
 

 

2017 年 2 月 24 日 

株式会社京阪流通システムズ 

 

「KUZUHA MALL」 

3月 10日（金）に西日本初出店を含む 

28店舗（新規 14店舗、増床 1店舗など）をリニューアル！ 

 
KUZUHA MALL（くずはモール：大阪府枚方市）は、2014 年 3 月に実施した増床リニューアルオープンから、 

4 年目を迎えるにあたり、今春 3 月 10 日（金）に本館ミドリノモールを中心に、新規および改装・移転・増床を合わせ、

28 店舗が装いを新たに登場することとなりました。 

 

「もっと誇れるくずはへ」を引き続き施設コンセプトとし、お客さまとのつながりを強くするべく、地域密着・活性化を目指し

進化して参ります。新規オープン店舗には、関西初出店となる国内外からセレクトしたブランドアイテムを提案するジーン

ズカジュアルの「JEANS FACTORY」（ジーンズファクトリー）や、西日本初出店となるセレクトショップ「GARAGE OF 

GOOD CLOTHING」（ガレージ オブ グッド クロージング）のほか、「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）、

「SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH」（センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ）、「アンパンマン キッズ

コレクション」など、高感度ショップから親子連れを含むファミリー層が楽しんでいただける店舗がオープンいたします。 

また、「Fruit GATHERING」（フルーツギャザリング）がディオールやランコム、イヴ・サンローランなどのコスメブランドを

新たに導入し、西日本最大級規模に増床リニューアルするなど、注目のショップが続々オープンいたします。 

 

今回の新規オープン店舗については、以下のとおりとなります。 

※あくまで、平成 29 年 2 月 24 日現在の情報ですので、変更になる場合がございます。 

※一部店舗にて、先行オープンなどございます。 

 

 

 

 

■New ショップ 

－本館ミドリノモール 1F－ 
 

ジーンズファクトリー ＜レディース・メンズファッション＞                           関西初出店  

 
“ワンランク上のライフスタイルを演出する、上質なワードローブ提案”を 
コンセプトに、国内外からセレクトしたブランドアイテムを提案する 
ジーンズカジュアル・セレクトショップです。 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

ガレージ オブ グッド クロージング ＜レディースファッション＞                   西日本初出店          

 
ラグジュアリーな物もデニムも、古着も、ベーシックも、メンズだって 
着てみたい…そんな自由なファッションを楽しみたい 
女性の心を満たせるショップです。 

 

 

 

 

 

メゾン ド フルール ＜雑貨・コスメ＞                                               
 

“With Happy Days”  
あなたの、大切な誰かの幸せに寄り添う女性の為のギフトショップ。 
自分へのご褒美、大切な人への贈り物…人生を彩るさまざまなシーンに 
フィットするラインナップを揃えました。 

 

 

 

 

 

イーブス サプライ ウィメンズストア ＜レディースファッション＞                                                                     
 

LOOKING GOOD,FEERING GOOD,BEING GOOD を 
コンセプトに東京カジュアルにモードを織り交ぜ、 
高感度ファッションと日常を少し豊かにする雑貨類を 
お手頃価格で提供いたします。 

  
 

 

－本館ミドリノモール 2F－ 
 
センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ ＜レディースファッション＞                            

 
「THE WORLD STANDARD FASHION」グローバルトレンドを、 
ファッション感度が高く好奇心旺盛なすべての女性に向け、 
より早くリーズナブルに展開します。 

 

 

 
 

 

ジェリービーンズ ＜シューズ＞                                                     

 
JELLY BEANS はいちばん身近なおしゃれシューズであり続けるために、 
幅広いスタイルに合う「かわいい」をご提案いたします。 

 

 

 

 



 

スピーガ ＜レディースファッション＞                                                 

 
1 人の女性の ON と OFF をトータルでラインナップ。 
時にはラグジュアリーに、時にはカジュアルに、女性の理想を全て叶える 
クローゼットのようなブランドです。 

                                                    
 
 

－本館ミドリノモール 3F－ 
 
ザ・スーツカンパニー ＜メンズファッション＞                                              

 
品質に妥協することなく、確かな生地を使い縫製も丁寧に仕上げる。 
もちろんファッション性は高く、そして何よりフェアな価格で 
あること。私たちが目指すのは、そんなビジネス 
パーソンにとって最適で最良なリアルクローズです。 
※3 月 3 日（金）先行オープン 

 
 
 
 
 

リーガル シューズ ＜シューズ＞                                                  

 
1961 年に「リーガル」ブランドが日本に上陸。 
リーガルは、国内シューズにおいて高い信頼を得てきました。「REGAL SHOES」は、 
その「リーガル」のメンズ・レディースシューズを取り扱う専門店です。  
※4 月上旬オープン 

 

 
 
   

ジュエルナ ＜キッズファッション＞                                        関西初出店  

 
自分らしいおしゃれを楽しみたい小中学生の女の子のための 
ジュニア向けファッションブランド。 
最新トレンドコーデを原宿から発信します。  
※2 月 10 日（金）先行オープン 

 

 

 

－本館ハナノモール 1F－ 
 
フルーツギャザリング ＜ビューティセレクトショップ＞                           西日本最大級    

 
今回新たに、ラグジュアリーコスメなど6ブランドを導入し、 
西日本最大級の「フルーツギャザリング」へと、リニューアルいたします。 
メイクアップやバス&ボディコスメなど、約25ブランドからセレクトした当店では、 
自由にタッチアップしたり、ギフトアイテムを探したりと、 
お客様のビューティーに対する様々な想いに応えます。 
 

