家電、化粧雑貨など、多岐にわたる美容の関心事を軸にした
「C.CUBE」をはじめ、国内外の実力派28ブランドもこのワールドに。

シーキューブ

最新テクノロジーを体験できる
『C.CUBE』スキンケアゾーン

独自のAI肌測定とアンケートから、今必要なスキンケア成分を選定し、

あなたに合うタイプをオーダーできる「Lu.Lu.sui」唯一のリアルショッ

プが登場。ほかにも、通常は医療機関のみで販売しているドクターズス

キンケアやサプリメントも揃えてコスメマニアの心をしっかり掴みます。

シーキューブ シーキューブ

ル ル ス イ
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グローバルからジャパンローカルまで幅広いナチュラル＆オーガニックビューティを発信。

“心地よく穏やかに、健やかに美しく”をテーマに、「ビープル by コスメキッチン」「アムリターラ」
「アヴェダ」「エトヴォス」「オサジ」などNEW OPENを含む11ショップ。

ウエルネスビューティワールド3F

｢オサジ｣
健やかで穏やかな生活のエッセ

ンスを提案するスキンケアブラ

ンド。今回オープン記念として阪

神限定ハンドクリームも展開し

ます。お買上げ特典プレゼントな

どもご用意しています。

｢エトヴォス｣
皮膚科学に基づいたナチュラル

サイエンスなスキンケアと、天然

鉱物生まれの軽い着け心地のミ

ネラルメイクが評判。オープン記

念のキットやメイクアップアー

ティストの来店も注目です。

代表商品ブランド

自主編集『ナチュラリズム』
ジャパンローカルビューティブランド代表

「BOTANICANON」
鹿児島の過疎地域で、廃校になった小学校を化粧品工場に再生。

農家や自治体と協力しながら、原料づくりから製品までを一貫生

産したコスメはとにかくパワフル！ホーリーバジルなど日本では珍

しいハーブを使ったコスメが特徴的。

自主編集『ナチュラリズム』
ジャパンローカルビューティブランド代表

「ANDIZUMO」
古代から受け継がれる知恵と伝統を大切にしながら、島根県出雲

近郊の原材料を使って生産者さんと大切に生み出した今注目のブ

ランド。除光液いらずの爪に優しい水性ネイルや、新月の日に汲ん

だ海水から昔ながらの製法で作る塩を使ったお浄めアロマミスト

などが揃います。

オーガニックやナチュラルコスメが

揃う『ナチュラリズム』担当。特技は

習字、コスメの素晴らしさを伝える

表現力には定評があります。

心も身体もキレイを目指す

ウエルネスビューティ
ナビゲーター 石井阪神化粧品売場すべての情報を網

羅する、ポジティブハッピーなコス

メマニア。トレンドをいち早くキャッ

チします。

リアルな感想に共感！

コスメナビゲーター 櫛野

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

アンディズモ



キュレーションサイト 
「HATCH」のリアルショップ

デザイン、アート、ミュージックシーンで活躍する著名人がセレク

ターとなって、熱いコメントでこだわりの品々を紹介する通販サイト

「HATCH」のリアルショップが常設でオープン。“秋の夜長の楽し

み方”“セレクターの冬支度”など月替りのテーマで展開します。

理想の１足が見つかる
『pumps LABO』

自分にぴったりのパンプスを見つけるため

にはまず自分の足のことを知りましょう。

足型測定器や歩行姿勢測定器によるデー

タ解析とナビゲーターによるパーソナルア

ドバイス、さらにはこだわりのセミオーダー

でおひとりおひとりに合うパンプス選びに

寄り添います。

自分の“好き”をとことん楽しむ
スニーカーとバレエシューズ

スニーカーは、ファンが熱い視線を送る国内外の約１５ブランドが

登場。“私のコレクションルーム”がテーマの売場でスニーカー

選びをとことん楽しめます。迷うほどのバリエーションを揃えた

バレエシューズは、あなたの理想の１足に出会えます。履き心地や

脱げにくさにこだわったオリジナル開発商品も登場。
〈オープニングイベント〉
多くのマニアが訪れる下北沢のプレミアムスニーカー専門店「soma」の関西初
イベントを開催。
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美しい姿勢ときれいで健やかな脚を目指す脚活ライフと、経年美化を楽しむバッグライフと。

