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東急ハンズ、関西エリア 5 店舗体制で本格展開開始！ 
4 月 19 日(火) 梅田店、4 月 26 日(火) あべのキューズモール店 

いよいよオープン!! 
 

株式会社東急ハンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中島美博）は、2011 年 4 月 19 日(火)

に「東急ハンズ梅田店」、同年 4 月 26 日(火)に「東急ハンズあべのキューズモール店」をそれぞれオープ

ンいたします。これにより東急ハンズは、関西エリアで既存の心斎橋店、江坂店、三宮店と合わせた 5 店

舗体制で本格展開を開始いたします。 

■関西最大級の旗艦店 東急ハンズ梅田店 

東急ハンズ梅田店は、大阪駅開発プロジェクト

の一環として増床する大丸梅田店 10 階から   

12 階までの 3 フロアに出店。西日本最大のターミ

ナル駅である大阪駅という立地を活かし、東急ハ

ンズの関西エリアにおける旗艦店として情報発信

を強化いたします。 

店内では、アーティストや企業とのコラボレーションにより、次世代の商品を発掘・提案をするイベント

スペース「ハンズ・インスピレーション」、スタッフとお客様、お客様同士のコミュニケーションの場を提供 

する「ハンズ・カフェ」、モノづくり時間の楽しみ方を提案する「ホビー＆クラフトコーナー」などを展開。従

来の幅広い品ぞろえに加え、お客様へのご提案とコミュニケーションを強化するフロア構成となっており

ます。その他、新宿店にて好評を博している、女性の美に関する素材を幅広く取り揃えたヘルス＆ビュ

ーティーコーナー「BeautyLine（ビューティライン）」を関西エリアで初めて展開します。 

 

東急ハンズ梅田店 報道関係者向け内覧会のご案内 

4 月 18 日(月)に梅田店の内覧会を予定しております。 

詳細が決まり次第、改めてご案内差し上げますので、よろしくお願いします。 

 

■東急ハンズあべのキューズモール店 

東急ハンズあべのキューズモール店は、阿倍

野再開発プロジェクトの一環として「阿倍野・天王

寺」駅前に開業する「あべのマーケットパーク キ

ューズモール」の地下 1 階に出店。 

店内は、手作りの良さを伝えるクラフト用品が

店舗面積のほぼ 2 割を占めており、その他ヘル

ス＆ビューティーやハウスウェア、ベーシックなステーショナリーなど、女性が日々の生活を気軽に楽し

む商品を中心に取り揃えます。 

<梅田店 10F エントランス・イメージ> 

<あべのキューズモール店 エントランス・イメージ>



 東急ハンズ梅田店、東急ハンズあべのキューズモール店の詳細は以下のとおりです。 

 

■東急ハンズ梅田店 概要 

 出店地： 大阪府大阪市北区梅田 3-1-1 大丸梅田店内 10 階～12 階 

 事業主： 株式会社大丸松坂屋百貨店 

 交通： JR 大阪駅直結、阪急梅田駅 徒歩 4 分 

 開業日： 2011 年 4 月 19 日（火）         営業時間： 10:00～20:00 

 出店形態： 直営                     従業員数： 200 名 

 店舗面積： 約 6,000 ㎡（約 1,500 坪）   取扱アイテム数： 約 10 万 SKU 

 

 

■東急ハンズ梅田店 フロア構成 

 
 

 

 

 

 

 



10F フロア  イベントによる高感度な情報発信とステーショナリーのフロア 

■東急ハンズ梅田店 各フロアの詳細 

◇展開カテゴリー： 

ステーショナリー、バラエティー 

 

◇コーナー展開： 

ハンズ・インスピレーション／ヒント・スクエア 

ハンズ・インスピレーションはヒト、モノ、コトに関する新たな情報発信の場として、アーティストや企業と

のコラボレーションにより、次世代の商品を発掘・提案するイベントスペース。ヒント・スクエアは季節プロ

モーションを中心に、いつも何かが変わっていくことを楽し

んでいただく場をご提案。 

 

 

 

 

 

 

 

ハンズ・カフェ 

ハンズとお客様が接し、共に新しいコミュニティ

を築く、新たなコミュニケーション・スペース。 

ハンズならではのオリジナルメニューや店頭と 

連動したイベントを展開。 

 

 

 

 

 

デザイン・ワークス 

デザインを学ぶ学生から近隣の業務需要まで、 

あらゆるニーズに応える品揃えとサービスメニューを展開。 

 

 

 

 

ライフ・スマイル 

ちょっと暮らしが笑顔になる、うれしくなる雑貨たちをテーマに編集。 

ギフトニーズにも応える展開。 

 

 

 



11F フロア  「創る」をテーマに手から五感へ実感するクリエイティブライフのフロア 

◇展開カテゴリー： 

ツール＆マテリアル、ホビー＆クラフト、アウトドア、バッグ＆トラベル、パーソナルスタイル 

 

