
 

 

 

２０１８年８月２２日 

 

南海電気鉄道株式会社 
 

さあ、世界へ。「なんばスカイオ」 

2018 年 10 ⽉ 17 ⽇(⽔)開業決定！ 
◆商業エリア「なんばスカイオ Shops＆Restaurants」全出店者が決定 

◆世界的シェアリングオフィス「WeWork」の関⻄初拠点誕⽣ 

  

南海電気鉄道株式会社（取締役社長兼 CEO：遠北光彦、以下「南海電鉄」）では、     

２０１８年９月末竣工を目指して「なんばスカイオ」（大阪市中央区難波五丁目）の開発計

画を進めてまいりましたが、この度本施設内に誕生する商業エリア「なんばスカイオ Shops＆
Restaurants」の開業日を２０１８年１０月１７日（水）に決定いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 また、オフィスフロアには、世界２２カ国で２５万人を超えるメンバー数を誇り、ワーク

スペースを起点としたオープンイノベーションを推進する米国発のシェアリングオフィス

「WeWork」の関西初拠点が開設されます。 

 

１．開発経緯  

明治１８年（１８８５年）、「難波新地六番町」に「難波停車場」（初代難波駅）が誕生

しました。これが現在のなんばターミナルであり、なんばはまさに南海電鉄発祥の地にほか

なりません。この初代難波駅開設を皮切りに、南海電鉄では南海ビルの竣工、なんばＣＩＴ

Ｙの開業など、難波駅を中心としたターミナル開発を手掛けてきました。１９９０年代以降

には関西国際空港の開港を契機に、大阪の玄関口としてなんばを発展させるため、南海サウ

スタワーホテル（現在のスイスホテル南海大阪）、なんばパークスを開業いたしました。 
その後、難波駅を核とした周辺エリアとのにぎわい創出および回遊性向上、特になんばパ

ークスまでの南北方向の回遊性強化を図ることを目的に、南海ビルや南海会館ビル、なんば

ＣＩＴＹ、スイスホテル南海大阪などで構成される「南海ターミナルビル」を中心とした「な

んばターミナル再生計画」をスタートさせ、エリアの価値向上に努めました。本計画におい

て、「なんばスカイオ」の開発は、「なんばエリアの求心力向上」を目指した基幹プロジェ

クトとして推進してまいりました。 

 



２．開発コンセプト  

「世界のＮＡＭＢＡへ」 

 南海電鉄は、創業以来この「なんば」の地で地域の歴史や文化と呼応しながら多様な都市

機能の集積を図ってまいりましたが、「なんばスカイオ」は、これまで整備してきた都市機

能及び将来期待される都市・交通結節機能の充実などとも有機的に結びつく「なんばの活性

化」の要となるものです。また、国際都市を見据えてきたなんば再開発の集大成となるプロ

ジェクトであり、なんばエリアの持続的な成長の布石となる事業と位置付けております。こ

うした背景から、「なんばスカイオ」は「世界のＮＡＭＢＡへ」をコンセプトに「国際交流

拠点」「日本の伝統文化の発信」「時代への呼応」を目指して開発を行ってきました。 

 

３．名称・ロゴマークに込めた想い  

名称・ロゴマークには、開発コンセプトの想いが込められており、関西国際空港に直結す

るインターナショナルゲートシティ・なんばのランドマークタワーとして、世界の 

「空＝Ｓｋｙ」を飛び回る国際的な交流拠点であることを表現しています。「Ｏ」は、大阪

（Ｏｓａｋａ）や地球を象徴。世界中の人々がこの大阪に集い、つながって大きな「輪」が

広がる場になっていく、そんな願いを込めています。 

 

  

 

 

   

 

 

 

         

＝「世界の空」と ＝「大阪（Ｏｓａｋａ）」を結ぶ  ＝「翼」 

 