自分仕様の心地よいシューズとバッグに出会えるワールド。
長く付き合っていくためのお手入れの方法などもお伝えしていきます。

シューズ・バッグワールド3F

パンプスで姿勢よく歩く方法や、夕

方のむくみ対策、美しい姿勢に導く

毎日の所作など、靴や足にまつわる、

どんな些細なことでもお気軽に！

靴や脚で悩んだら

脚活ナビゲーター 坪田
美しい姿勢と正しい歩き方を学ぶ『脚活』メニュー

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

◎正しい姿勢と歩き方を学べる　◎自分の足のことを学べる

◎自分の足に合った靴の選び方を学べる

◎脚と靴のケアを学べる

など、美しい姿勢を手に入れる独自体験提供をご案内

ハッチ

ハッチ



大人のリラックスカジュアルスタイル
「 エルベシャプリエ 」＆「サニー」途上国の素材と職人の

手仕事を愛する「マザーハウス」
“途上国から世界に通用するブランドをつくる”という理念のもと、

その国の素材や職人の技術を活かしたバッグやジュエリー、アパ

レル、フードなどを生産・販売している「マザーハウス」。オープン企

画として、自然由来の素材で色と味付けをした、イロドリチョコ

レートの限定品がお目見えします。

一生大切にしたくなるモノと
出会える『en to en』

使うほどに愛着が深まる靴やバッグ、編み

方、素材の違いで変わる表情豊富なカゴ

バッグとの出会い。その作り手の思いに触

れ、“好きがもっと好き”になるワークイベ

ントや、お気に入りに愛情を注ぐ「お育て

会」を開催。ご縁が円(輪)となる様ざまな

出会いをお届けします。

モノを育てるように大切に使う“楽

しさ”を共有します。カゴバッグをは

じめ作り手の思いや素材の魅力を

続 と々発信していきます！

育てるように使いたい

『en to en』ナビゲーター

靴とバッグのおすすめやお手入れ方法、イベン

ト情報はもちろん、“毎日のちょっとしたシアワ

セ”をテーマに、4人それぞれのアイデアを発信。

個性あふれる4人が発信！

シューズ＆バッグナビゲーター 
『暮らしのノート』

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター
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美しい姿勢ときれいで健やかな脚を目指す脚活ライフと、経年美化を楽しむバッグライフと。

シューズ・バッグワールド3F

2021年12月OPEN

※「サニー」は2021年11月OPEN

2021年12月OPEN

ユニバーサルでシンプルなデザイン、美しいフレンチカラーが魅力

の「エルベシャプリエ」、 時代に流されず長く愛せるベーシックアイ

テムを揃える「サニー」。 日々の生活の“新定番”をご提案します。

｢エルベシャプリエ｣
７０１（Sサイズ）28,600円
７０７（Mサイズ）37,620円
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ファッション＆カルチャーの旬を発信。

旬のファッション、カルチャーを通していくつものコミュニティを生みだし、
リアルでもデジタルでもインタラクティブな交流を企画しています。

トレンド＆カルチャーワールド4F

限定商品＆代表ショップ

コミュニティを生みだす基地
『コミュニティスタジオ』

3メートル×2.3メートルのＬＥＤビジョンを搭載したスタジオ

は日々の情報発信活動やイベント、撮影会、ワークショップな

どデジタルでもリアルでも楽しい企画を実施。

旬のカルチャーを期間限定でご紹介

『リアクロ イベントスペース』
サブカル、ポップカルチャー、アート、ミュージック・・・多様化

する興味事を期間限定でご紹介するスペース。

パーティ&ドレスアップシーンをトータルで提案

｢フォーマル＆ドレスアップサロン｣
ブラック、カラーフォーマル、パーティ用レンタルドレスから

ヘア、メイクアップ、ネイルサービスまでフォーマル、パーティ

シーンをトータルに提案しています。

存在感あふれるフルーツが主役の
「フルーツ」

フォトジェニックで美味しいフルーツメニューがいっぱい。

｢ハナフル｣プロデュースの「フルーツ」が初登場。見て、食べ

て幸せを感じていただけます。
※メニューは季節により異なります。写真はイメージです。



ファッション＆カルチャーの旬を発信。

トレンド＆カルチャーワールド4F

旬のファッション、カルチャー、ライフス

タイルまで幅広くご紹介。自分らしい楽

しいファッションライフを等身大のナビ

ゲーター2人の目線でご紹介。

旬のトレンドが満載！

リアルクローゼット ナビゲーター 白石

旬のトレンドが満載！

リアルクローゼット ナビゲーター 新田

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター
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人気ブランドのドレスを
中心としたセレクトショップ
｢タグドレス｣
㈱マッシュスタイルラボが運営するドレス

