
2022年3月7日
「Miele Experience Center 大阪

グランドオープン」PR事務局

PRESS RELEASE
報道関係者各位

ミーレ・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：冨田晶子）は、2022年3月18日（金）に

大阪初となる直営店「Miele Experience Center 大阪（ミーレ・エクスペリエンス・センター 大阪）」を大

阪・本町にオープンいたします。

オープンを記念して、2022年3月18日（金）～21日（月・祝）の期間、グランドオープンイベントを開催い

たします。期間中は、大阪で地産地消に取り組むレストランや人気のコーヒー店とのコラボレーション企画、大

阪ゆかりのイラストレーターを招いたライブペイントを開催。また、3月25日（土）と26日（日）には「Miele

のある暮らし」を体験いただける特別イベントも実施いたします。これらの情報は、グランドオープン特別サイ

トにて公開いたします。【特別サイトURL：https://contents.miele.co.jp/lp/mec-osaka】

Mieleは「Immer Besser.（常により良いものを）」をブランドプロミスに掲げ、1899年にドイツで創業。

120年以上にわたり、高品質で長くご使用いただける製品をお客様にお届けしてまいりました。

Miele Experience Center 大阪では、豊富な知識を持つ専任スタッフが、Mieleのあるサステナブルな暮らしの

魅力を、直営店だからこそできる“体験”を通じ、お届けしています。

2022年3月18日（金）～21日（月・祝）のグランドオープンイベントでは、Miele製品を体験できるミニセッ

ションの他、ドイツ製の焙煎機でこだわりのコーヒーを提供する大阪の人気ロースター店「Mel Coffee 

Roasters」オーナー文元氏監修のもと、ビルトインコーヒーマシンを使った本格コーヒーの飲み比べ体験や、

大阪で地産地消を掲げ活動している創作料理人・稲葉 加都彦氏が「地球にも、生活者にも優しい料理」をテー

マにMieleのオーブンを使ったサステナブルなクッキングデモンストレーションを開催。その他、大阪出身の人

気イラストレーター Natsu Yamaguchi氏が“Mieleのある暮らし”をテーマにお客様をその場で描くライブペイ

ントも開催いたします。

また、ご来店いただきアンケートにご協力いただいたお客さまには、Mieleオリジナルエコバッグや、Mel 

Coffee Roastersが今回のために特別に焙煎・ブレンドしたコーヒーをプレゼントいたします（※）。さらに、

3月25日（土）と26日（日）には「Mieleのある暮らし」をじっくりと楽しんでいただける特別イベントの実施

や、オープン特別キャンペーンも予定しています。

Miele Experience Center 大阪では、Mieleのあるサステナブルな暮らしの魅力を、大阪の人やお店の魅力と

の相乗効果で楽しくご体験いただけるイベントをご用意しておりますので、皆さまのご来店を心よりお待ちして

います。
※ オープン記念ギフトは日程により内容が異なります。また、数に限りがございます。予めご了承ください。

※3月18日(金)～21日(月・祝)は事前予約不要にてお越しいただけます。密を回避するために入場制限を設けさせていただくこともございます。予めご了承ください。

大阪ゆかりの人物や人気店を迎えて上質な“にぎわい”を創出！

グランドオープンイベントの詳細決定

本格コーヒーの飲み比べ体験、シェフによる調理デモンストレーション、

「Mieleのある暮らし」を描くライブペイントなどプレミアムな体験をご用意

大阪初となるドイツ・プレミアム家電 Miele（ミーレ）の直営店
「Miele Experience Center 大阪」が本町に誕生

https://contents.miele.co.jp/lp/mec-osaka


オープン記念イベント・キャンペーンも開催！

■「＃Mieleのある暮らし」を描くライブペイント by Natsu Yamaguchi
「＃Mieleのある暮らし」をテーマに、参加者をその場で描くライブペイントイベントを開催。Mieleの製品

に囲まれたリビングやキッチン、ランドリーを舞台に、参加者のスタイル画をNatsu Yamaguchi氏が描き、
オリジナルイラストとしてプレゼントいたします。

サステナライフ with Miele ― Mieleのある暮らしのルーティン―
「#Mieleのある暮らし」を体感できる実演型ワークショップ。衣類を清潔にするだけでなく大切にケアし長

持ちさせるランドリーや、少量の水で大量の食器をきれいに洗い上げる食器洗い機、大容量なので同時調理が
できて省エネなオーブン、豊富なアクセサリーで隅々までお掃除可能な掃除機など、サステナブルに暮らすた
めの機能が満載のMiele製品を知り、たっぷり体感できる120分間をご用意します。また、デモンストレーショ
ンだけではなく、実際にオーブンで焼いた料理や、コーヒーマシンで淹れたコーヒーを試食・試飲もいただき
ながら、サステナライフをご体感いただけます。ご参加いただいた方限定の特別オファーもご用意しています。
オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、2つのキャンペーンをご用意いたしました。大阪店はじめ表参道、目黒、神戸全店にて、
対象製品ご購入の皆さまにもれなくスペシャルな特典をお選びいただける『えらべる特典キャンペーン』。ま
た、大阪店限定にて『NEW 洗濯乾燥機 先行予約・発売キャンペーン』の実施をいたします。詳細はキャンペー
ン特設サイトよりご確認ください。

