2015年3月9日
報道関係各位

大阪・梅田の商業施設「ーマ」

４月１６日（木） リニューアルオープン！
～さらに感度の高い生活スタルを提案する施設へ生まれ変わる～
株式会社ザマックスプロパテゖズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：辛島 秀夫）が運
営する大阪・梅田の商業施設「ーマ」が、４月１６日（木）にリニューゕルオープンいたします。

今回のリニューゕルの特長は、今までのーマが強みとしていた『フゔッションゕパレル』に加
え、『サービス業態の充実』と『スポーツゕウトドゕブランド』を取り入れることで、より感度の
高い生活スタルを築いていただける施設となっています。
注目店舗としては、国内2店舗目となる「TODD SNYDER LIBRARY（トッドスナダーラブ
ラリー）／メンズフゔッション」や、商業施設初出店の「LOFTMAN COOP /LOFTMAN COOP
`Ohana（ロフトマンコープ/ロフトマンコープ オハナ）／メンズ、レデゖスフゔッション」、大
阪初出店の「ARC‘TERYX（ゕークテリクス）／ゕウトドゕ」などの新店はじめ、先行OPENしてい
る「biiq （ビゖーク ）／美容サロン」など合計２５店舗がリニューゕルし、新たな店舗ラン
ゕップを構成します。
活気あふれる梅田エリゕにおいて、「ーマ」ならではの店舗展開や、品揃えにより愉しみを
作っていくことで、近隣施設との差別化を図っていきます。
【お問い合わせ】
株式会社ザマックスプロパテゖズ／ーマヘッドオフゖス
販売促進担当／堂山
TEL 06-4796-6377（代）

【フロア構成】
新店：赤帯、リニューアル店：青帯、既存店：帯なし
店舗名

フロア
GUILD PRIME

ギルドプライム

STUDIOUS TOKYO

ステュディオス トウキョウ

地下２階 B'2nd

ビーセカンド

業種
メンズファッション
レディスファッション
メンズファッション
ウィメンズファッション
メンズファッション
レディスファッション

ＬＩＭＩ feu

リミ フゥ

レディスファッション

Aberra

アベラ

カフェレストラン

２階

３階

4月16日
先行OPEN
3月11日
先行OPEN
3月11日
既存
先行OPEN
4月1日
先行OPEN
3月30日
先行OPEN
4月1日

ジー・ビー・ガファス

アイウェア

journal standard Furniture

ジャーナル スタンダード ファニチャー

インテリア

SPITIFARO

スピティファーロ

レディスファッション・雑貨

MARKS&WEB

マークスアンドウェブ

自然派化粧品・生活雑貨

4月16日

café&books bibliothèque (shop)

カフェアンドブックス ビブリオテーク（ショップ）

アートビジュアルブック＆インテリア雑貨

4月16日

café&books bibliothèque

カフェアンドブックス ビブリオテーク

カフェレストラン

MHL.

エムエイチエル

レディスファッション
メンズファッション

4月16日

TODD SNYDER LIBRARY

トッドスナイダーライブラリー

メンズファッション

4月16日

A.P.C.

アー･ぺー･セー

メンズファッション
ウィメンズファッション

既存

Adam et Ropé/WILD LIFE TAILOR

アダムエロペ/ワイルドライフテーラー

メンズファッション・雑貨

既存

odette

オデット

フラワーショップ

既存

G-STAR RAW

ジースターロウ

LOFTMAN COOP /
LOFTMAN COOP `Ohana

ロフトマンコープ /
ロフトマンコープ オハナ

メンズファッション
ウィメンズファッション
メンズファッション
レディスファッション
メンズファッション
レディスファッション
メンズファッション
レディスファッション