を中心としたセレクトショップ「Tug 

dress」。阪神百貨店とタッグを組んで期

間限定のイベントスペースも展開。 

  オープンスペシャル企画

AUTUMN PLANET
BLUE HAMHAM POP UP SHOP
◎10月8日(金)→19日(火) ◎リアクロ イベントスペース

  オープンスペシャル企画

LOVE ART from KANSAI 
◎10月8日(金)→19日(火)
◎イベントテラス

定番のブランドや期間限定商品など
店頭にないものもお取り寄せ可能
｢オンワードクローゼット
セレクト｣
OMO型店舗「ONWARD CROSSET 

select」が登場。実店舗とオンラインスト

アのメリットを融合した新業態ストア。阪

神のバイヤーとショップスタッフとでセレ

クトした商品を展開。

注目のアジアンコスメが勢ぞろい
｢コスムラ｣｢ユアン｣
韓国コスメのセレクトショップと台湾の

オーガニック石鹸などをご紹介。ハリウッ

ドミラー付きドレッサーもご用意。

海外にも多くのファンを抱える“宇宙ハ

ムスター”の４兄弟｢ブルーハムハム｣の

期間限定イベントを開催。このイベント

のための描き下ろしイラストをモチーフ

にした限定Tシャツなどを販売するほ

か、立体人形の展示やアニメーションの

体感など世界観を感じていただけます。

関西を中心に活躍するアーティス

トによる作品の展示やオリジナル

グッズを販売。似顔絵やライブペ

イントなど、アーティストとの交流

も楽しめる体験イベントも。
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ベーシックアイテムに定評のあるブランドと、阪神セレクトのスタンダードがラインアップ。

Tシャツやデニムなど、トレンドに左右されないベーシックアイテムが揃うワールド。
永く愛用できるシンプルなデザインを選ぶことも、サステナブルな行動の第一歩です。

コンテンポラリーアイテムワールド4F

Sサイズ10ブランド、Lサイズ8ブランド。

大きいサイズ、小さいサイズのレディス婦人服ブランドが揃うワールド。
あなたにぴったりのサイズが見つかります。

サイズワールド4F

自分らしさをプラスできる
『セルフファクトリー』

ボタンやワッペン、刺しゅうなど、お好きなプラスアイテムを、お客

さまご自身で“ちょこっとデコ”していただけるセルフカスタマイズ

スペースがオープン。初心者の方でも使いやすい縫製ミシン、アイ

ロンなどもご用意しています。
婦人ファッション歴22年の二児の母がスタ

イルを良く見せるコーデを日々探求。デニ

ム大好き！溢れるデニム愛にも注目。

今の自分を楽しむFASHION

レディスファッション
ナビゲーター 長島

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

ファンコミュニティの旗振り役

ナビゲーター

プリンセスショップナビゲーターの林、芝原

がＳサイズならではの着こなし術など小柄

な女性のための情報をお届けします。ス

タッフのコーディネートも満載。

小さいサイズの女性が主役

プリンセスショップ
ナビゲーター 林

  オープンスペシャル企画

ご本人もＳサイズ
ライフ＆ファッション
スタイリスト
HappY（平川由香里）さんの
コーディネート
アドバイス会
◎10月8日(金)
午後1時30分～
3時
◎プリンセス
ショップ内

  オープンスペシャル企画

自身もＳサイズの女性が
プロデュースした２ブランドをご紹介

オープン企画は
関西在住インフル
エンサーとコラボ
ＸＳからＸＬサイズのジェンダー

レスであらゆる着こなしを楽しん

でいただけるオリジナルの白Ｔ。

白Ｔの着こなしを30人の関西在住のインフルエンサーが提案。

セルフファクトリーでカスタムする人気インフルエンサーとの

コラボカスタム白Ｔも企画中。

｢コンプティート｣
期間限定ショップ
◎10月15日（金）→17日（日）

｢UNLÍENS（アンリアン）｣
期間限定ショップ
◎10月13日(水)

ずえりさん

田中亜希子さん
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都会的でナチュラルなライフスタイルを求める女性たちへ。

肩の力を抜き、好きなものに囲まれた丁寧な暮らしを提案。ファッション・雑貨・リビング用品など幅広く展開しています。

ナチュラルライフスタイルワールド5F

2021年12月OPEN   美しく健康に年を重ねたい女性たちへ。

オンもオフも自分らしく過ごしたい大人の女性に向けたスタイルを提案するワールド。

ナイスエイジングワールド5F

人気雑誌『リンネル』と
協業したセレクトショップ

｢イッテンモノマルシェ
ウィズ リンネル｣
丁寧で心地よい暮らしを提案する『リンネ

ル』と作るセレクトショップ。誌面で活躍する

スタイリスト、モデル、コーディネーターたち

のセンスでセレクトしたブランド、アイテム

がラインアップ。素敵な世界観の中で自分の

暮らしに合うイッテンモノが見つかります。

ナチュラルで心地よい暮らしを提案する
７つの新ショップがオープン
シンプルで穏やかな暮らしを衣食住で
提案するセレクトショップ
｢ラ・ヴィ・ア・ラ・カンパーニュ｣
イギリスのテキスタイルを使った
ライフスタイルブランド
｢ローラアシュレイ｣
イギリス生まれのサステナブルの
草分け的存在のコスメブランド　
｢ザ・ボディショップ｣ ※12月オープン など。

