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 2011年 6月 23日 
報道機関各位 

阪急電鉄株式会社 
株式会社阪急リテールズ 

                               
阪急駅ナカ店舗で初、女性専用パウダールームを併設した化粧品・雑貨販売店が誕生！ 
阪急梅田駅に「Cleduple（クレデュプレ）」９月上旬オープン 

2011年夏 阪急梅田駅 店舗リノベーション計画第一弾 
 

阪急電鉄株式会社と株式会社阪急リテールズは、阪急梅田駅の駅ナカ店舗を順次リニュー

アルするとともに、そのシンボルとなる店舗として、女性をターゲットとした新ブランド

『Cleduple（クレデュプレ）』を立ち上げることとしました。 

クレデュプレは、阪急沿線を中心に現在１３店舗展開している化粧品・化粧雑貨販売店「カ

ラーフィールド」の派生ブランドで、取り扱い商品をそのままお店の中でご利用いただける

有料パウダーコーナーを併設しています。 

今般、この第一号店となる梅田店を、２０１１年９月上旬、阪急梅田駅３階改札前にオー

プンします。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「クレデュプレ」パウダーコーナーイメージ 

「クレデュプレ」店舗外観イメージ
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１． 新業態「クレデュプレ」の店舗概要について 
 

クレデュプレ開発にあたっては、女性社員９名からなる社内プロジェクトチームを立ち上げ、

駅のサービス機能としての「パウダーコーナー」に、「あったらいいな」と思われるサービスや

商品の組み合わせを一から考えました。店内で販売している複数メーカーの商品（化粧品、美

容器具など）をパウダーコーナーでお試しいただけるほか、お気に入りの商品があればショッ

プ内でご購入いただくことができます。 

「お化粧直しのために利用する」だけではなく、化粧品・雑貨ショップを併設することで、

「さまざまな美に関する情報を得られる」「新しい化粧品を試し、比べる」という新しいニーズ

にお応えします。 

 

■営業情報 

 オープン日  

２０１１年９月上旬（予定） 

 営 業 時 間  

（物 販 コ ー ナ ー） ９：００～２２：３０ 

（パウダーコーナー） ９：００～２２：００  ※最終受付２１：００ 

（マッサージサロン）１０：００～２１：００  ※最終受付２０：３０ 

 利 用 料 金  

（パウダーコーナー）３００円（税込）/１時間 ※延長は１０分ごとに１００円 

（マッサージサロン）９８０円（税込）/１０分～ 

    

※マッサージサロン運営委託先：Baan Hana 阪急梅田 3階店（株式会社ユビックス） 

 

■ブランド名について 

Cleduple（クレデュプレ）とは、フランス語の「鍵（cle
ク レ

）」と、英語の「２倍の、２つの部

分からなる（duple
デ ュ プ レ

）」をあわせた造語で、ひとつの店舗の中に、ショップとパウダーコーナー

の２つの楽しみがあることを表現しています。クレデュプレにとっての「鍵」とは、お客様が

なりたい自分へと近づくためのきっかけであり、ブランド名には『キレイになるためのたくさ

んの「鍵（きっかけ）」がある場所』という意味をこめています。   
  

■ブランドコンセプト 

 欲張りなあなたのために。もっとステキな毎日のきっかけが見つかるライフアップショップ  

クレデュプレは、商品・情報・サービスのご提供を通じて、女性にとって「自分磨きの手助

けとなる」、「今よりもっとよくしてくれる」、「今よりステキな毎日にしてくれる」存在であり

たいと考えています。 
 

■ターゲット 

メインターゲットは２６歳～３５歳の女性。“働くオトナ女性”が、いつも自分らしく輝け

るよう応援します。また、２０代前半や、さらに３０代後半の落ち着きを兼ね備えた世代まで

も幅広く、“女性のおしゃれ心”をしっかりサポートします。 
 

■有料パウダーコーナーについて  

開発プロジェクトメンバーが、パウダーコーナーにあるとうれしいサービスを企画しました。

フィッティングスペース、洗面台はもちろん、アロマの薫るトイレ、マッサージサロンも併設

しており、まるでホテルのパウダールームにいるかのような空間です。      
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２．阪急梅田駅店舗リノベーション計画 概要 

  
  クレデュプレのオープン以外にも、阪急電鉄と阪急リテールズではお客様に駅での
時間をより快適にお過ごしいただけるよう、当社最大のターミナルである梅田駅の駅
ナカ店舗の大規模なリニューアルに着手します。 

 
このリノベーション計画では、梅田駅を３階改札内外、２階中央改札内、２階中央改
札外、１階ならびに、茶屋町口の 5つのゾーンに分けてそれぞれのコンセプトを持たせ、
順次店舗のリニューアルを行います。第一弾は、１階、茶屋町口改札を除く３つのゾー
ンの核となる５店舗を改装するとともに、２階中央改札口内店舗のファサードを統一す
るなど、順次改装工事を実施し、店舗のイメージ一新に取り組みます。 

 
第二弾以降も詳細が決まり次第お知らせします。進化し続ける梅田駅駅ナカ店舗にご
期待ください。 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[今回のリニューアル店舗一覧] 
「成城石井梅田店」概要【２階中央改札外】 

（1）リニューアルオープン予定日 2011 年 8 月 15 日（月） 

（2）休業期間   2011 年 7 月 2 日（土）～8月 14 日（日） 

（3）リニューアル内容  お客様が入店しやすいよう出入口の広さを従来の約 4倍に広げます。レジの台
数を増やし、買いまわりのしやすい売場にレイアウトを変更して、よりスムー