４．「Shops＆Restaurants」ラインナップ及びプロモーション展開について  

２階から６階及び１０階の「なんばスカイオ Shops&Restaurants」には、発信力と多様な魅

力をあわせ持った４１のショップが出店します。２階・３階・１０階には日常利用やオフィ

スワーカーにとっても利便性の高いショップを集積しています。 

５階は、日本の伝統・文化、こだわりのＪＡＰＡＮブランド、安全安心な食をテーマに「体

験する、学ぶ、訪れる」をコンセプトにした「伝統・文化の体験工房 ほんまもん」、６階

は「健康」への関心が高まっている現代に応えるべく「食・体・美」をテーマにした「カラ

ダのデザインサイト ヘルシー・ラボ」で構成されています。 

  

 



「なんばスカイオ Shops&Restaurants」の概要 

 

 （１）開 業 日 ２０１８年１０月１７日（水） 

 

 （２）営業時間 １０：００～２１：００（物販・サービス） 

         １０：００～２３：００（飲食） 

※一部店舗は営業時間が異なります 

 （３）店 舗 数 ４１店舗（物販・サービス３２店舗、飲食９店舗） 

           ※全国初出店・新業態７店舗、関西初出店７店舗 

                  ※全店舗リストは別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１階から２階エントランスへのイメージ＞   ＜３階エントランスイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   ＜５階フロアイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６階フロアイメージ＞ 

 



また、国際交流拠点を目指して開発を行ってきた「なんばスカイオ」の魅力をわかりやす

く発信するため、世界的に活躍するアーティストであるシャンテル・マーティン氏を起用し、

プロモーションを展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                          

                ＜シャンテル・マーティン氏＞ 

 

Photo by Connie Tsang 

＜第１弾プロモーション＞ 

 

＜第２弾プロモーション＞ 

 

＜第３弾プロモーション＞ 

 

＜シャンテル・マーティン＞ 

ロンドン出身、現在ニューヨーク在住。国際的に活躍するビジュアルアーティスト。 

ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーティンズ卒業後、クラブの映像アーティストとして人気を博し、

欧米のメディアに数多く取り上げられる。 

シンプルな一本線をいかした作風が特徴で、ロンドン、東京、ニューヨーク等国際的に活躍しており、 

近では、PUMA とのコラボでスニーカーやアパレルなどのコラボ商品のデザインも手がけている。 

なんばスカイオ開業により、なんばの街が「世界のＮＡＭＢＡへ」とより一層進化していくことを表現する

にふさわしいアーティストとして起用。 



５．オフィスフロアへの「WeWork」誘致について  

 

誘致目的 

現在、多くの日本企業が従来の自前主義の枠組みを脱し、オープンイノベーションを積極

的に取り入れようとしています。また、働き方改革が叫ばれ、雇用モデルはより多様性に富

んだものへと変化を遂げつつあります。 

 南海電鉄では、関西国際空港とダイレクトにつながるターミナル南海なんば駅に直結する

なんばスカイオに WeWork を誘致することで、地域で活動するスタートアップ企業と大企

業やグローバル企業が交流する場を創出し、国際交流拠点としてのなんばエリアにさらなる

価値を生み出していきます。 

 

「WeWork」なんばスカイオ ワークスペースの概要 

（１）入居フロア ２６階・２７階・２８階 

（２）サービス開始 ２０１８年１２月（予定） 

（３）サービス内容 

プライベートオフィス、会議室、共用ラウンジなどの多彩なコワーキングスペース 

を提供します。 

 

 ＜フロアイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©「WeWork Japan 2018」 

 

 

 

 

 WeWork（ウィーワーク）について 

2010 年にニューヨークで事業を開始した WeWork は、Adam Neumann(アダム・ニューマン)と

Miguel McKelvey(ミゲル・マケルヴィ)によって設立されました。 

ニューヨークに本社を置き、全世界 22 カ国 74 都市 274 カ所以上の地域でコミュニティ型ワーク

スペースを提供・運営する企業です。 

スタートアップから大企業まで、25 万人以上のメンバーが参加しており、世界中のコミュニテ

ィを通じて、お互いに刺激し合えるコラボレーション環境を提供しております。 



【別紙】店舗リスト 

 

２階（今回初発表） 

金子眼鏡株式会社 

【業種】服飾雑貨 

 