◇コーナー展開： 

ホビー＆クラフトコーナー 

4 つのコーナー展開で、モノづくりと時間の楽しみ方を、男女を問わずご提案。 

①DRESS UP アトリエ 

「私にもできる小さな手仕事」がコンセプトの 

手芸コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

(イメージ) 

②WORK UP ラボ×模型ファクトリー 

知的好奇心を刺激するホビーの世界を提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イメージ) 

③GROW UP ブックス×art-bookshop 

本がつなげる、モノづくりのスタイル 

 

 

 

 

 

 

 

(イメージ) 

④PICK UP マーケット×タピエスタイル 

クリエイターと出会うモノの市 

 

 

 

 

 

 

 

(イメージ) 

 

WORKS (ワークス) 

ハンズならではの手仕事をご提供する、木工、修理、 

サイクル、ホビー＆クラフトの 4 つの工房を展開。 

 

 

レッツ・ゴー！トラベル 

旅の楽しさをハンズ流にアピール。 

実用品から旅の気分を盛り上げる雑貨までご提案。 

 

IN HER BAG 

はたらく女性をターゲットにモバイルバッグをご提案。 

バッグを持つシーンにあわせて、快適さ・遊び心・自分らしさを表現。 

(イメージ) 



12F フロア  女性のための変わる、変える喜びで「美しい生活」が始まるフロア 

◇展開カテゴリー 

ハウスウエア、ヘルス＆ビューティー、インテリア 

 

◇コーナー展開： 

ビューティライン 

フェイス・ヘア・ボディ・ハンド・レッグ・フィールの 6 つのラインで売場を構成。「自分らしく美しく」をテーマ

に、前に進む女性の魅力を引き出す商品やその使い方をご提案。 

梅田で働く女性をターゲットに、自然

派化粧品を数多く品揃え。また、ネイ

ルサロンも併設。 

 

 

 

 

 

 

 

おうちでパン･カフェ 

粉から手軽にカフェ風パンを手づくりして楽しむ道具や 

レシピをご提案。 

 

コーヒー・アワー 

手で淹れる美味しいコーヒーとゆっくりと味わう“時”をご提案。 

10F ハンズ・カフェと連携したイベント企画やグッズの販売も予定。 

 

 

手料理のすすめ＆手づくりの食卓 

こだわりの素材でカンタン節約手づくりのススメと、 

お手軽・便利だけじゃない、ホンモノの良い道具のご提案。 

 

 

 

RUN！RUN！RUN！ 

“Keep Running! For Beauty” をテーマに、 

女性視線で快適なランニングライフを提案。 

ビューティラインとも連携。 

 

 

メンズ・ケア 

スキンケアやヘアスタイリングになど“自分磨き”に関心の高い 

男性顧客をターゲットに展開。 



■東急ハンズあべのキューズモール店 概要 

 出店地： 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1 丁目 6 番 1 号 

 あべのマーケットパーク キューズモール 地下 1 階 

 交通： JR 線・御堂筋線「天王寺」、近鉄線「大阪阿倍野橋」、谷町線「天王寺」「阿倍野」、

 阪堺電車「阿倍野」「天王寺前」各駅より徒歩 3 分 

 開業日： 2011 年 4 月 26 日（火）         営業時間： 10:00～21:00 

 出店形態： 直営                     従業員数： 45 名 

 店舗面積： 約 2,500 ㎡    取扱アイテム数： 約 5 万 SKU 

 

◇コーナー展開： 

手づくりクラフトゾーン 

レザークラフトのツール・材料、オリジナルの輸入生地、ビーズ・ボタン、プロ用まで幅広く揃えたデザイ

ン・画材など、手づくりクラフトに関わるツール、材料をご提案。 

 

ビューティライン 

フェイス・ヘア・ボディ・ハンド・レッグ・フィールの 6 つの 

ラインで売場を構成。「自分らしく美しく」をテーマに、 

前に進む女性の魅力を引き出す商品やその使い方を 

ご提案。 

 

 

 

「カワイイ」文具 

カラフルで楽しく実用性もしっかりした、「カワイイ」文具を

集めて、女性のデスクを彩るガジェットとともにご提案。 

 

 

イベント・ワゴン 

モダンな中に可愛らしさを取り入れた、関西在住の 

クリエイター雑貨をコーディネートしてご提案。 

 

 

IN HER BAG 

活動的な女性にモバイルバッグをご提案。 

バッグのみならず、その中身や使っていく中での快適さ・

遊び心・自分らしさを様々なカテゴリーからセレクト。 

 

 

 

報道関係のお問合せ先： 

株式会社東急ハンズ 経営企画部 ブランディング課（担当：伊藤、國分） 

TEL：03-3780-5172 / E-mail：press@tokyu-hands.co.jp 