＜追加ブランド＞ 

  

 

 

 



 

エンスウィート ルミエール デトワール ＜レディースファッション＞                   大阪初出店    

 
自然体で洗練されたフレンチカジュアルをベースに 
「スタイリッシュ」な商品を様々な「シーン」へお手頃に提供します。 
洋服から雑貨までオシャレママのファッションソリューションブランド。 

 

 

 

 

イェッカヴェッカ ＜レディースファッション＞                                              

 
自由なマインドでファッションを楽しみたいすべての大人の女性に向けて、 
日常をクラスアップさせる個性的なリアルクローズを提案します。 

 

 

 

 

 

－本館ハナノモール 2F－ 
 
パーツクラブ ＜ビーズ・アクセサリー＞                                                  

 
ビーズやアクセサリーパーツを中心に、ハンドメイドが楽しくなる 
バラエティ豊かなアイテムをリーズナブルなプライスで取り揃えております。 

 

 

 

 

 

－本館ハナノモール 3F－ 
 
アンパンマン キッズコレクション ＜キッズファッション＞                                      

 
「着ているだけで笑顔になる」…アンパンマンといっしょにいたい、 
という子どもたちの夢を叶えるアンパンマンの子供服ブランドです。 
お子さまの笑顔によって、お父さま、お母さまをはじめ、 
みなさまに笑顔をお届けいたします。 

 

 
 
 
※上記店舗には、増床 1 店舗を含みます。 ※画像はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 



 

■New&Renewal ショップ一覧 
 

ショップ名 業種 フロア 備考 オープン日 

ジーンズファクトリー レディース・メンズ 

ファッション 

本館ミドリノモール 1F  3 月 10 日（金） 

ガレージ オブ グッド クロージング レディースファッション 本館ミドリノモール 1F  3 月 10 日（金） 

メゾン ド フルール 雑貨・コスメ 本館ミドリノモール 1F  3 月 10 日（金） 

イーブス サプライ ウィメンズストア レディースファッション 本館ミドリノモール 1F  3 月 10 日（金） 

グレディ ブリリアン レディースファッション 本館ミドリノモール 1F 移転・ 

業態変更 

3 月 10 日（金） 

リル カリアリ レディースファッション 本館ミドリノモール 1F 移転 3 月 10 日（金） 

アズール バイ マウジー レディース・メンズ 

ファッション 

本館ミドリノモール 1F 改装 3 月 10 日（金） 

アジェデアクセサリーズ アクセサリー 本館ミドリノモール 1F 業態変更 3 月 10 日（金） 

センスオブプレイス 

バイ アーバンリサーチ 

レディースファッション 本館ミドリノモール 2F  3 月 10 日（金） 

ジェリービーンズ シューズ 本館ミドリノモール 2F  3 月 10 日（金） 

スピーガ レディースファッション 本館ミドリノモール 2F  3 月 10 日（金） 

ローズマリー 化粧品 本館ミドリノモール 2F 改装 3 月 10 日（金） 

レトロガール レディースファッション 本館ミドリノモール 2F 移転 3 月 10 日（金） 

アースミュージック＆エコロジー 

プレミアムストア 

レディースファッション 本館ミドリノモール 2F 移転・ 

業態変更 

3 月 10 日（金） 

イング レディースファッション 本館ミドリノモール 2F 改装 2 月 17 日（金） 

ザ・スーツカンパニー メンズファッション 本館ミドリノモール 3F  3 月 3 日（金） 

リーガル シューズ シューズ 本館ミドリノモール 3F  4 月上旬 

ジュエルナ キッズファッション 本館ミドリノモール 3F  2 月 10 日（金） 

フルーツギャザリング ビューティセレクト 

ショップ 

本館ハナノモール 1F 増床 3 月 10 日（金） 

エンスウィート ルミエール デトワール レディースファッション 本館ハナノモール 1F  3 月 10 日（金） 

イェッカヴェッカ レディースファッション 本館ハナノモール 1F  3 月 10 日（金） 

エクスプリメ エト リダクション アクセサリー・バッグ・ 

服飾雑貨 

本館ハナノモール 1F 移転 3 月 10 日（金） 

パーツクラブ ビーズ・アクセサリー 本館ハナノモール 2F  3 月 10 日（金） 

コクレ レディースファッション 本館ハナノモール 2F 移転 3 月 24 日（金） 

アンパンマン キッズコレクション キッズファッション 本館ハナノモール 3F  3 月 10 日（金） 

パーフェクトスーツファクトリー レディース・メンズ 

ファッション 

本館ハナノモール 3F 移転 2 月 9 日（木） 

ウズ ダイニングカフェ ダイニングストリート 1F 改装 3 月 10 日（金） 

串家物語 串揚げビュッフェ ダイニングストリート 2F 改装 2 月 28 日（火） 

 

 

 

 

 



 

■施設概要 

KUZUHA MALL（くずはモール） 

所 在 地：〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町 15-1 

T E L：072-866-3300（代表） 

営業時間：ショッピング 10：00～21：00／レストラン 11：00～23：00 

※一部店舗は営業時間が異なります。 

ア ク セ ス：京阪電車「樟葉」駅下車すぐ 

駐車場 約 3,000 台（有料、お買い物での優待あり） 

営業面積：約 72,000 ㎡  店舗数：約 240 店舗 

U R L：http://kuzuha-mall.com 

 

以 上 


