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３/２０(金・祝)   

阿倍野本店 全館リフレッシュグランドオープンの詳細について 

～「ヤングスクエア」の新設とグランドオープン記念祭～ 

 

２０１４年春の「阿部野橋ターミナルビル タワー館」（仮称）誕生に向け、阿倍野

本店は既存東館部分の改装を終え、３月２０日（金・祝）に全館リフレッシュグラン

ドオープンします。 
リフレッシュでは、３階に新レディスヤングファッションゾーンを展開するほか、

グランドオープン記念祭を実施して、記念の催しや限定商品を販売します。 
 

■「ヤングスクエア」の新設について 

１.概要 

（１）フロアと名称   ３階 婦人服ヤング館「ヤングスクエア」 約２，０００㎡ 

※３階イベント広場跡を売場化 

（２）コンセプト    ピュアヤング・ヤングをターゲットに洋服はもちろん、

肌着から雑貨まで、コーディネートショッピングができる

ブランドを揃えます。“雑貨の充実”“リーズナブルプライ

ス”“オリジナリティ”の３つの切り口をもとに約２０の

ショップを集めます。 

（３）展開ブランド      

【新ブランド】 
ブランド名 ターゲット コンセプト 

ボニータ ピュアヤング 《大阪地域初登場》 

トレンドに敏感でおしゃれ好きな女性をターゲットに、カラフルで

ポップなカジュアルシューズをリーズナブルプライスで展開。 

エメフィール ピュアヤング 《在阪百貨店初登場》 

「カッコイイといわせるオンナになりたい」そんなトレンドに敏感な

彼女たちのためのランジェリーショップ。高品質でうれしい機能をそ

なえたブラジャーペアをはじめ、ブラジャーにコーディネートされた

新しい感覚のデイリーウエアやルームウエアなど身につける小物ま

でを総合的にプロデュースする。リーズナブルプライスも魅力。 

バービー ヤング 《品揃えは大阪一》 

エレガント・ロマンティックをキーワードにしたリアル感がありつつ

も、インポート感のある日常着を提案。ランジェリーやルームウエア、

バッグなどの雑貨も充実展開。 

リップスター ヤング トレンドのエッセンスをさりげなく加えたベーシックカジュアル。着

心地の良さや毎日のコーディネートを楽しめるこだわりがいっぱい

詰まったアイテムを展開。 

ベッツィジョンソン ヤング 《在阪百貨店初登場》 

「真っ赤な口紅を塗るように、着てくれる人を目覚めさせ輝かせ、

周りの人みんながその美しさに気付くような役目をしていきたい。」と

いうデザイナーのポリシーのもと、ロックンロール＆セクシーでありな

がら乙女でキュートなデザインを打ち出す。バッグ・サングラス・スカ

ーフ・靴・水着・時計・アクセサリーなど雑貨が充実。 

 

近鉄百貨店ニュース <2009.3.13>
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【その他のブランドなど】(一例) 
○バーバリー ブルーレーベル ○イーストボーイ ○ホコモモラ 

○アズノゥアズ ○レストローズ ○「ジーンズラボ」コーナー(ジーンズ)

○ヴェールダンス ○「フランドルシティ」コーナー (エフデ、ルスーク、雑貨) 

 
 
２.サービス、その他 

（１）婦人服ヤング館だけのＢＧＭ 

ターゲットに合わせ、他フロアとは独立したＢＧＭを流します。月替りで流す曲は、ヤング層

に好まれそうなボーカル入りのＢＧＭです。 

（２）新 携帯メール『ヤングスクエア メール』配信スタート（登録無料） 
３月２０日(金・祝)から配信を開始する携帯メールサービス。「ヤングスクエア」のフェア情報、

３階婦人服フロアのキャリア・ヤングブランドの新商品情報などを月２回から４回程度配信します。 

（３）「ヤングスクエア」オリジナルエコバッグ【写真右】プレゼント 

３月２０日(金・祝)から３月３１日(火)の期間、「ヤングスクエア」

で１万円(税込)以上お買い上げのお客様先着１０００名様に

進呈します。 

（４）「ヤングスクエア」内にイベントスペースを常設 

ピュアヤング・ヤングに向けた期間限定ブランドやフェアを

実施する“イベントスペース”を常設します。 

 
 
３.オープン記念イベント 

・１日限定ショップ<カウイジャミール>を開設 

○開設日  ３月２２日(日)  

○場 所  ３階婦人服ヤング館「ヤングスクエア」イベントスペース 

    人気歌手の加藤ミリヤさんがプロデュースするファッションブランド<カウイジャミール>

のショップを１日限定で開設して、阿倍野本店限定のＴシャツなどを販売します。当日は、

ご本人のショップ来店やトークショーも予定しています。 

 
 
