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2014 年 10 月 1 日 

大阪地下街株式会社 

問合せ：総務課 安藤 

〒530-0018 
大阪市北区小松原町 2-4 
大阪富国生命ビル 19 階 

ＴＥＬ06-6948-6200 
ＦＡＸ06-4709-8800 

 

 通行量 40 万人を誇る Whity うめだに 

「ｍｉｋｋｅ（ミッケ）」が 

2014 年１０月 10 日にオープン。 

新店・リニューアル店舗あわせて 

19 店舗がラインアップ。 

 
ホワイティうめだの「ファンシーロビー」が 2014年 10月 10日（金）に「mikke」

としてリニューアルオープンします。 

リニューアルコンセプトのキーワードは「コハレ」。ターゲットは 20代後半から 30代

の働く女性をコアターゲットとした「働くオトナ女子」。 

「働くオトナ女子」の毎日の通勤や寄り道の中で「コハレ」気分になれる場所「mikke」

には、レディスファッションやファッショングッズを中心とした新規テナント 10店舗と 

リニューアルテナント 9店舗がオープンします！ 

 

ＮＥＷＳ  

ＲＥＬＥＡＳＥ 
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～いつものワタシが “コハレ気分”になれる場所～ 

日常の中にちょっとした“嬉しい”や“楽しい”を感じたり、“新しい自分”や 

“私らしさ”を発見できるショップをコンパクトにギュッと揃えました！ 

 

 

 

 

今回のリニューアルでは、31 店舗から 19 店舗に店舗数を減らし、１店舗の面積を

拡大し、総営業面積も 793 ㎡（240 坪）から 1,068.8 ㎡（323.3 坪）と大幅に拡大し

ました。また、動線を整備することにより、歩きやすくお買い物を楽しんでいただけ

る空間を演出しています。 

 

【コンセプト は“コハレ”】 
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地下鉄御堂筋線 
梅田駅改札口 

FARURU 
阪急百貨店 

阪神百貨店 

地下鉄谷町線 
東梅田駅改札口 

サ
ウ
ス
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フロアマップ 

センターモール 
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①  Daily russet デイリーラシット 【バッグ・雑貨】           新規 

ラシットがお届けする雑貨ブランド。バッグ、アクセサリー、ステーショナリーなど

楽しい毎日を演出するアイテムを展開します。 

②  
ear PAPILLONNER イア パピヨネ                   新規 

【レディスファッション・ファッション雑貨】 

“日常[ベーシック]の大切さと非日常[トレンド]の面白さを改めて実感する”をコンセプ

トにエスニック、エキゾチック、オリエンタルをベースにトレンドをミックスしたバッグや

アクセサリーなどのファッション雑貨をオリジナルデザインとセレクトアイテムで取り揃え

ております。 

③  Chez toi シェトワ 【レディスファッション・ファッション雑貨】   新規 

Chez toi はフランス語で「あなたの家」という意味。自分の家のようにくつろげるお店を

洗練された女性達に提案します。 

④  
Lois CRAYON relax ロイスクレヨンリラックス         新規 

   【レディスファッション】 

白いワードローブが並ぶアンティーク感のある明るい店内でトラディショナブル・ガーリ

ー・カジュアルとアイテムが満載なので、テイスト MIX が一度にコーディネートして頂けま

す。 

⑤  
BRICK HOUSE by Tokyo shirts           リニューアル 

 ブリックハウス バイ トウキョウシャツ  【レディス・メンズファッション】 

業界トップ水準を誇る形態安定加工や、高度な縫製技術をふんだんに用いた「高付加価値

シャツ」でありながら「選ぶこと」を気軽に楽しめるシャツを取り揃えております。 

⑥  阪神ドラッグストア 【コスメ・ドラッグ】          リニューアル 

専門スタッフが肌診断、あなたにあったコスメをカウンセリングします！お客様の「美

と健康」をトータルサポートいたします。 

⑦ エバーグリーン 【レディスセレクトショップ】           新規 

仕事・女子会・デート・デイリーユース等毎日の中の様々なシーンを演出。洗練された

働くオトナ女子アイテムをプチプライスで取り揃えております。 

【出店店舗のご紹介】 
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⑧ ザ・ボディショップ 【コスメ】               リニューアル 