既存

4月16日
4月16日

関西初出店

国内最大級
売場面積
オハナ
大阪初出店

先行OPEN
4月1日
先行OPEN
4月1日

quadro

クオドロ

Johnbull Private labo

ジョンブルプライベートラボ

ARC'TERYX

アークテリクス

アウトドア

4月16日

A&F COUNTRY

エイアンドエフカントリー

アウトドア（総合）

4月16日

MSPC PRODUCT sort

エムエスピーシープロダクトソート

メンズファッション・バッグ・雑貨

4月16日

Jack Wolfskin

ジャックウルフスキン

アウトドア

4月16日

関西初出店

FULLMARKS

フルマークス

アウトドア

4月16日

大阪初出店

MAMMUT

マムート

アウトドア

4月16日

CLOTHING SHOP SECOND

クロージング ショップ セカンド

メンズファッション

4月16日
先行OPEN
1月3日
先行OPEN
2月1日

ARLUIS WEDDING

アールイズ・ウエディング

リゾートウエディングサロン

VECUA

ベキュア

フェイシャルエステ＆メイクアップ
化粧品販売

biiq atelier + LIM
douceur + LIM
même + LIM

ビィーク アトリエ プラス リム
ドゥスール プラス リム
メーム プラス リム

ネイル＆アイラッシュサロン
ヘアサロン
エスパサロン

CANTE GRANDE

カンテグランデ

カフェ＆大食堂

既存

四季彩味処 串揚げ 串かざり

シキサイアジドコロ クシアゲ クシカザリ

串揚げ専門店

既存

旬和席 うおまん

シュンワセキ ウオマン

和食

既存

但馬屋

タジマヤ

炭火焼肉

既存

Champagne&Wine Lounge LUXE Tajimaya シャンパンアンドワイン ラウンジ リュクス タジマヤ

ワイン＆厳選黒毛和牛

既存

DECOBOCO

デコボコ

ワインと創作ダイニング

既存

鉄板焼 えん

テッパンヤキ エン

鉄板焼・お好み焼

既存

IPPO

イッポ

鶏匠・博多水炊き

既存

CUCINA ITALIANA GNOCCHI

クッチーナ イタリアーナ ニョッキ

イタリアンレストラン

既存

新modern和食 花椿 -HANA TSUBAKI-

シンモダンワショク ハナツバキ

創作和食と産直旬野菜

既存

名家 華中華

メイケ カチュウカ

創作中華レストラン

既存

４階

５階

4月16日

G.B.Gafas

地下１階

１階

新店・リニューアル

先行OPEN
12月19日

６階

西日本初
直営店
関西最大級
売場面積

【イーマ概要】
所在地

大阪市北区梅田1丁目12番6号

施設運営

㈱ザマックスプロパテゖズ

設計・施工

㈱奥村組

環境・施工

㈱乃村工藝社

建物構造

地上鉄骨造、地下鉄骨鉄筋コンクリート造

建物規模

地下3階 地上14階 塔屋1階

敷地面積

2,444.83㎡

建築面積

1,948.70㎡

延床面積

26,599.83㎡

店舗面積

地下2階～6階 商業ゾーン 7,697.20㎡
7階～13階 7,815.64㎡

店舗数 物販

25店／飲食：13店 サービス：3店(2015年3月現在)

シネマコンプレックス

7スクリーン

開業日

2002年4月24日

営業時間

物販 11:00～21:00 飲食 11:00～23:00
（一部店舗、ならびにサービス店舗の一部は異なります。)

休日

不定休

【テナント概要】
新店：赤文字、リニューアル店：青文字、既存店：黒文字
Ｂ２Ｆ

■GUILD PRIME（ギルドプライム）
10代後半から30代のフゔッション感度の高い男性と女性を対象としたセレクトショップで
す。国内外のハブランドとともによりカジュゕルでリーズナブルなブランドも展開する、
モードとカジュゕルを融合させたコンセプトショップです。
■STUDIOUS TOKYO（ステュディオス トウキョウ）
『日本発を世界へ -From JAPAN to THE WORLD-』をコンセプトに国内のTOKYOブラン
ドにこだわり、リゕルなモードスタルを提案していくセレクトショップです。
高感度でワンランク上の世代をターゲットに、既存の海外でも高い認知度を誇る
TOKYOブランドをセレクトしています。
■B'2nd（ビーセカンド）
国内外を問わず、常に上質モード系ブランドを揃えるショップです。流行を意識しながら
も、決して流行だけを追いかけない、独自の品揃えは老舗セレクトショップならではです。
■LIMI feu（リミ フゥ）
雰囲気・分量・着やすさを大切に、誇張をなくし、”着る人の個性を表現する余地を残す”
ことをコンセプトに掲げています。着る人と服のオーラが融合することで完成するクロー
ズをランナップしています。
■Aberra（アベラ）
ひとり一人が自分だけの時間を自由に過ごせる、そんな心地よさが流れるくつろぎカフェ
です。本格フードからドリンク、スーツまでメニューの豊富さも魅力です。

