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～神戸ハーバーランドｕｍｉｅが夏から秋にかけて新たに生まれ変わります～ 

「神戸ハーバーランドｕｍｉｅ」 
７月１２日（金）第一弾リニューアルオープン 

 

「神戸ハーバーランドｕｍｉｅ」（以下、「当モール」）では、２０１９年夏から秋に亘り、約４０店

舗を刷新するリニューアルを実施します。 

 

■リニューアルの特徴 

当モールは、２０１３年４月にオープンして７年目を迎えます。この間、２０１７年７月のノースモールリニューア

ルや２０１８年４月のモザイク１階せせらぎ通りの改修等を実施し、多くのお客さまに楽しんでいただけるショッピ

ングモールとして、ご愛顧いただいて参りました。 

この度のリニューアルでは、“もっと私らしくいられるｕｍｉｅ”をコンセプトに、神戸を愛する人が誇りに思える商

業施設へとさらに生まれ変わります。７月の第一弾リニューアルでは、話題のティースタンドや地元神戸で

人気のカフェを導入し飲食店がさらに充実します。またティーンファッションの拡充や、お客さまの利

便性を高めるためのサービス専門店を導入するなど新たに１２店舗を誘致。既存専門店では１４店舗が

移転・改装を行います。施設面においても、チームラボによる子どもの遊び場「小人が住まう黒板」の常設

展示や無料 Wi-Fi利用可能エリアを拡張するなどハード面でも生まれ変わります。 

 

今秋の第二弾リニューアルでは、サウスモール１階には、「バナナ・リパブリック」や「ナチュラル

ビューティベーシック」などの都市型ファッション店舗を導入し高感度アパレルゾーンを編集します。

サウスモール４階では、「ABC-MART」が売場面積を拡大し、神戸初の新業態「ABC-MART GRAND STAGE」

としてリニューアルオープンします。さらに、フードコートを２店舗刷新します。施設面においても、「一

括免税手続きカウンター」を導入しインバウンドのお客さまへの利便性・快適性の向上を目指します。 

また、これまでのリニューアルで起用し大変好評の、ベルギーの絵本作家『Ｔｏｍ Ｓｃｈａｍｐ（トム・スカンプ）』氏

を引き続き起用し、当モールのキービジュアルをリニューアルし、新たな世界観を発信して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■第一弾リニューアルの主な専門店の特徴 

＜グルメ＞ 

１階のセンターストリートには、グローバルに展開する話題のティースタンド「THE ALLEY」が出店。ﾉ―スモー

ル２階では、日本の「パスタ」・日本の「野菜」・日本の「甘味」を味わうお店「こなな」が出店します。サウスモール

地下１階では、人気のスイーツ店「コスコクレープ」を導入。フードコートでは、「Ｆirst Kitchen」が 

「Wendy's Firstkitchen」へとリニューアルします。 

      

 

 

 

 

 

 

 

         【THE ALLEY】               【THE ALLEY】                 【こなな】 

 

＜ファッション＆グッズ＞ 

サウスモール１階では、ニューヨーク郊外の街、ハンプトンをコンセプトに、「アメリカ東海岸の上質でクリーン

なイメージのライフスタイル」を提案するショップ「Ｄｅｓｓｉｎ」を導入。「Your Beauty Concierge～いつもあなたのキ

レイのために～」をブランドコンセプトに明日のキレイを描き続ける共感型セレクトコスメショップ「ｓｈｏｐ ｉｎ」が神

戸初出店します。サウスモール４階では、ウェアからコスメ、ステーショナリーまで、ファッションやトレンドに敏感

なティーンズのセレクトショップ「ピンクラテ」が出店します。 

        

 

 

 

 

要望の多かったメンズは、こだわりのものづくり。遊び心のあるアイデア。嬉しいプライス。そして、みんなの笑

顔。心地よい毎日をデザインする「THE SHOP TK」を導入。さらに、他にはない独自のスタイルを展開するセレク

トショップ「ａｄａｍｓJUGGLER」が出店します。 

 