  オープンスペシャル企画

花のある暮らし
｢リゼッタ｣＆｢ボワドゥギ｣
ポップアップショップ
◎10月8日（金）→12日（火）
◎イベントウエスト
長く大切にしてもらえるお洋服がコンセプト

の｢リゼッタ｣とフラワーショップ｢ボワドゥ

ギ｣が“花のある暮らし”というテーマに合わ

せて、フラワープリントのワンピースやドラ

イフラワーなどを展開。

365日肌に触れる
唯一のアイテム、ショーツに拘った
『ランジェリーマルシェ』内
｢ショーツセレクト｣
リピ買い必至のお気に入りショーツを

お好み別に提案。まるでマルシェでお買

物をしている気分になれる環境でお出

迎え。学びや体験を提供する｢ナイスエ

イジングサロン｣も併設。

充実した日々を過ごすヒントが。
ＮＥＷブランドも登場
プライベートタイムを充実することに意

欲的な女性に向けてNEWブランドが

オープン。関西初登場のコンテンポラ

リーな大人服「オブスタイルオオサカ」や

ヨガウェア、オーガニックコスメなども。

ナチュラルなライフスタイルを自らも体験し、共感性の高い情報を

発信。お客さまとともにコミュニティを作り上げていきます。オー

プニングテーマ“日常にお花を”に合わせて、ナビゲーターたちの

想いが詰まったお花のディスプレイとドライフラワーのノベルティ

をご用意。

丁寧に暮らすヒント！

リラナチュールナビゲーター 井上  大下
イッテンモノマルシェナビゲーター 面矢

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

※オープン期間限定の
フロアディスプレイと
ノベルティ
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街と公園を家族や仲間と楽しむ、アーバンアクティブライフを提案。

都会の街並みや身近な公園で、おしゃれにゆるく楽しむファミリーに向けたファッションを中心にラインアップ。

ファミリーライフスタイルワールド6F

ミレニアル世代のパパ＆ママ対象
『パーク イベントスペース』
幼い頃からデジタル情報に囲まれ、興味のあるこ

とを深掘りしていくミレニアル世代。彼らの関心事

を軸に、様ざまな知識や体験を得られるプログラ

ムをご用意。特に家族の食事を中心に、コミュニ

ティを通じた家族の楽しみを提供します。
〈プログラム一例〉
・時短料理で大人メニューからの取り分け離乳食　
・皮まで使う、野菜果実まるごと親子でカービング
・こどもと一緒に始めるエシカルライフ「みつろうラッ
プづくり」など

2021年12月OPEN
家族みんなのスタイルをセレクト

『グリーンデイズ』
都会の街並みや身近な公園で、センス良く休日を楽

しむファミリーに向けた新編集売場。アクティブで

機能性の高いアウトドアファッションや、素材や現代

的なシルエットにこだわった心地良いファッション

など家族ぐるみで楽しめるウエアや雑貨を集めました。
〈展開ブランド〉
「マーカウェア」「マスター＆コー」
「マニュアルアルファベット」「マノン」
「エイチユニット」「ノービット」「キャルオーライン」
「レミレリーフ」「ザ・パークショップ」など

ほどよい旬を捉えたアイテムパーツ＆スポーティマインドのゴルフのゾーン。

ファミリーやパートナーと共に新たな日常を豊かにする、メンズを中心としたファッションアイテムを提案。
ゴルフでは「ポロ ゴルフ」と「デサントゴルフ」が新たに加わり、人気の6ブランドにパワーアップ。

メンズ・ゴルフファッションワールド6F

メンズ＆レディスを取り揃えた革小物

やバッグ、インポートスニーカーからド

レスシューズまで、気負わず自分らしく

持てる洋品雑貨。クリエイターたちが創

作活動しているアトリエをイメージした

街並みに一堂に揃えました。

〈ニューオープン〉
「TUMI」　「ペッレモルビダ」
「ハイドロフォイル」　「ポーター」
〈ニューブランドの一例〉
「フィロソフィー」（革小物）
「クインクラシコ」（メンズシューズ）