ズにお買い物していただけるようにします。 
「らぽっぽ阪急梅田店」概要【２階中央改札内】 

（1）リニューアル時期  2011 年夏（予定） 

（2）リニューアル内容  統一ファサードへの変更を行い、LED照明を導入します。 
同時に店内の美装も行い、商品ラインナップを拡大します。 

3階改札外 
オンとオフを切り替えるきっかけを提供する店舗と

して、「クレデュプレ梅田店」をオープンします。 
【今回新設店舗】 
 ・クレデュプレ梅田店（2011年 9月上旬予定） 
【今回改装店舗】 
 ・ブックファースト梅田 3階店（2011年秋予定）
・アズナス梅田 3階店（2012年 2月予定） 

2階中央改札外 
乗り継ぎに便利な 2 階中央改札外のゾーンは、上質感を高
め、気分が盛り上がる演出を強化した店舗を展開します。 
【今回改装店舗】 
 ・成城石井梅田店 
（2011年 8月 15日リニューアルオープン予定） 

＜2階中央改札内統一ファサードイメージ＞

2階中央改札内 
帰宅時のお土産の購入はもちろん、イートイン

ができる店舗もラインアップします。 
【今回改装店舗】 
・らぽっぽ阪急梅田店（2011年夏予定） 
・SUSHI DELI阪急梅田店（同年夏予定） 
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「SUSHI DELI 阪急梅田店」概要【２階中央改札内】 

（1）リニューアル時期  2011 年夏（予定） 

（2）リニューアル内容  統一ファサードへの変更を行い、LED照明を導入します。 
お持ち帰りはもちろん、改札内で本格的な寿司をイートインできる特徴をさら

にアピールし、店内の美装を行います。 
「ブックファースト梅田 3階店」概要【３階改札外】 

（1）リニューアル時期  2011 年秋（予定） 

（2）リニューアル内容  ファサードの変更を行い、「駅の書店」としての情報発信力強化を図ります。 

「アズナス梅田 3階店」概要【３階改札外】 

（1）リニューアル時期  2012 年 2 月（予定） 

（2）リニューアル内容   アズナスが各店舗で進めている LED 照明、セラミックタイル、インバータ方式

  の空調および冷蔵ショーケース導入など環境に配慮した改装を行います。 

 

３．キャンペーンについて 
   クレデュプレオープン（９月上旬）にあわせて、阪急阪神グループカード「ＳＴＡＣＩＡカード」を用

いた阪急梅田駅店舗のキャンペーンを検討しています。詳細は決まり次第、お知らせします。 
 

 
 

以上 
 

 

 

 

【ニュースリリース同時配布先】 

青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、大阪商工記者会、関西レジャー記者クラブ 
 
 
 

 
 

※記載情報は、発表日現在のものです。予告なしに変更することがありますが、あらかじめご了承ください。 

 

 
阪急電鉄株式会社   株式会社阪急リテールズ 
広報部 TEL：06-6373-5092  経営管理部 TEL：06-6373-5346 

本件に関するお問い合わせ先 



 

 
添付資料  
 

■阪急梅田駅 駅ナカ店舗一覧（2011 年 7 月 1日現在；全 38 店舗）   ※網掛けは今回改装店舗 

クックデリ御膳梅田１号店 弁当販売 ラガールショップ（梅田７号） 駅売店 阪急そば梅田駅３階店 そば・うどん

サイドバイサイド梅田店 フラワーショップ 喫茶スタンダード梅田店 喫茶店 ラガールショップ（梅田２号） 駅売店

蓬莱阪急梅田店（サテライト） 豚まん・アイスキャンディ SUSHI DELI阪急梅田店 すし・惣菜 りら梅田３階店 喫茶店

らぽっぽ阪急梅田店 洋菓子 ラガールショップ（梅田１８号） 駅売店

一粒梅田1階店 おにぎり販売 アズナス梅田２階店 コンビニエンスストア プレンティ梅田３階店 喫茶店

辻利兵衛本店阪急梅田店 和洋菓子 蓬莱阪急梅田店 豚まん・アイスキャンディ ラガールショップ（梅田５号） 駅売店

阪急三番街宝くじ売場 宝くじ・toto プラムキューブ 洋菓子・和菓子 ブックファースト梅田３階店 書店

シューズビューティショップ 靴磨き店 ミモザ梅田店 喫茶店 GOKOKU阪急梅田店 洋菓子

ラガールショップ（梅田１１号） 駅売店 アズナス梅田３階店 コンビニエンスストア

キリンビアショップ ドリンクスタンド

フレッズカフェ梅田店 カフェ アズナス茶屋町口店 コンビニエンスストア

カラーフィールドリラックス梅田店 服飾雑貨 ブックファースト茶屋町口店 書店

ラガールショップ（梅田１０号） 駅売店 フレッズカフェ茶屋町口店 カフェ

成城石井梅田店 高品質食品スーパー うっふぷりん 洋菓子

クックデリ御膳梅田2号店 弁当販売 蓬莱阪急梅田店（サテライト） 豚まん・アイスキャンディ

ラガールショップ（梅田１２号） 駅売店

ハーティ梅田 喫茶店

1階コビッグマン前

2階中央改札外 茶屋町口改札

1階旧インフォメーションギャラリー前 2階中央改札内 3階改札内外

1階タクシー乗り場周辺

 

 

 


