
  
 
 
   

 

  NEWS RELEASE 
   

         ２００５年３月 

ミレニアムリテイリンググループ 

    

株式会社 西武百貨店 
八尾西武は、 

上質な感動空間の提供へ向け、百貨店と専門店ゾーンの 

複合商業施設へと全館リニューアルいたします。 
 

マチュア世代とそのファミリー層へ向けた、新たなショッピングセンター

｢オーロラシティ｣として、３月４日(金)に、リニューアルオープン！
 

 
ミレニアムリテイリンググループの西武百貨店は、 
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この春 顧客ニーズへの対応力を強化するために、八尾店 
(大阪府八尾市)を、3月 4日(金)に全館リニューアルオープ 
ンいたします。 

 
当グループは、既にそごう６店舗、西武百貨店船橋店 

（千葉県船橋市･０４年８月２７日オープン）･高槻店（大阪府高槻 

市･９月１０日オープン）の２店舗の全館リニューアルを実施 
し、今日まで地域の皆様より高いご支持をいただいております。 

 
そして、本年西武百貨店は、２月に筑波店（茨城県つくば市）・３月に八尾店（大阪

を、全館リニューアルいたします。 
リニューアルに際しては、成熟化社会の進展、顧客ニーズの多様化・個性化など、急

マーケットに対し、百貨店としての得意分野（ファッション・食品・インテリア）を徹

るとともに、専門度の高いテナントとの取り組みを強化・拡充いたします。 
 
これにより、八尾店は百貨店を核に、専門性の高いテナント 

で構成する複合商業施設「オーロラシティ」（関西２店舗目） 
として生まれ変り、更にテナントゾーンを｢オーロラモール｣と 
命名し、お客様にとってより親しみやすく、魅力的な店づくり 
を行います。 

 
又、マーケティング視点では、「マチュア、ファミリー」層へ、上質な暮らしと毎日

供するコミュニケーションセンターとして、商品･サービス（人的･環境･ソフト）･プロ

充実します。『楽しくなければ百貨店ではない』を合言葉に、｢エンターテーメントの強

商品｣｢ゆとりの空間｣｢いきとどいたおもてなし｣｢販売員とのコミュニケーション｣など

様が親しみ易い使い勝手のよい〝私の店〟を目指した取り組みを強化してまいります。
１階正面入口ｲﾒｰｼﾞ
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【１】魅力ある複合商業施設オーロラシティ(専門店と百貨店ゾーン)の基本的な考え方 
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１９８１年５月の開店以来２０年以上にわたり、地域 

のお客様にご利用いただきましたが、お客様のニーズ･ 

地域競合の激化等マーケットが大きく変化をしてきまし 

た。 

西武百貨店八尾店は、この変化を踏まえ、より上質感 

があり専門性に特化した百貨店と、専門店が得意とする 

『遊･休･知･美･食』領域の充実を行なうために、『複合 

商業施設 オーロラシティ』として、百貨店と専門店ゾ 

ーンの機能と役割を明確にした、お客様に繰り返しご来 

店いただけるお店として３月４日(金)に生まれ変わります。 

 

 

× 
人(専門販売

 施設･ｻｰﾋ

《百貨店ゾー

 

× 
商品 

 