 

 

 

1958 年に眼鏡の産地・福井県鯖江市で創業し、伝統の技で上質

な眼鏡を作り続ける金子眼鏡店。企画・製造から販売までを一貫

して行い、日本製の素晴らしさをお伝えしております。 

株式会社日比谷花壇 

【業種】雑貨 

～そばにいつも花のある暮らし～ 

花と暮らす上質なシーンを提案する「ヒビヤカダンスタイル」 

毎日の暮らしの中に 1 輪の花があるだけで、会話が弾み笑顔が増え

心が和む。そんな花のある暮らしを提案し毎日新鮮な季節の花を取

り揃え、皆様をお待ちしております。 

有限会社山口工芸 

【業種】雑貨 
 

「Hacoa」は 1500 年もの歴史を誇る越前漆器の木地づくりを

ルーツに持つ、オリジナル木製雑貨ブランド。温かな木の風合

いを生かした、名刺ケースや腕時計、スマートフォンケース等

温かみのある雑貨が揃います。 

株式会社プロントコーポレーション 

【業種】カフェ＆バー 
｢PRONTO（プロント）」とは、イタリア語で“用意ができて

いる”の意味。朝は香り豊かなコーヒーとパンでモーニング、

昼はパスタでランチ、午後はスイーツでティータイム、夜は豊

富なアルコールとおつまみを中心としたフードメニューでバ

ーとしてご利用いただけます。 一日中お好きなシーンでくつ

ろぎの時間をお過ごしいただけます。 

(関西初) 

株式会社ヴィ・ド・フランス 

【業種】ベーカリーカフェ 

西日本初出店の深化型ベーカリーカフェ「サンルヴァン」。気

軽に本格的な焼き立てパンが楽しめます。天然発酵種『Levain』

を使用した製品と小麦本来の味わいと食感にこだわった製品を

ご提供いたします。 

テレック株式会社 
【業種】サービス 

当店は 高の接客でお客様をお迎えし、ソフトバンク、ワイモ

バイルの携帯電話販売だけではなく、携帯電話のケースや急速 

充電機等アクセサリーも豊富に取り揃えております。 

また、ご自宅のインターネットや電気まで、お客様のライフス

タイルに合った 高のご提案を致します。 

株式会社東京スター銀行 
【業種】サービス 

東京スター銀行難波支店ファイナンシャル・ラウンジでは、将来

に向けた資産形成のために、さまざまなライフプランシミュレーシ

ョンでお客さまの人生に見通しをたてる「お金の未来診断」を提供

しています。各世代のお金に関する悩みや不安に対して、一緒に向

き合い、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 

 



３階（今回初発表） 

株式会社いかりスーパーマーケット 

【業種】食品スーパー 

関西で 24 店舗を展開する高品質のスーパーマーケット「いか

り」が大阪南エリアに初出店。駅直結立地を活かし、「できたて」

のお弁当、お惣菜などのクイックフードといかりオリジナル商品

やいかりが直輸入したワインなどを充実、また、野菜・果物、お

肉、お魚もご用意。南海なんば駅等をご利用されるお客様でお買

い物をされる方へおいしい商品をご紹介してまいります。 

メーカーズシャツ鎌倉株式会社 

【業種】ファッション 

 