 

 

 

 

＜サービス＞ 

「まつげエクステ」を専門とした、目元のトータルビューティーサロン「ビューティアイラッシュ」を導入。地下１階

には、「ソフトバンク」が「ソフトバンク ワイモバイル」へとリニューアルオープン。また「UQ スポット」が出店するな

ど、携帯のキャリアショップが充実します。 



＜モザイク＞ 

モザイク１階せせらぎ通り沿いでは、神戸旧居留地にある、神戸で一番インスタ映えするカフェと名高いガレッ

トとクレープ専門店「トロワエピス」の２号店が出店します。また、原宿竹下通りで大人気のわたあめのお店

「TOTTI CANDY FACTORY」が出店します。さらに、モザイク２階太陽通りでは、ザクザク触感とモッツァレラチ

ーズがとろ～り美味しい「原宿チーズハットグ」がオープンし、食べ歩きのできるモザイクとしてさらに進化します。

このほか、太陽通りでは「Ｓａｎｒｉｏ Ｖｉｖｉｔｉｘ」が「サンリオギフトゲート」へと全面改装しより多くの品揃えを取り扱

いします。また「どんぐりガーデン」も改装し「どんぐり共和国」へと新たに生まれ変わり、スタジオジブリ作品のキ

ャラクターグッズをさらに豊富に取り扱いします。 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

【トロワエピス】                      【トロワエピス】 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                
   【TOTTI CANDY FACTORY】                   【TOTTI CANDY FACTORY】 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■施設面のリニューアル 
＜サウスモール４階＞ 

チームラボによる「小人が住まう黒板」を、サウスモール４階キッズゾーンに常設展示します。この黒板は、小

人たちが住んでいる黒板です。小人たちは黒板の中を歩いていて、こちらには気づきません。しかし、小人をタッ

チしたり、浮遊するシャボン玉をタッチすることで、黒板の中の世界は変化していきます。小人たちはすべったり、

ジャンプしたり、よじ登ったりして、大喜びで遊びます。サウスモール４階が、キッズのお客様により楽しんでいた

だける空間へと生まれ変わります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
＜ｕｍｉｅノースモール・サウスモール全館＞ 
 
お客さまからご要望の多かった、無料 WI-FI 利用可能 
エリアをこの度のリニューアルにて拡張いたします。 
より快適な施設へと生まれ変わります。 
※共用スペースのみ、各店舗内と駐車場は対象外。 
 
 
 
■ｕｍｉｅリニューアルキービジュアルのご紹介 

この度のリニューアルに際して、新たなキービジュアルを制作いたしました。今回もシーズンビジュアルと同じく、
ベルギーの絵本作家『Ｔｏｍ Ｓｃｈａｍｐ（トム・スカンプ）』氏を起用。特徴的なのはｕｍｉｅのキービジュアルでは初
となる写真とイラストの融合です。新しくなり、より楽しくなるｕｍｉｅを表現するべく、ｕｍｉｅを俯瞰で見下ろす航空
写真に、リニューアルを思わせるアイテムなどをモチーフにしたトム・スカンプのイラストをふんだんに散りばめま
した。様々なイラストは、見る人それぞれがきっと気に入るものがあり、リニューアルのコンセプトである「もっと、
私らしくいられるｕｍｉｅ」をトム・スカンプなりに表現しています。賑やかなイラスト同様、ますます楽しくなるｕｍｉｅ
にぜひご期待ください。 

 
●トム・スカンプ氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



＜神戸ハーバーランドｕｍｉｅ リニューアル店舗リスト＞ 

◇地下１Ｆ 新規店舗：２店舗 改装店舗：２店舗 移転店舗：１店舗 

新規店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

１ ＵＱスポット 携帯電話ショップ ７月１２日（金） 

２ コスコクレープ タピオカドリンク・クレープ ７月１２日（金） 

改装店舗 

１ ココカラファイン 生活雑貨 ７月１２日（金） 

２ ソフトバンク＆ワイモバイル 携帯電話ショップ ７月１２日（金） 

移転店舗 

１ ふりそでアリス 着物レンタル ７月１２日（金） 

◇１Ｆ 新規店舗：２店舗 移転店舗：２店舗 

◇２Ｆ 新規店舗：１店舗 改装店舗：１店舗 移転店舗：１店舗 

◇３Ｆ 新規店舗：２店舗 改装店舗：１店舗 移転店舗：２店舗  

 