①専門店ゾーン 『家族生活充実街』  
 ⇒｢オーロラモール｣専門性と百貨店補完機能を兼ね備えた 100 店（新規 60

■地域一番の６つの大型専門店集積

ミドリ電化（家電）、ロフト･無印良品（生活雑貨）、リブロ（書籍）、

リー（食品）など、大型専門店を集積し圧倒的な品揃えを目指します

■ファッション・雑貨のテナントショップを拡充

専門性を兼ね備えたファッション・雑貨など人気ショップを導入。 

 ■「遊」「休」「知」「美」｢食｣に対応した専門店の導入

  マチュア世代のニーズに応じた美容やレストラン等の充実。 

 ■行けば何かがある、エンターテイメントと地域密着型イベント

多目的広場（通称；祝祭広場、水時計の広場）を設置し、ミニライブ

ルの皆様の作品展など様々なイベントを開催する予定でおります。ま

ラホール八尾西武）も設置し、多くのお客様にご満足いただける本格

化サークルとの連動等、地域に密着した企画を行なってまいります。

●『祝祭広場（１階～６階）』 

各階に設置される『祝祭広場』では、その道の達人、専門家 

たちによるトークショー、セミナーや地元サークルと連動し 

たイベントを実施いたします。 

●『水時計の広場＆クラブ・オンコート（１階）』 

待ち合わせや休憩の場、音楽、展示会など様々なイベント 

スペースとしても親しまれている、水時計の広場。この水 

時計は、オープン時に日本で初公開されたもので、フラン 

スの物理化学者ジトン氏の傑作です。螢光液とガラスを使用し、物

ーの螢光液が振り子の動きに従って流れ出し、並列の 3 本のサイフ

秒かが即時に分かるというもので、その正確さはもちろんのこと、

へといざないます。又、隣接するスペースには、｢情報発信｣と｢憩い

オンコート｣を新設いたします。 

  ●『多目的ホール【オーロラホール八尾西武】（８階）』 

◇『和と洋のキルト展』３月４日（金）～１３日（日）

マチュア層に大人気のキルト展をオープニングイベントとして開

ら古布、ちりめん、着物地など日本の伝統の素材を使った「和の

リア時代をイメージした「洋のキルト」それぞれの魅力を対比さ

また会場では人気のキルト作家のギャラリートークも予定してい

   ◇次回予告 第２０回『河内１００人展』３月１７日（木）～２７

    八尾・東大阪在住の郷土美術家１００人の新作展。絵画・彫刻・木
オーロラシティ
 ｴﾝﾀｰﾃイﾒﾝﾄ性 

《ｵｰﾛﾗﾓｰﾙｿﾞｰﾝ》 
 
 
 

× 

・大型専門店 
・ﾌｧｯｼｮﾝ専門店 
・遊,休,知,美・食に

対応した専門店
員) 

ﾞｽ 

ン》 

店）で構成する 

山野楽器（音映像）、パント

。 

や地域で活躍されるサーク

た、多目的ホール（オーロ

的な催事に加え、地域の文

 

水時計の広場＆ｸﾗﾌ・ﾞｵﾝｺｰﾄ・ｲﾒｰｼﾞ
理学を応用。秒刻みでブル

ォンを見れば、何時何分何

見る人を不思議の国の世界

｣のスペースとして｢クラブ･

催いたします。江戸時代か

キルト」と、英国ヴィクト

せながら紹介いたします。

ます。  

日（日）

彫などを展示いたします。 



 