〈ニューオープン〉
「ペッレモルビダ」「ハイドロフォイル」

“身軽”に楽しめる休日の過

ごし方や、“身近”に家族と幸

せを感じる『休日ライフスタ

イル』を提案します。

3児のパパの my life

ファミリー
ライフスタイル
ナビゲーター 井上

食育をテーマにした“食”イ

ベントや、こどもたちの笑顔

につながる様ざまな体験を

ご用意した『パーク イベント

スペース』。現役ママ目線で

発信します。

遊びと学びをバランスよく

パーク
イベントスペース
ナビゲーター 湯浅

ファンコミュニティの旗振り役 

ナビゲーター

〈ニューブランドの一例〉
「フィロソフィー」（革小物）
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注目の2ブランドが常設ショップで関西初登場「Rylee+Cru」「QUINCY MAE」

イラストレーターとして活躍していたKelli Murrayのこどもたちからインスピレーションを授かり設立さ

れたこども服ブランド。「Rylee + Cru (ライリー アンド クルー) 」はアートと創造性を融合させたスタイル

と、一つ一つの製品を手染めで行い、程よいヴィンテージ感を表現した服作りに取り組んでいます。　

「QUINCY MAE（クインシーメイ）」は、上質なオーガニックコットンを使用し、ベロアのように柔らかくしっ

とりとした肌触りを追求したコレクションです。

世界のベビーギフトを集めた「VACATION」

ヨーロッパを中心に世界からお

しゃれでかわいいベビーギフト

をご紹介するショップ。フランス

のオーガニックコットンのおく

るみや、イギリスの絵本、スペイ

ンの老舗ベビーブランドなど、

ほかでセレクトをしていないア

イテムを厳選しています。

こころとカラダに“やさしい”離乳食「the kindest」

具材の野菜、お肉は国産を選び、魚は鮮度の高いものにこだわり、化学

調味料や着色料・保存料などの不要なものは使わず、素材本来の旨みを

引き出した自然な味わいのレシピを熟

練シェフが考案しています。小児科医

や管理栄養士など専門家のアドバイス

を商品企画の段階から受けて、摂取の

難しい栄養素もバランスよく取り入れ

られる離乳食です。

代表ショップ&限定商品

こどもと過ごす毎日が記念日。エシカル志向で楽しむウィズベビーライフスタイル。

アニバーサリーギフトから、離乳食やおやつ、知育玩具まで、こどもたちのライフスタイルを支えるアイテムを取り揃えました。

ベビー＆キッズワールド6F

『ベビールーム』
お子さまにも安心してお使いいただける自然素材を使いな

がらご家族どなたでも入りやすく居心地の良いベビールー

ムを『無印良品』と一緒に考えました。必要なものを手軽に変

える販売コーナーや、ゆっくりと休憩のできるベンチもご用

意しています。
〈ご利用いただける設備サービス〉

離乳食エリア／授乳室／おむつ交換台／

粉ミルク用給湯器／電子レンジ

365日子育てが楽しくHappyに
『リトルアニバーサリー』

こどもと過ごす何気ない出来事を記念日にするミレニアル世

代ファミリーに向けた『ベビーセレクトコーナー』。エシカル

志向で楽しむオーガニックフードを中心に、バイオマス素材

の食器やスキンケア、感性で育む絵本、木のおもちゃ、記念日

を彩るパーティデコレーションなど、ベビーギフト雑貨を

ご提案します。



l i ve  i n  c love r  eve ryday .HANSHIN

自分らしい暮らしとクリエイトする情報や体験を発信する。

様々な暮らしの楽しみ方を紹介する多彩なナビゲーターがスタンバイ。

リビングワールド7F

注目ブランド

お家感覚でくつろぎながら
『ライブキッチン』

さらに居心地のよい空間に生まれ変わる『ライブキッチン』。ナビゲー

ターによる最新調理家電の使い方レクチャーや、味わいのある職人さ

んが作った調理道具の実演、こだわりの調味料で仕上げた料理試食会

など、お家にお招きしたような感覚で様々な体験価値をご提供します。

自分の状態を見つめなおす
『リラケアサロン』

セルフメディケーションのための学びや体験をご提供する『リラケ

アサロン』。冷えや乾燥など季節や気候の変化によるプチ不調に対

するケア方法や、お悩みにお応えする商品をご紹介。ご自宅にいる

ようなリラックスした環境でお試しいただけます。

盛り付けがキレイと人気の

“#本日のおべんとう”や、『ライ

ブキッチン』にある調理道具、

調味料を使ったイベントやラ

イブ配信は、すぐ真似したく

なるアイデアがいっぱい。

食べる幸せ＆作る楽しみが広がる、見つかる

キッチン用品ナビゲーター
真造

お気に入りの味を紹

介する“今日のコー

ヒー”をはじめ、ポット

やミルを実際に使った

感想など、リアルな視

点でお届け。

ほっと落ち着く、コーヒーのある暮らし

コーヒーナビゲーター
伊藤

古い雑居ビルでの何

気ないあれこれや地球

にやさしく自分にもや

さしい暮らし方につい

て、ゆるく投稿してい

ます。

心地よく、背伸びしないライフスタイル