 

■グランドオープン記念祭ついて 

１.概要 

（１）実施期間  ３月２０日(金・祝)～４月８日(水) ※３月２６日(木)は休業 

（２）タイトル  全館リフレッシュグランドオープン記念祭 
（３）実施場所  阿倍野本店 全館 
（４）展開内容 

         ・記念催しの開催 
         ・記念限定商品、期間限定ショップの展開 など 
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２.主な展開 

（１）記念の催し     
◎３月２０日(金・祝)～３月２５日(水) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎３月２７日(金)～４月１日(水)     ◎４月２日(木)～４月８日(水) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）記念の限定商品、期間限定ショップ 

・限定商品（一例） 

婦人・紳士・子供ファッションと雑貨を中心に、限定色・柄・デザインなどのオリジナル

商品、先行販売商品、メーカーとの共同企画商品などを展開します。 

・期間限定ショップ（一例） 

○こどもメッセージＴシャツコレクション 
・期間：３月２１日(土)～３月２５日(水) 

・場所：７階こども服売場シーズンスペース 

子供服ブランド<アニエスベー アンファン><ブルーク

ロス><メゾピアノ><ベベ><ワスク><コムサデモード･フィ

ユ>など１２ブランドから、ブランドデザイナーが子供達

へ寄せるメッセージをプリントした近鉄オリジナルＴシャ

ツを販売。<ベベ>では“Your dream will come true.(君

の夢はきっとかなうよ！)”【写真右】、<インナープレス>で

は“こどもたちの未来に、愛と平和を”など、デザインに

は子供達への思いが込められています。 

○<トロールビーズ>期間限定ショップ 
・期間：３月２０日（金・祝）～３月２５日（水）    

・場所：４階特選婦人服売場 

デンマークのアクセサリーブランド<トロールビーズ>は、銀、１８金、天然パールや貴石などを素材に職

人がひとつひとつチャームを作っています。このチャームとチェーンなどの組合せでオリジナルアクセサリ

ーができます。日本初登場の新作チャームを展開するほか、３月２１日(土)１３時と１５時には、イメージモ

デルで女優の岡田美里さんのトークイベントも実施します。 

 

第２７回 雑誌｢ミセス｣が選んだ味を訪ねて  

全国かくれた味うまい味 

・場所 ９階催会場 

 雑誌｢ミセス｣で紹介された店を中心に、全国か

ら集めた約５０店の美味を実演を交えて販売しま

す。今回は料理講習会やトークショーも実施。 

［記念イベントの一例］ 

・フードスタイリスト マロンさんの調理講習会 
３/２０(金・祝) １４時  ９階こもれびの広場 

楽しいトークとおもてなし料理のデモンストレーション 

・料理研究家 土井善晴さんトークショー 
３/２１(土) １４時、１６時  ９階こもれびの広場 

プリンセス・ダイアナ展 ～その輝きの日々～ 

・場 所 ９階近鉄アート館 

・入場料 一般500 円、大学・高校生300 円(税込) 

・主 催 読売新聞大阪本社 

 世界中の人々を魅了し続けるダイアナ元妃の

在りし日の姿を、貴重な写真や映像などで振り返

ります。 

［展示の一例］ 

・公式訪問による世界歴訪の模様写真約１３０点 

・着用のドレス、愛用のバッグなど 

・ロイヤルウエディングや来日当時の記事 

また、ＤＶＤや一筆箋なども販売します。 

あべの菓子博２００９ –味と技の競演- 

・場所 ９階催会場、９階近鉄アート館 

・主催 全国菓子工業組合連合会 近畿ブロック

 和・洋菓子から中華菓子まで、関西を中心に約

７０店の菓子を集めるほか、工芸菓子約４０点の

展示、お菓子が題材の落語上演なども実施。 

［イベントの一例］ 

・「お菓子な落語会」 (無料) 要入場整理券 
３/３１(火)迄の各日１４時、１７時  近鉄アート館 

報知新聞大阪発刊４５周年特別企画 近鉄・阪神直通運転開始記念

伝統の対決｢巨人・阪神｣展 

・場 所 ９階近鉄アート館 

・入場料 一般500円、大学・高校・中学生300円(税込)

・主 催 報知新聞社 

 日本プロ野球の伝統チーム巨人と阪神の両軍

の歴戦を写真パネルや映像で紹介するほか、両

軍ＯＢのトークショー(詳細未定)も実施。また、両チ

ームのグッズも販売します。 



 

 
4

 
 