②百貨店ゾーン 『大人生活充実館』 ⇒ 「商品」「人」「施設･サービス」において上質と本物を実現 

■地域ＮＯ.1・ＯＮＬＹ１を目指した品揃えの強化

１） ミレニアムリテイリンググループが独自に開発したマチュア・シニア世代の生活シーンをサ

ポートする西武百貨店とそごうの戦略商品売場の展開。 

２） 大阪都心部を意識し、６7（予定）のファッションブランドを新規導入。 

３）マチュアニーズに対応した、ライフスタイル編集売場やサイズを充実した売場を展開 

４）八尾初登場「デパ地下グルメ」ストリート、本格的デパ地下の登場（新規２７ブランド） 

 ■お買い物時の悩みを解決する専門販売員の配置

ファッションやギフト、食品に至る領域で 50 名以上の専門資格保有者を配置し、お客様のお買い

物のお手伝いをいたします。 

・八尾地域でオーロラシティ「西武＆オーロラモール」だけの「コンシェルジュサービス」（4名） 

  ・高齢者や身障者のお買物サポート「ハートフルアドバイザー」（5名） 

  ・進物ギフトの相談、商品選びのお手伝いをする「ギフトアドバイザー」（10 名） 

  ・あなたの足のサイズにあった靴選びのお手伝いをする「シューフィッター」（3名） 

  ・お客様のファッションコーディネイトをお手伝いする「フィッティングアドバイザー」（13 名） 

  ・化粧品売場には、｢トリートメントルーム｣を新設。フェイシャルケア＆メイクアップサービス

など、ゆったりとした個室で、ワンランク上のサービスを提供します。 

･その他「ベビー用品アドバイザー」（2名）、「フォーマルアドバイザー」（4名）を含め 30 種の専

門販売員がお客様のお買物のお手伝いを行ないます。 

■お客様の声を活かしたサービス施設の充実

 様々なご要望に対応するコンシェルジュや、お客様のご要望を踏まえた手荷物お預かり所やポー

ターサービスなど様々な人的サービスに加え、画面を軽くタッチするだけで店内の情報がわかる

タッチパネルビジョンを設置いたします。 

●『クラブ・オンコート』 

「情報発信」と「憩い」のスペースとして 1 階に「クラブ・オンコート」を新設（117

㎡/シーティングスペース 54 席） 

  ●『シーティングスペース』 

ゆっくりと落ち着いてお買物を楽しんでいただくために各階にシーティングスペース（116 席）を

用意しました。 

  ●『館内案内所』 

新しくなったオーロラシティ「八尾西武&オーロラモール」の館内総合案内所を新設しました。 

新しい売場、移設した売場など館内のご案内に加え、手荷物の一時預かり、遺失物取扱いもあ

わせてクロークカウンターで対応いたします。【総合案内所（2階）、クローク（1階東）】 

  ●『ポーターサービス』 
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お買上商品を駐車場までお運びするポーターサービスを実施します。 

１階クロークカウンター受付、お近くの売場販売員に申し付け頂 

ければ売場まで伺います。 

  ●『ふれてビジョン』 

お客様が知りたい情報を簡単に、すばやく得られるための情報ビジョ 

ンを新設。今週のおすすめ商品、館内イベントなどホットで便利な 

船橋
情報をタッチパネル式のモニターで提供。（各階設置で全館９台） 
店に導入された『ふれてﾋﾞｼﾞｮﾝ』 



 

【２】リニューアル基本概要 
 

開店日 ２００５年３月４日（金） 

営業面積 ３８,１６９㎡ 

売上目標 総売上高２３０億円（前比１３０％）(改装後１年) 

投資額 ３０億円 

 

■新しい『専門店ゾーンと百貨店ゾーン』について 

   オーロラシティ 

フロア 現状   オーロラモール 

（専門店ゾーン） 

八尾西武 

（百貨店ゾーン） 

８階 ﾚｽﾄﾗﾝ街 

催事場 

 レストラン 

オーロラホール

レストラン～家族で楽しめ

るレストラン街  

ｵｰﾛﾗﾎｰﾙ八尾西武 

ﾊﾞﾝｹｯﾄﾙｰﾑ 

７階 ミドリ電化  家電 

書籍・音映像 

ミドリ電化 

リブロ、山野楽器 

－ 

６階 趣味雑貨  インテリア 

高級雑貨 

無印良品 

無印良品 

生活雑貨専門店 

インテリア 

呉服、宝飾、時計、メガネ

ギフトサロン 

５階 インテリア  インテリア 

紳士服･ｽﾎﾟｰﾂ

ロフト 

ロフト 

生活雑貨専門店 

紳士服 

スポーツ 

４階 こども 

高級雑貨 

(呉服、美術、

ﾒｶﾞﾈ、時計) 

 こども 

ファミリー 

ペット 

ライトオン 

子供服専門店 

ペットショップ 

雑貨専門店   

ライトオン 

こども（ジュニアキャラクタ

ー、キッズキャラクター、ベ

ビー、こども用品、玩具） 

３階 紳士服 

スポーツ 

 婦人服 

（ﾏﾁｭｱ） 

呉服和装専門店 

手芸専門店 

ﾐｾｽﾌｧｯｼｮﾝ専門店 他 

婦人服（プレタポルテ、エ

レガンスサロン、インナーウ

ェア、ファーマルウェア 

２階 婦人服  婦人服 

(ヤングキャリア)

キャリアファッション専門

店他 

婦人服（ヤングキャリア、

大きいサイズ、小さいサイ

ズ他） 

１階 婦人雑貨 

婦人服 

 婦人雑貨 キャリアファッション、婦人

雑貨専門店他 

化粧品、ハンドバッグ、ア

クセサリー、婦人靴、洋品

小物 

商品券､ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ 

地下 

１階 

食品  食品 Ｐａｎｔｒｙ（食品専門館） 食品（海苔茶名産、酒、

菓子、惣菜、生鮮他） 

ギフトサロン 
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【３】オーロラモール（専門店ゾーン） 
 

①マチュアの『食』･『暮らし』 ライフスタイルを更に進化させる 100 の専門店（新規 60 店） 

■大型専門店 

地域一番の専門性と圧倒的なボリュームで、お客様にご満足をいただく、大型専門店が登

場いたします。 

●【家電･７階】⇒ ミドリ電化 

 一般家電製品、ＡＶ機器、パソコンの販売はもちろんのこと、工事・ 

修理・商品補充等のアフターサービス全般、「ご来店からご購入後まで」 

お客様が安心かつ満足のいく、よりよいサービスを提供いたします。 

 