 

新規店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

１ ｓｈｏｐ ⅰｎ 化粧品 7 月１２日（金） 

２ ＴＨＥ ＡＬＬＥＹ タピオカドリンク、ティードリンク ８月２日（金） 

移転店舗 

１ １４＋（イチヨンプラス） 帽子・雑貨 ７月１２日（金） 

２ ア.デペシュ 家具 ７月１２日（金） 

新規店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

１ こなな パスタ・カフェ 7 月１２日（金） 

改装店舗 

１ WA ORiental TRaffic レディースシューズ ７月１２日（金） 

移転店舗 

２ ＳＴＵＤＩＯ ＣＬＩＰ レディス・生活雑貨 ７月１２日（金） 

新規店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

１ ＴＨＥ ＳＨＯＰ ＴＫ メンズ・レディス ７月１２日（金） 

２ ビューティアイラッシュ・ 

ビューティネイル 

アイラッシュ・ネイル ６月１４日（金） 

改装店舗 

１ シューラルー レディス・服飾雑貨 ５月３１日（金） 

移転店舗 

１ アクシーズファム レディス・キッズ ７月１２日（金） 

２ ヴィレッジヴァンガード 雑貨 ７月１２日（金） 



◇４Ｆ 新規店舗：２店舗 改装店舗：１店舗 移転店舗：１店舗 

◇モザイク 新規店舗：３店舗 改装店舗：２店舗 

※６月６日（木）時点の情報のため、変更となる場合がございます。 

 

神戸ハーバーランドｕｍｉｅ施設概要 

所 在 地 ： 神戸市中央区東川崎町一丁目７番２号 

電 話 番 号 ： ０７８−３８２−７１００（代表） 

責 任 者 ： 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ ゼネラルマネージャー 吉野 直樹 

延 床 面 積 ： 約１９９,０００㎡ (ノースモール・サウスモール・モザイク含む) 

店 舗 面 積 ： 約 ８５,０００㎡（飲食、サービス店舗の面積を含む） 

駐 車 台 数 ： 約  ３,０００台（３駐車場の合計） 

営 業 時 間 ：（ノースモール・サウスモール）  １０：００〜２１：００ （物販・飲食・サービス） 

（イオンスタイルｕｍｉｅ）        ９：３０～２１：３０ 

（モザイク）              １０：００〜２１：００ （物販） 

                             １１：００〜２２：００ （飲食） 

                                   ※一部店舗により異なります 

 

※今秋の第二弾リニューアルの詳細は、８月８日（木）にプレスリリースを予定。 

［本件に関するお問合せ先］ 

 

神戸ハーバーランドｕｍｉｅ 管理事務所 加藤・青木   ＴＥＬ．０７８－３８２－７１０１ 

新規店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

１ Adams JUGGLER メンズ ７月１２日（金） 

２ ピンクラテ キッズ・レディス ７月１２日（金） 

改装店舗 

１ Wendy's Firstkitchen ファーストフード ７月１２日（金） 

移転店舗 

１ ベビードール キッズ ７月１２日（金） 

新規店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

１ トロワエピス ガレット・クレープ・カフェ ７月１２日（金） 

２ TOTTI CANDY FACTORY スイーツ・わたあめ・カフェ ７月１２日（金） 

3 原宿チーズハットグ チーズハットグ、ポテトフライ 7 月中旬 

改装店舗 

1 サンリオギフトゲート キャラクター雑貨 ６月１５日（土） 

2 どんぐり共和国 キャラクター雑貨 ７月１２日（金） 