1993 年鎌倉での創業以来、日本のみならず海外にも展開し、上

質な日本製のメンズ・レディスシャツを販売。生地から縫製にい

たるまで高級シャツの品質でありながら、中間コストの削減によ

りお求めやすい価格でご提供しています。 

株式会社バリュープランニング 

【業種】ファッション 

メンズストレッチパンツ専門店「パンツセラービースリーMEN」

は熟成されたワインが並ぶワインセラーのように、上質で快適な

パンツが豊富に揃う、特別な空間。「一度はいたらクセになる」

はき心地をぜひ特別な空間でゆっくりとお選びください。パンツ

の専門家「パンツソムリエ」がお客さまにぴったりの１本をお見

立ていたします。 

タンゴヤ株式会社 

【業種】ファッション 

「ENJOY ORDER! ～全ての人にオーダースーツを楽しんでいただく～」 

オーダースーツを、ビジネスマンの皆様にもっと気軽に楽しん

でほしい。オーダースーツの新しい在り方を提案していきたい。

そんな想いから、グローバルスタイルは生まれました。より上質

なスーツをよりリーズナブルな価格で、全ての年代・お好みに合

ったデザインでご用意しております。 

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 

【業種】カフェ 

通常のスターバックスに、「のめり込むようなコーヒー体

験」をコンセプトにした「スターバックス リザーブ®バー」を

併設した特別な店舗。コーヒーの世界をより深く、幅広くお楽

しみいただけます。定番商品に加え、希少で個性豊かなコーヒ

ー豆「スターバックス リザーブ®」でしか提供できない、限定

の商品もご用意しています。 

株式会社青木商店 

【業種】ジュースバー 

「果汁工房 果琳」はフルーツ専門店生まれのジュースバー。

マイスターが厳選し熟度を管理した完熟フルーツのみを使用

し、オーダーをいただいてからお作りします。選んで楽しく、

飲んでおいしく、カラダも嬉しい「飲むフルーツ」で、笑顔と

健康をサポートいたします。 



クオール株式会社 

【業種】サービス 

   

クオール株式会社は、全国に 700 を超える薬局を展開。医

療機関とのマンツーマン出店に加え、コンビニエンスストア、

家電量販店、鉄道系企業など異業種と連携した出店で新市場

を開拓してきました。「あなたの一番近くにある安心」という

理念のもとお薬を通じて、皆様の健康をサポートさせていた

だきます。 

ＨＯＹＡ株式会社 

【業種】サービス 
利用者数 No1 のコンタクトレンズショップ「アイシティ」

がオープンいたします。駅直結の好立地であることからお仕

事、お買い物、学校帰り等に是非お立ち寄りください。お客さ

まに安心してご相談・ご納得・ご購入いただけるショップとし

て、「見えるよろこび」を多くの方々にご提供してまいりま

す。 

金山眼科 

【業種】サービス 

金山眼科は患者さまの目の健康を第一に考え、女性院長な

らではの視点でお一人おひとりと向き合った丁寧でわかりや

すい診療を心掛けております。お子さまからご高齢の方、お勤

め帰りの方々が安心して受診いただける目のホームドクター

として、地域に密着した医療を目指して参ります。お気軽にご

来院ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５階（６月７日に発表済み） 

 

 

 

 

株式会社つぼ市製茶本舗 

【業種】カフェ 

 

 

 

コンセプトは茶聖「千利休」が生み出した「市中
しちゅう

の山居
さんきょ

」。

利休のふる里・堺では、町の中に非日常の佇まいで時間を過ご

せる草庵を作り、日常生活から離れてその趣を愉しみました。

当店では堺で唯一江戸時代から続く老舗茶舗が誇りをかけて

お淹れする美味しいお茶と、お茶の味を引き立てるこだわり

の手作りスイーツやお食事をご用意しております。物販コー

ナーではご進物からカジュアルなお手土産まで多彩な商品を

取り揃えております。 

（全国初・新業態） 

株式会社 ITADAKIMASU 

FINE FOOD  

【業種】飲食 

 

 

 

 

 

 

プロフェッショナルが厳選した安全安心な国内産の食材を

「食べて」「買って」楽しむ新感覚の FOOD HALL。生産者の顔

が見える、「肉」「魚」「野菜・フルーツ」「お酒」をお客様にお

届けしたい！という気持ちから、個性的な４店舗を集めまし

た。 

「 G O O D  G O O D  M E A T」：苦楽園の人気店が大阪初出店。九州阿蘇

放牧牛や十勝放牧豚など、厳選した赤身

肉のみを使ったステーキやローストビー

フなどを提供します。 

「 W A D A T S U M I」：大阪市中央卸売市場の仲卸が初出店。市

場のプロが目利きした鮮度抜群の鮮魚を

提供します。 

「Double Doors」：日本全国から直送する生産者の顔が見え

る有機野菜、フルーツや地方産品を提供し

ます。 

「 マ ル ホ 酒 店 」：明治創業の老舗酒店による新業態。「お客

さまのキッカケになる一杯」をコンセプ

トに、約２０種類の樽生クラフトビール

や日本酒をはじめ、多種多様なお酒をお

楽しみいただけます。 

スターフードジャパン株式会社 

【業種】食品雑貨 

 