●【書籍：７階】⇒ リブロ 

 全国に５０店舗以上の店舗展開を誇る書籍チェーンの大手。 サー 

ビスカウンター・お取り寄せシステム等を充実、品揃えについても 

強化いたしました。 

 

●【音映像：７階】⇒ 山野楽器 

音楽ライフスタイル専門店として、音楽・映像ソフトが充実。定評 

のあるクラシック関連を強化。映像では、大作・名作映画の他、 

音楽映像も充実しております。 

 

●【生活雑貨：６階】⇒ 無印良品 

衣食住をサポートする良品を揃えて、生活の基本となる本当に必要 

なものをお客様に提供する無印良品が更に充実いたします。 

 

●【生活雑貨：５階】⇒ ロフト 

ヤング、キャリアに人気の生活雑貨専門店ロフトが八尾店に初登場。 

 健康雑貨・バラエティ雑貨・家庭用品・文具など楽しさと機能性を兼ね 

備えた品揃えを実現いたします。 

 

●【カジュアル衣料：４階】⇒ ライトオン 

国内外の有名・人気ジーンズがずらり。キッズアイテムも充実です。 

ご家族みんなでジーニングカジュアルをお楽しみください。 

 

●【食品：地階】⇒ Ｐａｎｔｒｙ(食品専門館) 

お客様とそのご家族に安心して召し上がっていただくために、産地や旬の 

新鮮さにこだわった生鮮食品や、添加物をできる限り抑えた、身体に優し 

い加工食品を取り揃えることに撤しています。 
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■『遊』『休』『知』『美』『食』を兼ね備えた専門店 

●【ボディーケア：１階】⇒ ラフィネ 

  アットホームなリフレッシュサロン、フランス語で「洗練された」と 
いう意味を持つ南仏プロバンスをイメージしたこの癒しの空間で、ゆ 
ったりとぜいたくな時をお過ごしください。 
 

●【ボディーケア：３階】⇒ リフレッシュサロン 

 ご利用しやすい料金で提供。ご希望のリラクゼーションコースで、ゆ 

ったりした・くつろぎの時間をお楽しみ頂けます。 

 

●【ＳＰＡ＆エステティック：４階】⇒ ヴァルディヴァージュ 

マッサージでコリをほぐす「オリエンタルボディ」やエスティシャン 

のハンドによる究極のフェイシャルマッサージ法でお肌の引き締め効 

果の高い「リフティングフェイシャル」など、選りすぐりのエステテ 

ィックメニューを体験いただけます。 

 

●【ビューティ：４階】⇒美容室 ヴァン・カウンシル 

 高い技術を誇る美容室。美容メニューのほか フェイシャルエステ、 

頭皮ケア、フットケアなどリラクゼーションメニューも豊富に提供。 

 

●【フラワー：地階】⇒ ＨＡＮＮＡ（ハンナ） 

観葉植物・花束・慶花・花キューピット・ガーデニング相談まで、 
お客様のあらゆるニーズに対応いたします。 

 
●【ペット＆ペット用品】：４階⇒ ペットファーム 池田牧場 

確かな技術と経験をもったスタッフが、動物たちと愛情豊かなパー 
トナーシップをお手伝いいたします。 
 
●【レストラン：８階】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や

 

 
ご家族３世代で、旬の食材を使ったグリル

洋食を愉しめるダイニングレストラン。 
」
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和風スパゲッティを生んだ人気の老舗。 
く

 

明治４３年創業の老舗洋食屋が、伝統ある「ｲ

ﾝﾃﾞｨｱﾝｶﾚｰ」等、多彩なメニューをご用意。 
 
大正９年、大阪ミナミで開業して以来、多

の方にご愛顧をいただいている料亭の味。 
ゅ

 
大阪城築城当時の砂場で開業した「津乃國

の流れをくむ、自慢のうどん。 
 
「マンダリンパレス」が装いも新たに「ち

うか彩園」として本格中華を提案。 



 

【４】 百貨店ゾーン 

■食品（地下 1階） 

食品（地下 1階） 【本格的デパ地下の登場】27 の新規ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ導入 