ライフスタイルナビゲーター
長坂

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

「85（ハチゴウ）」
ショップ名の｢85｣は“発酵”。ぬか床作り

体験やお預り、季節の野菜を漬ける有料

サービスなど。味噌や甘酒を始め、こだわ

りの発酵食品が揃います。

「yohaku（ヨハク）」
生地や縫製にこだわり、着心地を第一に考

えてつくられたお洋服を提案。無駄を出さ

ないものづくりの姿勢も、メイド・イン・ジャ

パンのクオリティが。

「MuAtsu Sleep Lab.」
睡眠研究家が快眠のために監修したマット

レス「ムアツ」。最上位の機能を備えた「ムア

ツプラス」の寝心地をお試しできるショップ

が関西初出店。

画像未
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自分らしいお部屋づくりをカスタマイズ、セルフリノベーションを楽しむ。

暮らしのセルフクリエイトを楽しむヒントや気づきが見つかるワールド。

インテリアデコワールド7F

インテリアデコの楽しさをデコ初心者の俣野目線でお伝えしていきます。大好き

なキャンドルへの思いが時々あふれだす、そんなおうち時間をナビゲート。

おうちをデコる、見つける楽しさを創出！

インテリアデコナビゲーター 
俣野

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

出会い、見つける楽しさがある
『デコデコリビング』
お気に入りのモノを飾る、季節ごとにしつらえを楽しむなど、お部屋の

アクセントにおすすめの古道具、動物や植物モチーフのフラワーベースや

オブジェなど、トライしやすいウォールデコアイテムをご用意。

また表情豊かなリメイクウエアや、気軽にはじめやすいインテリアグリーンも。

DIYをもっと気軽に 関西初出店
「デコール・インテリア・トーキョー」

「クラスカ ギャラリー&ショップ“ドー”」
手仕事でつくられる伝統工芸品から、

デザイナーによる新しいプロダクトまで、

今の日本の暮らしに映えるアイテムを

集めたライフスタイルショップがオープン。

ショップ紹介

自分らしいお部屋づくりができるアイテム

が盛りだくさん。壁紙、ペイントやタイルな

ど。楽しみながらDIY体験ができるワーク

ショップもぜひ、チェック。

2021年12月OPEN2021年12月OPEN
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くらしの中で使える「好き！」に出会う。

日常を飾るアートや趣味のこっとうなど、新しい発見にあふれるワールド。

アート＆カルチャーワールド8F

ファンコミュニティの旗振り役 ナビゲーター

古い器、アートな器、作家の器。日々出会う素敵

な器やお店、イベントなどをみなさまと共有しま

す。ハローカルチャーで開催するイベントにもご

注目ください。

●12月8日（水）→14日（火）
※最終日は午後5時まで

「Kica」 pop up shop
西宮・苦楽園にある「古道具と喫茶とごはん Kica（キカ）｣

が阪神梅田本店に初登場。ヨーロッパやニッポンの

片田舎から連れて帰った品々でつくる｢Kica｣の空間

をお楽しみください。

うつわ好き集まれ！

アート&カルチャー ナビゲーター
とみなが

『ハローカルチャー』
身近に毎日楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などを週替り

でイベンティブに発信する5つのギャラリーが誕生。

2021年12月OPEN

Rebirth（再生）

今を駆ける作家silsil（シルシル）・紅村窯  林侑

子・天野入華による作品展。彼女らの手か

ら生まれるアート作品をはじめ、オリジナリ

ティあふれるアートグッズも。12月8日

（水）・11日（土）にはsilsilによるライブアー

トパフォーマンスを開催いたします。

●12月8日（水）→14日（火） ※最終日は午後5時まで

Real Wine Guide × 江口寿史展 

『すすめ!!パイレーツ』や『ストップ!!ひば

りくん！』で有名な漫画家・イラストレー

ター 江口寿史が描く作品展。ワイン雑誌

『Real Wine  Guide』の表紙に描かれる

洗練されたイラストレーションをお楽し

みください。

THE POWERS 村上裕二展 

現代日本画壇のトップランナー日本美術

院同人 村上裕二の個展を開催いたしま

す。副題｢POWERS｣のとおり見る人々に

まさに｢POWER｣を与える作品です。また

特別出品として、少年の頃よりヒーローと

して愛しつづけ、いつの日か描くことを夢

見ていた「ゴジラの世界」を発表していた

だきます。

●12月15日（水）→21日（火） 
※最終日は午後5時まで

©MURAKAMI YUJI TM ＆ ©TOHO CO., LTD. 
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3世代みんなが笑顔になれる関西の老舗・実力店が大集合。