■その他 

１.携帯メール配信サービス 

・新『期間限定 近鉄阿倍野 マル得メール』配信スタート（登録無料） 

阿倍野本店全館の情報を配信する携帯メールサービスを、３月２０日(金・祝)から配信します。

内容は、館内の催し案内、フェアや商品情報、食料品やレストランのクーポンなどで、月２回

から４回程度配信します。※阿部野橋ターミナルビル タワー館（仮称）竣工までの期間限定サービス 

      携帯メールサービスにはこのほか、化粧品の新商品や限定品、コスメフェアのご案内やサンプル進呈情報などを

毎週配信する『コスメ メール』(登録無料)があります。 

 

 

２.新サービスほか 

（１）心地よいトイレの新設 

８階の婦人トイレ（２ヵ所）を“香りのトイレ”とします。ハーブ・アロマテラピーの専門ブランド

<生活の木>のプロデュースにより、月替りで癒しの香りが漂う快適空間にします。 

（２）心地よいレストスペースの新設 

８階のレストスペースを“花のレストスペース”として、アートフラワーブランド<Ｓｉａ（シア）>の

アートフラワーを飾ります。 

 

 

 

 

 

（３）サービスリーフレット 

・「店内ご案内」を充実 
フロアガイドの「店内ご案内」は、英語・韓国語・中国語(簡体字)に、新たに中国語(繁体字)表記を加えた

外国語版と日本語版の２種類を作成し、海外からの旅行者に対応します。日本語版では、店内のオーダ

ー・リフォームの取扱い案内を充実させます。 

・新リーフレット「大きなサイズの婦人服、小さなサイズの婦人服 お取扱いサイズ ご案内」 
婦人服の大きなサイズ・小さなサイズの取扱いブランドとそのサイズをまとめたリーフレットを新たに作成し、

案内所を中心に店内に設置します。 

 

 

３.特別企画 スタンプラリー 

・リフレッシュグランドオープン記念のオリジナルギフトカードが当たる 

「阿倍野本店、Ｈｏｏｐ、ａｎｄ ３館スタンプラリー」を実施 

阿倍野地区での３館体制の強化を図るため、３館合同のスタンプラリーを実施します。 

３月２０日(金・祝)から４月８日(水)まで、阿倍野本店の地２階から９階で一勘定場５，０００

円(税込 商品券売場、レストラン・喫茶を除く)以上のお買い上げで応募用紙をお渡し、Ｈｏｏｐ、ａｎｄ

でのスタンプ押印により、抽選で合計１００名様にリフレッシュグランドオープン記念オリジ

ナルデザインの近鉄ギフトカード(磁気ストライプ式)をプレゼントします。 

〔賞品〕 １等 近鉄ギフトカード ３，０００円分  ２０名様 
               ２等 近鉄ギフトカード ２，０００円分  ３０名様 

               ３等 近鉄ギフトカード １，０００円分  ５０名様 

 

【レストスペース完成予想図】 
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（備 考） 

 近鉄百貨店 阿倍野本店 (東館)全館リフレッシュグランドオープンの概要 

  (１)オープン日   平成２１年３月２０日(金・祝) 

  (２)営業面積    約４８，０００㎡  ※従来(西館＋東館) ７６，６００㎡ 

  (３)営業時間    午前１０時～午後８時 

                 但し、金曜日・土曜日の地２階から３階は午後９時まで 

                     ※７月・１２月など一部の期間は変更あり 

  (４)商品構成等   ・商品は、フルライン、フルターゲットで構成します。 

              ・リフレッシュオープン前と比較して、婦人服、婦人洋品、食料品は展開面積

シェアを確保し、特に食料品は、旧専門店街ラ・セレナを百貨店化して在阪

有数の面積を維持します。 

  (５)フロア構成 

１０階 近鉄レストラン街、近鉄友の会、クレジットカウンター(Kips･KCC) 

９階 催会場、近鉄アート館、ギフトサロン、商品券、近鉄レストラン街 

８階 呉服、美術工芸品、宝飾・時計、めがね、家具、家庭用品 

７階 こども服、おもちゃ、文具、旅行用品、スポーツ用品 

６階 紳士服・紳士洋品雑貨 

５階 婦人服(ミセスウエア・小さなサイズ)、婦人インナーウエア・ナイトウエア

４階 婦人服(アダルトウエア・大きなサイズ)、インターナショナルブティック 

３階 婦人服(キャリアウエア)、婦人服ヤング館「ヤングスクエア」、化粧品 

２階 婦人洋品雑貨、特選ブティック、婦人くつ、ハンドバッグ、アクセサリー 

１階 特選ブティック 

地１階 食品銘店ギフト、和・洋酒、健康食品・漢方 

地２階 生鮮食品(あべの新鮮市場)、和洋菓子 

 

（以 上） 
 