初登場の名店や人気商品、おいしさが勢ぞろいした本格デパ地下の登場です。 

●「惣菜」（新規ブランド 11 店）

⇒桂林(写真左)、濱登久（写真右）、ビバ・ラ・ベジ、かが 

りや、明石屋など和・洋・中の惣菜店舗が多数出店。 

●「菓子」（新規ブランド 15 店）

⇒クィーン・アリス、リーガロイヤルホテル、パティスリー･イグレック･オガワ、ラ パティ

スリー ドゥ ジョエル（八尾で人気のお店。「ＴＶﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ」でおなじみの木山ｼｪﾌがこだわ

りの技で仕上げた焼菓子、ﾛｰﾙｹｰｷのｼｮｯﾌﾟ）、三都屋菓舗、桂新堂、山田屋まんじゅうなど 

●生鮮売場（新規ブランド 1店）

  ⇒フルーツキング 

 

【浪速の名店の味をご提供】 

  人気の浪速の味を食品フロアでご提供いたします。 
⇒和風茶屋花水木、オムライス北極星(写真)、串カツ串幸、 
うどん川福 

 

【より便利にご利用しやすく】 

●施設もより便利に改善いたしました 

◇女性にやさしいカウンターとお荷物おまとめ台

比較的大きなバッグも簡単における手荷物置きのついたカウンターとお荷物おまとめ台を 

２１台設置。 

●お買い物をサポートするサービスも充実いたしました 

  ◇保冷ロッカー設置

   お買い上げいただいた生鮮食品をお預かりする保冷ロッカーを設置。（無料） 

●ご利用ください 

◇精肉・鮮魚のオーダーカットサービス

   生鮮市場では、お客様のご要望にあわせ、肉や魚をその場でｶｯﾄいたします。お買い上げいた

だいた鮮魚の薄造りも承ります。（約 20 分～30 分お時間をいただきます。） 

●おいしさのご予約を承ります 

◇料亭弁当、お茶席菓子、パーティーオードブルなどのご予約 

  料亭のお弁当（濱登久、明石屋）をお祝い事から会合用まで承ります。銘店菓子（鶴屋吉信、

鶴屋八幡、福壽堂秀信、桃林堂など）のご予約、惣菜（桂林、ｳﾞｨﾉｯｷｵ、ﾋﾞﾊﾞ・ﾗ・ﾍﾞｼﾞ）で

パーティーオードブルもご予約が可能です。 

お申込みはお受け取りご希望日の 3日前まで。 

◇惣菜の量り売り(小分けが特徴) 

   和･洋･中惣菜すべて 50ｇ単位で量り売り、持ち運びにも便利に少量詰めﾊﾟｯｸもご用意。 

<専門販売員> 

焼酎ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、食生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
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■婦人ﾌｧｯｼｮﾝｿﾞｰﾝ（1・2 階）～そごう・西武の戦略商品 ｢ＯＡＳＳ｣を強化し、ﾏﾁｭｱ世代の品揃えが充実 

●【化粧品売場：１階】    

<商品>    新たに5 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを導入し、八尾地区最大の1４ﾌﾞﾗﾝﾄﾞが揃い、さらに強化。 

<新規ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ>  「シャネル」､「ディオール」「ランコム」「ファンケル」 ｢ネイルズユニーク ULTIMID｣

<ｻｰﾋﾞｽ機能>  ･「ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾙｰﾑ」(新登場)。ﾌｪｲｼｬﾙｹｱ＆ﾒｲｸｱｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ。 

ゆったりとした個室で、ﾜﾝﾗﾝｸ上のｻｰﾋﾞｽを提供します。 

･｢ｺｽﾒﾃｨｯｸｽﾃｰｼｮﾝ｣ 最新の化粧品情報を発信。ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを超えた商品選びのお

手伝い｡ 

<専門販売員> ｺｽﾒｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 2 名お肌の悩み相談を承りお客様にあった化粧品選びをｻﾎﾟｰﾄ。

 

●【婦人靴売場：１階】 

<新規ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ> 「nw by NINE WEST」「ｴｰｽ」｢ｾﾘｶbyﾊﾞｰｸﾚｰ｣などのﾏﾁｭｱ対応の3 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞが新登場。