FARURUでもご好評いただきましたザ・ボディショップが、装いも新たに mikkeでリニュ

ーアルオープンいたします。 

1976年イギリスで誕生したナチュラルでエシカルなビューティブランド。世界中の自然

の恵み、美容の知恵で創業以来全ての行動の基本にしている 5 つのバリューズ（価値観）

を詰めこんだ製品をお届けします。 

⑨ Bleu Bleuet ブルー ブルーエ 【服飾雑貨】             新規 

永く愛用していただける飽きのこないシンプルなデザインからトレンドを取り入れた商品

など、毎日の生活が楽しくなるような色とりどりのアイテムを展開します。 

⑩ BE BIRTH美スギ   ビバースミスギ 【コスメ】       リニューアル 

「さらに自分らしく美しく」をテーマに、あなたのきれいを応援するトータルカウンセリ

ングコスメショップ。老舗「美スギ」が装いも新たにパワーアップして登場します。 

⑪ ＬＥＧＳＴＥＲＩＡ レッグテリア【レッグファッション】    リニューアル 

ソックス、レギンス、タイツ、働くオトナ女子には必需品のパンスト等幅広く取り揃え、

ON から OFFまで毎日をおしゃれにサポートするレッグファッションを提案します。 

⑫ Mew’s ミューズ 【レディスファッション】           リニューアル 

通勤からディナーまでレコメンドできる。シンプルだけど、どこかに光る何かがある。そ

んなアイテムを揃え、 ～上品でありながらも、ほどよく肩の力のぬけたおしゃれを楽しみ

たい～そんな想いをもつ女性に向けた大人きれい目スタイルを展開します。 

⑬ ｌe VERT ルベール 【レディスファッション】        リニューアル 

スタンダードなスタイルにトレンド感をプラス。豊富なバリエーションとリーズナブ

ルな価格で「選ぶ楽しさ」と「買う喜び」を叶えるブランドです。 

⑭ 
La Boutique STELLACOTE ラ ブティック ステラコート  リニューアル 

【インナーウエア】 

Salute等の商品を中心に今つけたいインナーをご提案します。心ときめくインナーでい

つもと違う自分を発見できるインナーセレクトショップです。 

⑮ Nasabo  ナサボ 【レディス靴】                  新規 

“素敵に歩く”をコンセプトにはき心地の良さとスタイリッシュなデザインを兼ね備えた

新感覚のコンフォートシューズショップです。 
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⑯ 
STEAMCREAM スチームクリーム  【保湿クリーム】        新規 

                

植物由来成分と天然エッセンシャルオイルを配合した全身用保湿クリームの“スチームク

リーム”専門店。無地のオリジナル缶をキャンバスに、楽しくて個性豊かな限定パッケージ

缶が次々に登場します。無限に広がっていくスチームクリームの世界を、どうぞお楽しみく

ださい。 

⑰ ANIMI  MOTIO  アニミ モティオ 【アクセサリー】      リニューアル 

普段のライフスタイルに「かわいい・オシャレ・心地いい」をプラスするアクセ雑貨のセ

レクトショップ。使いやすいベーシックラインからデザイン性の高く好感度の高いこだわり

商品まで幅広く取り揃えております。 

⑱ 
COLORS by Jennifer Sky                新規 

カラーズバイジェニファースカイ 【バッグ】 

“バリエーション豊かなバッグや雑貨を取り揃え、色で自分らしいトータルコーディネ

ートが楽しめる服飾雑貨ブランドです。 

⑲

⑳ 

SENSE OF PLACE by URBAN RESEＡRCH        新規 

センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ    【レディスファッション】 

世界のトレンドを、より早くよりリーズナブルに展開する、アーバンリサーチ発信

ファストファッション。色や柄にこだわったアイテムをトータルコーディネートでご

提案。ファッション感度が高く好奇心旺盛なすべての女性へ自分らしく取り入れる楽

しみを提供します。 

 

 

■ 新ゾーン名称：mikke（ミッケ） 

 

 

 

 

 

ｍｉｋｋｅ（ミッケネーミングコンセプト】 

 

 

 

 

 

【ネーミングコンセプト】 

毎日の通勤や、ちょっとした寄り道の中で、 

「カワイイ」「ステキ」「オシャレ」な「コハレ」

が見つかる、そんな場所になってほしいと考え、

誰もが覚えやすい、 

思わず口にしたくなる名前「mikke」（ミッケ）

と名付けました。 

 

【ロゴデザイン】 

花をイメージしたモチーフで 

「コハレ気分」を表現しました。 
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■ リニューアル概要 

・環境コンセプト…光の Passages (パサージュ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・エントランスの意匠変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メインエントランスのファサード部

分を円形とし、通路側へ張り出すことに

よりファサード感を強調させます。 

またセンターモール側の角に新たな

サブエントランスを設け、センターモー

ルの通行者をゾーン内に引き込みます。 

 
 

 雨に濡れず、ガラスのアーケードから

日の光が注ぐ、心地よい商店街をイメー

ジ。まるで外光の様な柔らかな照明、タ

イルに反射したキラキラに包まれ、人々

がにぎわい、「散歩」したり、「寄り道」

したり、それぞれの楽しみ方で買い物が

出来る…そんな、パサージュのようなゾ

ーンを創ります。 

 

 

～パサージュとは、パリのアヴェニューの抜け道にある商店街～ 