グランドオープンイベント詳細

Natsu Yamaguchi
イラストレーター。幼少期より書道を学び、墨の滲みの魅力にはまる。
水彩絵の具と墨を用いた線と塗りで見せる表現を得意とし、様々なブランドとのコ
ラボレーション、広告や書籍などへイラストを展開。ラグジュアリーブランドや商
業施設などでのポートレートイベントに、壁画制作も精力的に行っている。

【Natsu Yamaguchiデザインのフォトスポットを設置！】
グランドオープンイベント期間の3月18日（金）～21日（月・祝）は、にぎわい広場にNatsu Yamaguchi氏デ

ザインのフォトスポットを設置いたします。 Natsu Yamaguchi氏の世界観で描かれたMieleの製品が並ぶ部屋の
ような空間となっており、写真を撮っていただくことで「Mieleのある暮らし」を体感することができます。

■サステナブルに美味しく調理！クッキングデモンストレーション
フードロスに配慮した野菜をMieleのオーブンで美味しく調理する、クッキングデモンストレーション。

テーマは「地球にも、生活者にも優しい料理」。難しいことはMieleのオーブンにおまかせ。ご家庭でも簡単
に再現できる、オシャレで美味しいお料理を稲葉 加都彦シェフが披露いたします。

シェフ：稲葉 加都彦（いなば かつひこ）
株式会社KIMIYU Global エグゼクティブシェフ。ドイツ、イタリアで修行後、創作料
理を中心にフリーランス料理人としても活動。野菜を使ったメニューを得意とし、大
阪・八尾にて株式会社KIMIYU Globalの自社農園を開拓、有機野菜の栽培を実施。ま
た、都心で地産地消を実現させた大阪・中津のレストラン「BELLA PORTO」（ベラ
ポルト）の料理長を務め、美と健康をテーマにした料理を提供している。

Mel Coffee Roasters
オーナー：文元 政彦（ふみもと まさひこ）
Mel Coffee Roastersは、大阪・新町にあるこだわりの詰まったロースターカフェ。
「記憶に残るコーヒーを」をテーマにスペシャルティコーヒーを提供している。ドイツ
から特別に輸入した焙煎機を使ってコーヒー豆を店内で焙煎。豆にもこだわり、グレー
ドが高い厳選されたコーヒー豆のみを使用している。

■本格コーヒーを飲み比べ Miele de Barista
3つの豆コンテナを備えるMieleのビルトインコーヒーマシンを使って、Mel Coffee RoastersがMiele 

Experience Center 大阪オープンの記念に特別にブレンドしたオリジナルコーヒー3種を楽しむ飲み比べ体験。
豆に合わせたコーヒーマシン設定の解説やデモンストレーションを通して、ワンランク上の上質なコーヒーを
ご体験いただけます。

キャンペーン特設サイトURL：https://contents.miele.co.jp/lp/mec-osaka-cp

https://contents.miele.co.jp/lp/mec-osaka-cp


上記イベントの参加には専用応募フォームからの予約が必要となります。
特設サイト：https://contents.miele.co.jp/lp/mec-osaka

※応募多数の場合は抽選の上、当選者の方へご案内メールをお送りいたします。
※詳細の応募規定、注意事項に関しては公式HPをご確認ください。

■製品紹介ミニセッション
3月18日（金）～21日（月・祝）のオープンイベント期間中、Mieleのあるサステナブルな暮らしの魅力を体

験できるミニセッションを実施します。ランドリー製品、食器洗い機、調理機器、掃除機と全製品ラインナップ
の特徴をご紹介します。（約30分）予約不要でご参加いただけます。Mieleのある暮らしを体験してみませんか。

【実施日・開催時間】
3/18（金） ：17:00～17:30
3/19（土） ：12:30～13:00／16:15～16:45
3/20（日） ：12:30～13:00 ／ 15:00～15:30
3/21（月・祝）：12:30～13:00 ／ 15:00～15:30

【募集人数】各6名

グランドオープンイベント 実施スケジュール

実施日 イベント名 開催時間 募集人数 申込締切

3/18(金) 本格コーヒーを飲み比べ「Miele de Barista」 16:00～16:30 10名

3/15(火)23:59

3/19(土)

サステナブルに美味しく調理！
クッキングデモンストレーション

11:30～12:00 8名

本格コーヒーを飲み比べ「Miele de Barista」 13:30～14:00 10名

サステナブルに美味しく調理！
クッキングデモンストレーション

15:30～16:00 8名

3/20(日)