いつの時代も人気を集め続けた阪神のレストラン街が復活。
関西人なら誰もが一度は行ったこと、聞いたことのあるお店を中心に、本物志向の店舗が並びます。

レストラン

うどんすき・日本料理
「美々卯」
透き通っただしの味、しなやかなう
どん麺。商標登録されている看板料
理のうどんすきは、堺の老舗料亭を
発祥とする伝統の味わいです。

自家製粉そば
「土山人」
石臼で自家製粉し、季節によりそば
の産地を変える、きめ細かな仕事ぶ
り。日本酒にあう一品とそば前を粋に
楽しむのもおすすめです。

焼肉
「食道園」
昭和21年創業。焼肉の発祥店として
お肉の部位ごとに味付け、付けタレ
を考案。様ざまな盛合せやコース・ラ
ンチなど、充実の品揃えです。

うなぎ
「炭焼きうなぎの魚伊」
活うなぎ問屋として創業150余年。
備長炭の直火で焼く関西風の蒲焼
きは、外がパリッと中はふんわり。白
焼き丼は同店限定品として新登場。

洋食
「はり重グリル」
大正8年創業、大阪・ミナミの黒毛和
牛専門店の洋食店が梅田に初出
店。牛肉を中心とした洋食メニュー
は伝統のソースとの相性抜群です。

中華料理
「老虎菜」
四川料理をベースに打ち出す神戸
中華の最新トレンド。グルメを惑わ
す斬新さが売り。自在に操る香辛料
は中華の奥深さを知るきっかけに。

和食・一汁六菜
「一六茶寮」
彩り豊かな主菜を柱にバランスの良
い副菜が並ぶ“一汁六菜”が看板メ
ニュー。季節の食材を使用した優し
い味わいが魅力です。

新たにスタートする「阪神梅田本店
LINE ミニアプリ」でも、ご予約いた
だけるサービスを開始いたします。
※一部店舗を除く。
また、スマホから、混雑状況の確認
や順番待ちの受付が可能に。

代表メニュー

9F

ラオフーツァイ

簡単ご予約



代表メニュー

牛肉重
「北新地はらみ」
北新地の人気焼肉店。厳選牛のは
らみ、奥深い旨みを感じる特製ダ
レ、お米マイスターが選ぶごはん、
全てが美しい“はらみ重”。

串揚げ
「蜻蛉揚物店 北新地again」
レギュラーメニューのほか、季節の
素材が加わる串カツはおよそ15種
類。さらに、海鮮丼など魚介メ
ニューも楽しめます。

お好み焼き・焼そば
「タンポポ」
豊富なイタリアワインとともに楽し
むお好み焼きや鉄板焼き。特注の鉄
板で焼き上げる分厚い生地のお好
み焼きは絶品です。

スパイスカレー
「ボタニカリー」
大阪スパイスカレーの牽引役であ
り行列必至の人気店。何層にも感じ
られる立体的かつキレの良い刺激
が印象的な美味しさ。

中華料理
「空心」
大阪新町にある高級創作中華料理。
同店の名を一躍広めた和牛を使っ
た青椒肉絲や、名物の空心麻婆豆
腐、人気の鯛の上湯飯も味わえま
す。

フレンチ
「リエゾン」
コースのみの本店とは趣を変え、
セットメニューやお弁当が登場。特
にお弁当は前菜からメインまで贅
沢に詰め込んだ一箱に。

パスタ・グリル
「タブロ∈ラチェルバ」
北新地にあるリストランテの本店と
は趣を変え、パスタやハンバーガー
など、ここでしか味わえないカジュア
ルでポップなメニューが楽しめます。

ベトナム料理
「リヴゴーシュ」
土佐堀川の左岸で店を構えて20
年。パリで食べたベトナム料理の味
を再現し、日本人にも親しみやすい
アレンジを加えて仕上げています。
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今の大阪の食を牽引する話題店のメニューを、気軽にチョイスできる楽しみ。

注目のフレンチ、創作中華の名店、スパイスカレーの有名店など、
大阪に新たな風を吹かせているスター店が大集合。

フードホール9F

フードホールに快適個室空間
『プレミアムルーム』

フードホールのメニューをレストランスタイルでサーブする個室空間を併設しま

した。お子さま連れや、ご年配のお客さまにも快適にお過ごしいただけます。

■1テーブル最大5名さま利用 90分 1,000円〈税込〉（要予約）

食通のおひとりさまも大満足
『シェフズカウンター』

シェフが調理するライブ感がお楽しみいただける

各店専用カウンターをご用意しています。

とんぼ

※諸般の事情により休止またはご利用人数を制限する場合がございます。
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昼と夜、それぞれのおいしさを堪能できる！

