
ホワイティうめだ　平日営業店舗・土日営業店舗・休業店舗一覧 ※6/14現在

※営業時間に土日の記載がないものは平日のみ営業です。（10：00～20：00）

※今後の社会情勢を踏まえ、予告なく変更および臨時休業等を行う場合があります。

※飲食店舗での酒類の提供は行いません。ラストオーダーについては各店舗にお問い合わせください。

エリア 店名 業種 営業時間

ノースモール１ ARROW TREE その他食品 土日営業（11：00～19：00）

ノースモール１ beard papa 20th 洋菓子 土日営業（10：00～20：00）

ノースモール１ CAFE英國屋 喫茶店

ノースモール１ ヴィ・ド・フランス ベーカリー・デリカ

ノースモール１ カフェ・ド・カンパーニュ 喫茶店

ノースモール１ キーコーナー その他サービス

ノースモール１ クォーク 装飾品

ノースモール１ クックデリ御膳 ベーカリー・デリカ 土日営業（10：00～21：00）

ノースモール１ ぐるまん 和食

ノースモール１ サーティワンアイスクリーム その他軽食 土日営業（10：00～20：00）

ノースモール１ スウェーデン その他軽食

ノースモール１ 肉まんのや その他食品 土日営業（10：00～20：00）

ノースモール１ チケット７プレイガイド チケットショップ

ノースモール１ ドトールコーヒーショップ 喫茶店

ノースモール１ ふかもと博多串焼卸ｳﾏｶｰよかばい 和食居酒屋

ノースモール１ むさし乃 和食居酒屋

ノースモール１ ゆかり 和食

ノースモール１ 理容清水 理髪・美容 土日営業（10：00～19：30）

ノースモール１ 家族亭 和食

ノースモール１ 花柳 和食

ノースモール１ 活 和食居酒屋

ノースモール１ 正起屋 和食居酒屋

ノースモール１ 中央軒 中華

ノースモール１ 天丼専門店　丼丼亭 和食

ノースモール１ 田舎そば 和食

ノースモール１ 福ずし 和食
（平日:イートイン～15：00

　　　　　テイクアウト21：00まで）

ノースモール１ 夢ステーション（北店） その他サービス

ノースモール１ きしめん　あまの 和食

ノースモール１ やきにく萬野 その他食堂

ノースモール２ すし酒場さしす 和食居酒屋

ノースモール２ ピヨ その他食堂

ノースモール２ ベシャメルカフェ 喫茶店

ノースモール２ リフレッシュハンズ リラクゼーション

ノースモール２ 魚deバール　ウオチカ。 洋食居酒屋

ノースモール２ 丼丼亭 和食

イーストモール扇町 belle ville 喫茶店

イーストモール扇町 ＣＯＣＯＶ 婦人服

イーストモール扇町 ＩＴＳ’ＤＥＭＯ 生活雑貨 土日営業（10：00～20：00）

イーストモール扇町 KoKuminイーストモール店 コスメ・ドラッグ 土日営業（10：00～21：00）

イーストモール扇町 たこ八 和食

イーストモール扇町 マルシゲ その他菓子 土日営業（10：00～20：00）

イーストモール扇町 リフレッシュハンズ泉の広場店 リラクゼーション

イーストモール扇町 成城石井 その他食品 土日営業（8：00～20：00）

イーストモール扇町 卵と私 洋食

イーストモール扇町 CAFE 英国屋 NORTH 喫茶店

イーストモール扇町 Pop'n fruit cafe 喫茶店

イーストモール扇町 うどん王 和食

イーストモール扇町 ごちとん 和食 土日テイクアウトのみ（10：00～15：00）

イーストモール扇町 スープストックトーキョー 洋食



イーストモール扇町 デリチュースカフェﾎﾜｲﾃｨうめだ店 喫茶店

イーストモール扇町 蕎麦居酒屋 弦 和食居酒屋

イーストモール扇町 古潭 中華

イーストモール扇町 暫 和食

イーストモール扇町 新潟をこめ その他食品

イーストモール扇町 膳や 和食

イーストモール扇町 騒豆花 ホワイティうめだ店 喫茶店

イーストモール扇町 大起水産回転寿司・街のみなと 和食 土日テイクアウトのみ（11：00～20：00）

イーストモール扇町 大阪トンテキ 洋食

イーストモール扇町 肉牧場コマツバラファーム 洋食居酒屋

イーストモール扇町 洋麺屋五右衛門 洋食

イーストモール扇町 チカミセ 土日営業（10：00～20：00）

NOMOKA 京の串揚げ 祇園囃子 和食居酒屋

NOMOKA 台北餃子張記 その他居酒屋