「＃Mieleのある暮らし」を描く
ライブペイント by Natsu Yamaguchi

11:00～11:20 / 11:20～11:40
11:40～12:00 / 12:00～12:20

各1名
合計4名

「＃Mieleのある暮らし」を描く
ライブペイント by Natsu Yamaguchi

13:30～13:50 / 13:50～14:10
14:10～14:30 / 14:30～14:50

各1名
合計4名

「＃Mieleのある暮らし」を描く
ライブペイント by Natsu Yamaguchi

15:30～15:50 / 15:50~16:10
16:10～16:30 / 16:30～16:50

各1名
合計4名

3/21(月)

「＃Mieleのある暮らし」を描く
ライブペイントNatsu Yamaguchi

11:00～11:20 / 11:20～11:40
11:40～12:00 / 12:00～12:20

各1名
合計4名

「＃Mieleのある暮らし」を描く
ライブペイント by Natsu Yamaguchi

13:30～13:50 / 13:50～14:10
14:10～14:30 / 14:30～14:50

各1名
合計4名

「＃Mieleのある暮らし」を描く
ライブペイント by Natsu Yamaguchi

15:30～15:50 / 15:50~16:10
16:10～16:30 / 16:30～16:50

各1名
合計4名

3/25(金)
サステナライフ with Miele 

― Mieleのある暮らしのルーティン―
14:30～16:30 8名

3/21(月)23:59

3/26(土)
サステナライフ with Miele 

― Mieleのある暮らしのルーティン―
11:00～13:00 8名

－ 本件に関するお問い合わせ －

『Miele Experience Center 大阪グランドオープン』PR事務局（株式会社マテリアル）

TEL：03-5459-5490  / FAX：03-5459-5491 / E-mail： bp1@materialpr.jp

担当：溝部（070-7789-2816）/ 中村（070-7522-1090）

https://contents.miele.co.jp/lp/mec-osaka


画像素材ダウンロード 【URL】https://bit.ly/3vziaPH【PASS】miele

※素材は上記URLよりダウンロードください。
報道目的以外にご使用されないようお願いいたします。

－ 本件に関するお問い合わせ －

『Miele Experience Center 大阪グランドオープン』PR事務局（株式会社マテリアル）

TEL：03-5459-5490  / FAX：03-5459-5491 / E-mail： bp1@materialpr.jp

担当：溝部（070-7789-2816）/ 中村（070-7522-1090）

Miele Experience Center 大阪 施設概要

■名称 ：Miele Experience Center 大阪

（ミーレ・エクスペリエンス・センター 大阪）

■住所 ：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9

本町サンケイビル1F

■アクセス ：Osaka Metro 御堂筋線・中央線・四つ橋線「本町」駅

8番・17番出口より徒歩1分

■定休日 ：水曜(休祝日にあたる場合は営業し、翌日休業)

■ミーレ・ジャパン公式サイト ：www.miele.co.jp

■特設サイト：https://contents.miele.co.jp/lp/mec-osaka

■展示・販売製品：

ビルトイン調理機器（オーブン、IH・電気クッカー、ほか）、ビルトインコーヒーマシン、ビルトイン食器洗い機、

ランドリー機器（洗濯機、乾燥機、洗濯乾燥機）、掃除機、純正洗剤・アクセサリー

Mieleについて

Miele(ミーレ)は1899年に、「Immer Besser(常により良いものを)」のブランドプロミスを掲げドイツで創業しまし

た。創業者はカール・ミーレとラインハルト・ツィンカン。以来、両家のファミリーカンパニーとして発展を続け、

現在約20,900名のグループ社員、約100カ国の販売拠点を有しています。 ドイツ国内の主要8 箇所を含め計15箇所の

製造工場では、厳格な製品テストを行い、長期使用を実現する高水準の品質を維持しています。

家庭用電化製品では、ビルトイン機器を中心として、オーブン、スチームクッカーをはじめとする調理機器、コー

ヒーマシン、食器洗い機、ランドリー機器、そしてフロアケア機器等を取りそろえ、豊かなライフスタイルを実現す

るブランドとして、世界中で選ばれています。

業務用部門のMiele Professional は、医療用・歯科用・ラボ用などの洗浄機や業務用ランドリー機器を取り扱い、世

界中のプロフェッショナルの 現場に貢献し続けています。

ミーレ・ジャパン株式会社は、アジア初のMieleの現地法人として1992年に設立されました。Mieleドイツ本社 100%

出資の子会社ならではの次世代を見据えた長期的展望のもと、安定した製品供給と高い品質管理を行っています。

■ミーレ・ジャパン株式会社（Miele Japan Corp.）

■本社所在地 ： 〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル4階

■電話 ：03-5740-0030 (代表) ／ FAX： 03-5740-0035

■代表取締役社長： 冨田 晶子

■設立 ： 1992 年 9 月

■URL ：https://www.miele.co.jp/

会社概要

https://bit.ly/3vziaPH
http://www.miele.co.jp/
https://contents.miele.co.jp/lp/mec-osaka
https://www.miele.co.jp/