昼はランチ、夜はバル。いつ行ってもゴキゲンに
なれる話題店ばかりの“ネオ酒場”通り。
街で人気の話題店のほか、行列店、予約が取りに
くい有名店ばかりです。

和バル
「季節の和とお酒 うめさくら」
カジュアルで新感覚な創作料理と灘五郷を中
心に関西の希少銘柄など、およそ50種類の日
本酒が揃います。自慢の料理は有名ホテルの和
食料理長が監修。

焼鳥バル
「CHIKICHIKI」
但馬鶏の焼鳥が人気。最初の一本には希少な
部位の“ふりそで”がおすすめです。唐揚げや締
めごはんも揃います。

肉バル
「ギャロダイナー」
名物！極薄衣の牛へレ肉のカツレツや赤身ス
テーキはファン続出の神戸三宮肉ビストロが
手がける本格派アメリカンダイナー。ドリンク
のバリエーションが多いのも魅力。

餃子・中華バル
「溢彩流香 餃子小厨」
“１年先まで予約でいっぱい”という高槻の中
華料理店の新業態。素朴でありながら真似ので
きない中国の家庭の味。名物の水晶餃子や水
餃子も絶品です。

日本酒バル
「京のおばんざい ぽんしゅ杉」
京の有名料理店で修業を積んだ板前が活躍する
和食店「すぎうら」が、自慢のおばんざいと日本
酒で角打ちのように楽しめる場をプロデュース。

クラフトビール
「CRAFT BEER BASE BRANCH」
自社醸造のオリジナルビールを中心に、常時８
種類の樽生ビールを提供するクラフトビール
専門店。ビールに合わせたフードも充実。

イタリアンバル
「酒屋食堂 スタンドましか」
100種類ほどの自然派ワインを揃え、イタリア
ンや居酒屋料理の酒肴が楽しめるお店。世界各
地のクラフトビールも充実しています。

スペインバル
「ラ クッチャーラ デ ドノスティア」
ライブ感ある円形カウンターではずらりと並ぶ
オリジナルのピンチョスとタパス、スペインの生
ハムが楽しめる。カヴァやシトラスとご一緒に。

スペインバル
「コメル。ドノスティア」
スペイン・バスク地方の米の煮込み料理“アロ
ス・メロッソ”と倭鴨のローストなど本格料理が
バル価格で楽しめます。

バルゾーン

代表メニュー

B2

イーサイリューシャン
ギョウザショウチュウ



寿司
「髭寿司」
さかな一筋「阪神髭定」が満を持して寿司店をオー
プン。魚屋直営の強みで本格寿司をリーズナブルに
お楽しみいただけます。1貫99円〈税込〉からどうぞ。

季節のごはんと野菜食堂
「玄三庵」
契約農家から届く減農薬玄米、おかずは季節の
野菜がメイン。管理栄養士が監修した定食は、毎
日でも通いたくなるおいしさとヘルシーさです。

ラーメン
「なにわ麺次郎・然」
世界的グルメガイドブックに掲載されたラーメ
ンは、シジミを使った“貝”、王道の“醤油”、スー
プには比内地鶏を使用した極上の一杯。

洋食
「グリルロン」
行列が絶えない洋食店は、ソースに至るまで、す
べてが手作り。今回新たに挑んだドリア、グラタ
ンなどのオーブン料理もご期待ください。

カレー
「インデアンカレー」
一口目は甘くフルーティ、次にくる上品な辛さ
は多くの方々から支持をいただいています。

とんかつ
「北新地とんかつエペ」
ふっくらとジューシーに揚げたブランド豚のと
んかつが大人気。ポルチーニ茸のブレンド塩で、
オリジナルソースで、ぜひご賞味ください。

飲茶・スイーツ
「糖朝」
医食同源の思想を大切に、点心・粥・麺など本格
的な香港料理が手軽に楽しめます。マンゴプリ
ンなどスイーツも充実。

タイ料理・カフェ
「クラビ バイ チェディルアン」
タイ南部のリゾート地、クラビにある海沿いのカ
フェレストランをイメージ。現地のタイ人シェフに
よる本場のおいしさを堪能いただけます。

チャイニーズレストラン
「551蓬莱」
豚まんだけに留まらない人気店の底力を知るこ
とができる、本格中華料理を満喫いただけます。
おすすめの「点心セット」をぜひ。

代表メニュー

B2
女性のおひとりさまも歓迎 ！ 気分で選べるひとりご飯。

気軽に使えるグルメゾーン。野菜たっぷりの和食
やカジュアルな香港グルメ、本格タイ料理など
女性のおひとりさまも大歓迎のエリアです。
カレー、とんかつ、ラーメンなどボリューム満点
グルメもバラエティ豊か。

グルメゾーン

ぜん