<ｻｲｽﾞ強化>  ｱｳﾄｻｲｽﾞ＜S ｻｲｽﾞ 21.5cm/L ｻｲｽﾞ 25.0cm＞  

       現状 100 点→200 点 

<ｻｰﾋﾞｽ機能> ･「ｳｫｰｷﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ」（ＯＡＳＳ対象売場）新規展開 

･ｳｫｰｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞはもちろん、帽子、ﾊﾞｯｸﾞ、靴下などﾏﾁｭｱお客様のご要望の 

 高い「ｳｫｰｷﾝｸﾞ」雑貨を集積いたしました。 

<専門販売員> ｼｭｰﾌｨｯﾀｰ 1 名が足の悩み相談を承り、お客様に最適の靴をお選びします。 

 

●【婦人服サイズ売場：2階】⇒面積大幅拡大約 960 ㎡の売場が誕生（新規９ブランド） 

<商品>地域初登場やﾄｰﾙｻｲｽﾞも含め、ｸｲｰﾝｻｲｽﾞ 6 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾐﾆﾖﾝﾇ 3 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを導入 

 大きいサイズﾞ（新規ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ）…ｺﾑｻﾃﾞ・ﾓｰﾄﾞ ﾄｰﾙ、組曲 L、ｱﾘｽﾊﾞｰﾘｰ L、ﾚﾏﾛﾝ、 

             ｼﾝﾌﾟﾙﾗｲﾌＬ、ｾｼｶ 

 小さいサイズﾞ（新規ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ）…ｴｽﾋﾟｴ、ｼﾞｬﾝﾆﾛ、ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾚｯｼｭ ｷｬﾘｴｰﾙ 

<ｻｰﾋﾞｽ機能>大型ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ（８台設置）内 1台は車椅子対応 

ゆったりとしたｽﾍﾟｰｽで、ゆっくりと服をお選びいただけます。 

<専門販売員>ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ- お客様のｼﾞｬｽﾄﾌｨｯﾄする服選びのお手伝いをします。 

 

★新しく登場するショップ・コーナー

●【綺麗サロン：３階】 

⇒ランジェリーやサプリメントの相談が気軽にできる女性のためのサロン

ゆったりとくつろいだ空間で、ランジェリーの専門販売員によるカウンセリングも受けら

れます。女性の気持ちを一番わかってくれるサロンです。正しい下 の付け方からボディ

ラインを引き立てるインナー選びまで、１人ひとりのお悩みやご 

希望にお応えいたします。 

  ●【Ｔ･Ａ･Ｂ･Ｉ（旅ﾌﾞﾃｨｯｸ）：３階】⇒｢旅｣をテーマにした 

ファッション性と高級感のある旅セレクトショップ 

    ファッションから雑貨までが揃う旅に欠かせないエレガント 

なセレクトショップです。（ＯＡＳＳ対象売場） 
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■ＫＩＤＳゾーン（4 階） 

●【ベビーギフト・ボーネルンド】⇒安心で安全なものを使ってほしい、そんな気持ちの売場です。

   ギフト～世界の幼児教育の専門家やお母様が実際 

  に選び使用している遊具の中から、素材・デザイン・色・形 

  など全てオリジナルで良質のものを提案いたします。 

   ボーネルンド広場もあわせてご利用ください。 

●【キッズ／ジュニアキャラクター売場】

・お子様のライフスタイルにあわせた全 24 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの展開  

 ・ﾏﾁｭｱを意識した高質ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの強化：ﾍﾞﾍﾞ、組曲<新規>、 

ｺﾑｻﾃﾞﾓｰﾄﾞ･ﾌｨﾕ<新規>、ﾎﾟﾛ･ﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝなど 

・お孫さんの大好きな話題のｼﾞｭﾆｱｼﾃｨ誕生  

新規に「ﾌﾞﾙｰｸﾛｽ」、「ﾎﾟﾝﾎﾟﾈｯﾄｼﾞｭﾆｱ」、「ﾃﾞｲｼﾞｰﾗﾊﾞｰｽﾞ」の展

●【サービス施設】 

⇒お子様連れでご来店いただいても安心。お子様を退屈させ

・ ﾍﾞﾋﾞｰ休憩室、幼児教室、ﾍﾞﾋﾞｰｶｰでの入出可能な親子ﾄｲﾚ

場（約 30㎡）、 

ｷｬﾗｸﾀｰﾍﾞﾋﾞｰｶｰ導入（6台） 

・３世代お見立てﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑの設置・約 4坪の大型ﾌｨｯﾃｨ

   ﾍﾞﾋﾞｰ休憩室（約 38㎡）：安全装置付ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ（計 4台）/