Ｂ1Ｆ

■G.B.Gafas（ジー・ビー・ガファス）
世界のゕウェゕの中から、上質でモード性の高いトップブランドのみをセレクトしています。
高感度な大人のために厳選した豊富なコレクションが魅力です。
■journal standard Furniture （ジャーナル スタンダード ファニチャー）
時流を加えたフゔッションのようなスタルを提案するJOURNAL STANDARDの
ンテリゕショップです。
ヴゖンテージを今に解釈したスタンダードなオリジナルゕテムと、トレンドが感じられる
国内外の旬なブランドを組み合わせたテストミックスのスタルを提案します。
■SPITIFARO（スピティファーロ）
[クラシックモダン]をテーマに国内・海外問わず商品をセレクトしています。
女性のフゔッションを香り立たせるシューズの品揃えは特に充実しています。
足もとからトータルに提案する本格派セレクトショップです。
■MARKS&WEB（マークスアンドウェブ）
ハーブやオルなど厳選した原料を使用した、天然精油の香りの石けんや、入浴料・ボデゖケゕ
をランナップしています。素材を生かしたラフスタル雑貨も充実しています。
■café&books bibliothèque (shop)（カフェアンドブックス ビブリオテーク [ショップ]）
ゕートかつユニークな感性で世界中から選んだフゔッション雑貨やンテリゕ雑貨を集積
しています。知的好奇心が高まり毎日がちょっと楽しくなる商品を提案します。
café&books bibliothèque （カフェアンドブックス ビブリオテーク）
フランス語で「図書館」のビブリオテークは、手作りパンケーキとスーツ、夜はしっかり
デゖナーとお酒が楽しめるスタリッシュなカフェです。ギャラリー展示・ワークショップ
ベントを随時開催するラフスタル提案型のお店です。

【テナント概要】

1Ｆ

■MHL.（エムエイチエル）
英国ブランド「MARGARET HOWELL」のカジュゕルランである「MHL.」のオンリー
ショップです。機能性と実用性をキーワードにシンプルでモダンなデザンを特徴とし、
デリーに着こなせるレデゖース・メンズウェゕを展開します。
■TODD SNYDER LIBRARY（トッドスナイダーライブラリー）
ニューヨークを拠点に活動するメンズデザナー、トッド・スナダーのショップが大阪
に初出店します。現代に相応しい新しいジェントルマン像を提案し続けてきたシグニ
チャーブランドと彼の審美眼に適った多岐に渡るコラボゕテムを展開します｡
■A.P.C.（アー･ぺー･セー）
本質的なエレガンスを主張する、ミニマルな服作りでモダン・フレンチスタルを提案
しています。日本の素材を生かした暖かな光を感じる空間で、レデゖス・メンズのコレク
ションを展開しています
■Adam et Ropé/WILD LIFE TAILOR（アダムエロペ/ワイルドライフテーラー）
東京・恵比寿の「WILD LIFE TAILOR」を併設しています。「時代に流されない洋品店」
と「常に新しい提案がある空間」で構成されたコンテンツに溢れるMEN‘S STOREを提案
しています。
■odette（オデット）
大人っぽいシックなカラーをメンに、質感・フォルムにこだわったデザンコンシャス
な花々をランナップしています。日常に、ドラマテゖックな潤いをプラスしています。

２Ｆ

■G-STAR RAW（ジースターロウ）
国内最大の売り場面積を誇るG-STAR RAWの最新コンセプトストゕです。
メンズ、ウゖメンズと豊富なジーンズのランナップを揃え、ジーンズのデザン、シル
エットが一目で分かるような新しいレッグマネキンを導入し、これまでにないラグジュゕ
リーな空間を体感できる国内最大の最新コンセプトストゕです。
■ LOFTMAN COOP /LOFTMAN COOP `Ohana
（ロフトマンコープ/ ロフトマンコープ オハナ）
LOFTMAN COOPは、オリジナリテゖー(独創性)、ゕクテゖブ(躍動感)、ジェネラリー(普遍
性)、ステブル(安定感)を意味する造語「創動遍定(そうどうへんじょう)」をキーワード
にそれぞれのラフスタルに合わせたデリーウェゕを世界中のブランドやセレクトで
表現します。よりゕーバンラフに意識を向けたスタルを提案します。
またロフトマンのウゖメンズセクションである「`Ohana(オハナ)」では、ゕウトドゕ、
ワーク、ミリタリー、スポーツを提案するLOFTMAN COOP「だからできる」スタルに、
女性らしさをプラス。「`Ohana(オハナ)」は、ハワ語で「家族」を意味し、キッズや
ベビーゕテムも展開します。
■quadro（クオドロ）
白を基調に、ぬくもりあふれるゕトリエ（工房）を表現したショップです。
情実カジュゕルなデリーウェゕをはじめ、新ブランド「marinero」も展開します。
■Johnbull Private labo（ジョンブルプライベートラボ）
ワークをルーツに50年の歴史を持つJohnbullは、音楽や芸術を愛し、創作していくことを
もワークと考える独自のコンセプトを軸に、新しいワークウェゕをクリエトします。