NOMOKA 天ぷら大吉 ﾎﾜｲﾃｨうめだ店 和食居酒屋

NOMOKA 博多天神ホルモン 和食居酒屋

センターモール Afternoon Tea LIVING 生活雑貨

センターモール Afternoon Tea TEAROOM 喫茶店

センターモール CAFE BREAK 喫茶店

センターモール LEUN　うめだ店 生活雑貨

センターモール カンペール 靴・かばん

センターモール ドトール　センターモール店 喫茶店

センターモール ピッコロホワイティ梅田店 その他食堂

センターモール ミスタークイックマン その他サービス

センターモール リサイクルキング リサイクルショップ

センターモール リバーレ 喫茶店

センターモール 心斎橋ミツヤ 喫茶店

サウスモール Miru＋ホワイティうめだ店 眼鏡・コンタクト 土日営業（10：00～20：00）

サウスモール サンリノ 靴・かばん

サウスモール ミズノ ホビー・カルチャー

サウスモール 旭屋書店 ホビー・カルチャー

サウスモール 花直園芸 生活雑貨

サウスモール 喫茶グリーン 喫茶店

サウスモール 丹青堂 ホビー・カルチャー

サウスモール 文字の店 ホビー・カルチャー

サウスモール 夢ステーション（中央店） その他サービス

プチシャン auショップﾎﾜｲﾃｨうめだ店 携帯サービス

プチシャン ＢＲＩＣＫＨＯＵＳＥシャツ工房 紳士服

プチシャン Ｂ－Ｔｈｒｅｅ 婦人服

プチシャン LEUN茶屋町本店 生活雑貨

プチシャン nooto 婦人服

プチシャン Speed小顔 理髪・美容 土日営業（10：00～20：00）

プチシャン UQスポット ホワイティうめだ店 携帯サービス

プチシャン アイシティwhityうめだ店 眼鏡・コンタクト 土日営業（10：00～18：00）

プチシャン エフワン 紳士服

プチシャン コクミン（プチシャン） コスメ・ドラッグ 土日営業（8：00～21：00）

プチシャン ｻﾝｷｭｰﾏｰﾄ ﾎﾜｲﾃｨうめだ店 生活雑貨

プチシャン ドクターストレッチ リラクゼーション 土日営業（10：00～21：00）

プチシャン ナチュラルキッチン 生活雑貨

プチシャン マウア（プチシャン） 婦人服

プチシャン 占いの館キセキ その他サービス

プチシャン 渡部眼科 ﾎﾜｲﾃｨうめだ眼科ｸﾘﾆｯｸ 医療 土日診察（11：30～17：00）

プチシャン 美スギ（プチシャン） コスメ・ドラッグ 土日営業（10：00～20：00）

プチシャン 和み庵 リラクゼーション

mikke ＆.NOSTALGIA 婦人服 土日休業

mikke &chouette 靴・かばん 土日休業

mikke animi motio 装飾品 土日休業



mikke BE BIRTH 美スギ コスメ・ドラッグ 土日休業

mikke Daily russet 靴・かばん 土日休業

mikke ear PAPILLONNER 靴・かばん 土日休業

mikke fitfit 靴・かばん 土日休業

mikke La Boutique STELLACOTE インナー・ホームウェア 土日休業

mikke Mew's 婦人服 土日休業

mikke Nasabo 靴・かばん 土日休業

mikke STEAM CREAM コスメ・ドラッグ 土日休業

mikke THE　BODY　SHOP コスメ・ドラッグ 土日休業

mikke tutuanna インナー・ホームウェア 土日休業

mikke センスオブプレイスバイアーバン 婦人服 土日休業

mikke ブルーブルーエ その他服飾雑貨 土日休業

mikke ルベール 婦人服 土日休業

mikke ロイスクレヨンリラックス 婦人服 土日休業

mikke 阪神ドラッグストア コスメ・ドラッグ 土日休業