ﾍﾞﾋﾞｰお食事用ｶｳﾝﾀｰ（新設） 

・ｼｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽの充実（16席） 

＜専門販売員＞ﾍﾞﾋﾞｰ用品ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ｼｭｰﾌｨｯﾀｰ、ｷﾞﾌﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ
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■紳士・スポーツゾーン（5 階） 

●【トラベル＆ウォーキング】 

マチュア世代の関心事の「旅行」をトータルスタイルで提案。

帽子、かさ、ステッキ、シューズ等 旅のことなら何でも揃う

ショップです。 

●【パンツショップ】 

  旅行やタウンユースでも使える機能性が高くシルエットがきれ

トサイズも 73ｃｍ～110ｃｍまで取り揃えました。 

●【イージーオーダー】⇒オーダー＆パターンメイド 

通常のｵｰﾀﾞｰの他に、お客様のご要望に合わせたｻｲｽﾞ・ﾃﾞｨﾃｨｰﾙ

選べるﾊﾟﾀｰﾝﾒｲﾄﾞｽｰﾂ・ｼｬﾂを充実。 

ｽｰﾂ（ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ、ﾎﾟﾛ・ﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝ・五大陸・ﾀﾞｰﾊﾞﾝ） 

●【ゴルフ試打室】⇒ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾊﾟｸﾄ測定器によるｽｲﾝｸﾞ診断ｻｰ
開 

ないｻｰﾋ

、ﾎﾞｰﾈﾙ

ﾝｸﾞﾙｰﾑを

ベビー相

ｰ 

 バッグ

トータル

いなパン

・ﾃﾞｻﾞｲﾝ

ﾋﾞｽ実施 
ﾞｽ施設が充実。 

ﾝﾄﾞがﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽした遊び

2台新設 

談室 

、 

 

ツを取り揃え、ウエス

の 



 

■高級雑貨ゾーン（６階） 

●【宝飾、時計、メガネ】 

・新規ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ﾀﾞﾐｱｰﾆ」「ﾙｶ・ｶﾗｰﾃｨｰ」「ﾌﾚｹﾞ、ﾌﾞﾗﾝﾊﾟﾝ」を選びやすい専用ｺｰﾅｰにて展開 

・人気の「ｼｮｰﾒ」ｺｰﾅｰの拡大 

 ・ｼﾞｭｴﾘｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる、各種無料ｻｰﾋﾞｽとﾏﾁｭｱﾆｰｽﾞに対応したｼﾞｭｴﾘｰ相談会の定例化 

＜専門販売員＞ 

・ｼﾞｭｴﾘｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、時計技能士、認定眼鏡士、認定補聴器技能者 

 

■インテリア（６階） 

●【ニューショップ】⇒ﾏﾁｭｱ・ｼﾆｱの趣味が広がるお手伝いをいたします。 

 ・「ﾌﾟﾘﾏ」ｼﾙｸﾌﾗﾜｰのｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室を定期的に実施 

 ・「ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ」お肌のお手入れ相談承り 

●【オーダーサービス】の充実 

⇒<ｻｲｽﾞﾞ>：ｽﾘｯﾊﾟ/布団ｶﾊﾞｰ/布団/ﾃｰﾌﾞﾙｸﾛｽ、<名入れ>：ﾀｵﾙ、漆器、 

ｽﾌﾟｰﾝ、ｸﾞﾗｽなど 

＜専門販売員＞ｷﾞﾌﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ﾋﾟﾛｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ｽﾘｰﾌﾟﾏｽﾀｰ 

 

 

 

オーロラシティ（八尾西武・オーロラモール）の概要 
 

所 在 地 ： 大阪府八尾市光町 2-60 

代表電話 ： 0729-97-0111 

店 長 名 ： 高村 有治 

開 店 日 ： １９８１年５月２９日 

営業面積 ： ３８，１６９㎡ 

売 上 高 ： １９６億５５百万円（２００４年２月期） 

 

                                                                                  

【お問い合わせ先】 

 

八尾西武 

販売促進課 広報担当：大橋、船場 

0729-97-0549 

 

株式会社 ミレニアム リテイリング 

広報室：中嶋 

TEL：03-6213-7135 
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