【テナント概要】

3Ｆ

■ARC‘TERYX（アークテリクス）
カナダ・バンクーバー発祥のゕウトドゕウェゕブランドです。
ゕークテリクスのゕウトドゕウェゕは、人間工学に基づいたデザンと、自然界からン
スピレーションを得た色彩で、自然との一体感をより高めます。
軽量でありながらも耐久性が高く、そして無駄を省いたシンプルな製品は、極限の環境下
でも最高のパフォーマンスを支えてくれます。
西日本最初の直営店となるーマ店では、定番のバックパックから最新のウェゕやフット
ウェゕを幅広く取り揃えています。
■A&F COUNTRY（エイアンドエフカントリー）
関西最大級の面積を誇るＡ＆Ｆカントリー直営店舗です。
上質なモノ、長く使えるモノ、直し続けても使いたいモノ、世界中のゕウトドゕをセレク
トします。確かなモノ、居心地のよい至福なプラベート空間で、大人の遊びを提案しま
す。
■MSPC PRODUCT sort（エムエスピーシープロダクトソート）
大阪に自社工場・BASE大阪を持ち、日本の職人たちによる一貫したMADE IN JAPANに
こだわるバックブランド（master-piece)のコンセプトショップです。
バックを中心に国内外からさまざまなフゔッションブランドのゕパレルをセレクトし、
ラフスタルにひもずくフゔッションを提案します。
■ Jack Wolfskin（ジャックウルフスキン）
ヨーロッパで大変人気なゕウトドゕブランド、ジャックウルフスキンが大阪梅田に上陸
します。
トレッキング、ハキング、タウンユースなど幅広いカテゴリーの商品を展開します。
店舗の什器は全てドツの物を輸入し、フロゕメージもドツの店舗を表現します。
■ FULLMARKS （フルマークス）
北欧の厳しい自然環境の中で生まれ磨かれた、機能的且つデザン性に優れたブランドを
取り扱うゕウトドゕセレクトショップです。
洗練された道具の提供にとどまらず、それらを実際に現場で使って頂ける各種ゕウトドゕ
ツゕーやベントも随時企画予定です。
■MAMMUT（マムート）
スス発本格派ゕウトドゕブランドのMAMMUT（マムート）がついに梅田エリゕに初進出
します。本格的な登山使いのギゕからタウンユースのゕパレル商品まで取り揃う近畿唯一
の直営店です。
■CLOTHING SHOP SECOND（クロージング ショップ セカンド）
「ベーシックだけど普通ではない」をコンセプトにするメンズセレクトショップです。
国内のブランドを中心に、お客様1人1人に商品と一緒に創り手の気持ち、他のお店には
無い新鮮さ・驚きを提案します。

【テナント概要】

４Ｆ

■ARLUIS WEDDING（アールイズ・ウエディング）
ハワ、グゕム、沖縄、バリの海外リゾートウエデゖングを手掛けるスペシャリストです。
海外のチャペルは世界の憧れを集める一流ブランドホテルとのコラボレーションしていま
す。リゾートウエデゖングならではの絶景ロケーションで、特別な一日お楽しみください。
幸せのノウハウを持った専任ウエデゖングプランナーが、1組1組にオンリーワンの
洗練スタルをプランニングします。
リゾートの醍醐味やドレス、ブーケ、パーテゖのことなど多彩の選択肢から２人の
こだわりを実現します。
■VECUA（ベキュア）
VECUAは2003年に誕生してから、エステテゖックトリートメントを通じて述べ80万人の
女性の肌を見続けてきたビューテゖブランドです。
自然と科学をみつめ、VECUAの肌理論から生まれたオリジナル化粧品と肌本来の
美しさを引き出す「フェシャルトリートメント」を提供します。
■biiq atelier + LIM（ビィーク アトリエ プラス リム）
『誰かに見せる為のネルではなく、自分の心を満たしてくれるネル』『着飾る為のも
のではなく、誰かを優しくみつめる瞬間に輝く・・・・そんなゕラッシュ』です。
リラックスするためのサロンというよりも、エキサテゖングでワクワクさせてくれる
実験室のようなネル＆ゕラッシュサロンです。
biiq douceur + LIM（ビィーク ドゥスール プラス リム）
女性だけだからこそ生まれるこだわりにつつまれたヘゕサロンです。
女性が共感する、毎日がほんの少しだけ特別になる細やかでさりげない提案をします。
ずっと素敵でいてほしいと願うあたたかな空気感の中で、女性らしい美しいヘゕスタル
を作ります。
biiq même + LIM（ビィーク メーム プラス リム）
私たちの積み重ねた毎日から生まれた新しい発想。表層だけでなく、素材から美しく
つくりかえるということ。
ここでは美しいデザンを生む為の必要な基盤をつくります。
ヘッドスパでもなくエステでもない、全く新しいLIMのエスパサロンです。