mikke 無 by ビイビイ池田 その他服飾雑貨 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ BIJOUX KIQUE 装飾品 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ ＣＯＲＯ 婦人服 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ ＤＨＣ直営店 コスメ・ドラッグ 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ DoCLASSE 婦人服 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ ｆｌｅｕｖｅ 婦人服 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ ＫｏＫｕＭｉＮﾎﾜｲﾃｨｳﾒﾀﾞ コスメ・ドラッグ 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ ＬＵＳＨホワイティ梅田店 コスメ・ドラッグ 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ Ｍａｒｕｓｈｏ 紳士服 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ merceria その他服飾雑貨 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ ＴＡＭ 紳士服 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ Via Lattea aurino 靴・かばん 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ Via Lattea platino 靴・かばん 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ スペッチオ 婦人服 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ バックセレクトショップFAV 靴・かばん 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ リーガルシューズ 靴・かばん 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ 眼鏡市場 眼鏡・コンタクト 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ 七宝 装飾品 土日休業

ＦＡＲＵＲＵ 白牡丹 装飾品 土日休業

ポケットパーク クックハウス・ベーカリー・バル その他軽食 土日休業

ポケットパーク 金澤熊坂ノ庄スッポン堂 その他食品 土日休業

ポケットパーク 小倉屋 その他食品 土日休業

ポケットパーク 夢ぎゃらりぃハトキン その他菓子 土日休業

休業店舗
エリア 店名 業種 営業時間

ノースモール１ KIEFEL ホワイティウメダ店 喫茶店 当面の間休業

ノースモール１ 七津屋 和食居酒屋 当面の間休業

ノースモール１ 居酒屋大ざわ 和食居酒屋 当面の間休業

ノースモール１ 赤垣屋 和食居酒屋 当面の間休業

ノースモール１ 大御所酒坊 和食居酒屋 当面の間休業

ノースモール１ 地産酒場 十八番 和食居酒屋 当面の間休業

ノースモール１ 鳥の巣 和食居酒屋 当面の間休業

ノースモール１ 直福 和食居酒屋 当面の間休業

ノースモール１ ヨネヤ 和食居酒屋 当面の間休業

ノースモール２ 串カツだるま 和食居酒屋 当面の間休業

ノースモール２ チーズとWINE 洋食居酒屋 当面の間休業

ノースモール２ 堂山食堂 和食居酒屋 当面の間休業



ノースモール２ 赤白 和食居酒屋 当面の間休業

イーストモール扇町 グランディール その他軽食 当面の間休業

NOMOKA GRANDE POLAIRE WINEBAR OSAKA洋食居酒屋 当面の間休業

NOMOKA YEBISU BAR ﾎﾜｲﾃｨうめだ店 洋食居酒屋 当面の間休業

NOMOKA ｸﾗﾌﾄﾋﾞｱﾏｰｹｯﾄ ﾎﾜｲﾃｨうめだ店 洋食居酒屋 当面の間休業

NOMOKA ローマ軒 その他居酒屋 当面の間休業

NOMOKA わすれな草 その他居酒屋 当面の間休業

NOMOKA 沖縄酒場あしびなー 和食居酒屋 当面の間休業

NOMOKA 韓国酒場 コッキオ その他居酒屋 当面の間休業

NOMOKA 漁師酒場 あらき 和食居酒屋 当面の間休業

NOMOKA 焼鳥 川北商店 和食居酒屋 当面の間休業

NOMOKA 創業明治23年 徳田酒店ﾎﾜｲﾃｨ店 和食居酒屋 当面の間休業

NOMOKA 洋食と洋酒エイト ８ 洋食居酒屋 当面の間休業

NOMOKA タコとハイボール 和食居酒屋 当面の間休業

NOMOKA ミアスタンド その他居酒屋 当面の間休業