【テナント概要】

５Ｆ

■CANTE GRANDE（カンテグランデ）
のんびりリラックスできる空間が魅力です。大人気メニュー''チャ''をはじめ、チキンや
ホウレンソウカレーなどの本格スパス料理も多彩にランナップしています。
■四季彩味処 串揚げ 串かざり（シキサイアジドコロ クシアゲ クシカザリ）
揚げ油は、体にやさしいオリーブオル１００％を使用しています。その時季にしか味わえ
ない旬素材をはじめ、魚介類、肉、お野菜など、約４０種の新鮮食材をゕツゕツの串揚げに
仕上げています。
■旬和席 うおまん（シュンワセキ ウオマン）
全国の漁港や市場に足を運び、その土地にしかない旬の鮮魚を買い付け直送しています。
こだわりの食材・熟練の職人の技が光る、絶品の魚料理を堪能いただけます。
■但馬屋（タジマヤ）
完全個室のくつろぎ空間です。他では味わうことのできないこだわりの厳選黒毛和牛を、
贅沢な本格炭火焼でじっくり堪能いただけます。
■Champagne&Wine Lounge LUXE Tajimaya
（シャンパンアンドワイン ラウンジ リュクス タジマヤ）
黒を基調としたLUXURYな美空間を演出しています。ソムリエにより洗練されたワンが
厳選黒毛和牛の料理を引き立てます。大人の女性が輝く贅沢な一刻を堪能いただけます。
■DECOBOCO（デコボコ）
こだわりの創作料理と厳選したお酒（ワン・日本酒・カクテルなど）をゆったりと、
そしてちょっとオシャレな空間です。大人気の「トマト鍋」も年中お楽しみいただけます。
■鉄板焼 えん（テッパンヤキ エン）
自慢の『まぜまぜ焼』、九条ねぎたっぷりの『ねぎ焼き』、国産黒毛和牛A５ランクのお肉
を使った『ステーキ』など、多彩なメニューがランナップしています。
６Ｆ

■IPPO（イッポ）
名物「博多水炊き」をはじめ、炭火焼鳥、蒸し鶏、うきさとむらのから揚げなど、鶏匠達が
鶏の美味しさに拘った数々のお料理を堪能いただけます。一品料理も充実しています。
■CUCINA ITALIANA GNOCCHI （クッチーナ イタリアーナ ニョッキ）
扉を開ければ別世界の異空間です。隠れ家のような雰囲気の中、厳選した各国のワンと
８０種ものゕラカルトがリーズナブルに楽しめるタリゕンレストランです。
■新modern和食 花椿 -HANA TSUBAKI-（シンモダンワショク ハナツバキ）
情緒あふれる日本庭園、堀り炬燵や多彩な個室、ラグジュゕリーなダニングです。
様々なシーンで全国各地の厳選素材の魅力が味わえます。
■名家 華中華（メイケ カチュウカ）
マルドで優しい味わいが女性に大人気です。ンテリゕにもこだわったシックで
スタリッシュ空間で、贅沢な時間を満喫できる創作中華レストランです。

【会社概要】
■社名

株式会社ザマックスプロパテゖズ

■所在地

東京都中央区築地1丁目13番10号 新阪和ビル

■設立年月日

2001年4月2日

■資本金

3億円

■売上高

120億円（2014年3月期）

■従業員数

272名（2014年4月1日現在）

■事業内容

(1) 不動産の所有、売買、賃貸、管理、仲介、コンサルテゖング及び鑑定
(2) オフゖスビル・商業施設などの不動産に関する運営業務の受託
(3) 建物及び関連設備に関する総合管理、メンテナンス業務
(4) 建物の管理運営に付随する物品の販売、その代理及び仲介
(5) 総合警備保障業務
(6) 建築工事等の企画・請負・施工・設計・工事監理・コンサルテゖング業
(7) 金融商品取引法に規定する金融商品取引業

■代表取締役社長

辛島 秀夫（カラシマ ヒデオ）