キラリと光る地域の「食」と「工芸品」を集めたセレクトシ

ョップ。地域の食伝統産業や伝統工芸の継承と存続、地域の活

性化や地域貢献を目的に、その場所でしか手に入らないスイ

ーツ、飲料、調味料や各種加工品、工芸品などを取り揃えてい

ます。また、地域を知って頂くため、「食」を切り口に、地域

の情報発信、地域への誘客を「ほんまもん」からはかっていき

ます。 

 



（関西初） 

株式会社酒井 

【業種】雑貨 

 
 

『手書きは心を紡ぐ』 筆記具専門店 KA－KU は筆記具の魅

力を伝えるべく、この度なんばスカイオにオープンいたしま

す。専門店ならではの豊富な品揃えはもちろんのこと、自分好

みのインクやノートを作ることができる体験型店舗です。ま

た併設したカフェでは筆記具に囲まれた快適な空間でお寛ぎ

いただき書くことをお愉しみいただく、そんなステーショナ

リーショップを目指します。 

（全国初・新業態） 

株式会社岩佐 

【業種】服飾雑貨 

 

 

昭和３年創業、草履・和装向けバッグ・フォーマルバッグの

製造を通して 90 年の歴史を積み重ねてまいりました。折り目

正しい日本の心を製品一つひとつに込めています。「HANDMADE 

IN JAPAN」は岩佐のポリシー。職人が集う手仕事のまち大阪

に根差し、すべて手づくりにこだわることで職人文化を継承

し、手仕事ならではの温かさを表現しています。店頭ではお客

さまのご要望に応じたオーダーやメンテナンスなども承りま

す。 

（関西初） 

株式会社山田平安堂 

インターナショナル 

【業種】雑貨 

 

漆器専門店「山田平安堂」の新業態。工芸品に精通したスタ

ッフが目利きをしたセレクトショップで、定番品、オリジナル

品に加え、アンティークなど、幅広い品揃えで様々なニーズに

お応えしております。日本文化が格段に進歩をとげた安土桃

山時代の元号である「天正」を店舗名の由来としており、当時

の絢爛豪華なイメージを大切にしています。しっかりとした

モノ作りに裏付けられた工芸品の数々をお楽しみください。

（全国初・新業態） 

株式会社丸中 

【業種】雑貨 

 

タオルファクトリーヒオリエは、日本を代表するタオル産

地、大阪泉佐野のタオルメーカーです。自社工場生産の泉州タ

オルや、今治タオルなど全品日本製にこだわったタオル専門

店です。タオルは誰もが毎日使うものだから、肌触りから日々

の幸せを感じられるような、暮らしに寄り添ったタオルをお

届けします。 



（全国初・新業態） 

株式会社實光 

【業種】雑貨 

 

明治 33 年創業、大阪の堺で刃物の製造を始めて 100 年以

上、刃物の伝統と技術を継承してきました。今では道具にこだ

わりある 10 万人以上の料理人に愛用して頂き、プロ御用達の

刃物製作所となりました。職人が魂を込めて作った包丁で、

「料理を今より楽しく、周りをもっと幸せに」そんなお手伝い

をしていきます。 

（関西初） 

株式会社箸長 

【業種】雑貨 

 

青森県津軽、秋田県川連、新潟県村上、長野県木曽、福井県

小浜、石川県輪島、大分県日田、静岡県駿府など日本各地の職

人が手作りした箸を集めます。そのほか希少な金、銀などで作

られた箸もご注文いただけます。また名入れやギフト用のご

用意もございます。箸のほかにも箸置きや輪島塗などの日本

高レベルの漆器もご用意する等、日本の誇る素晴らしい工

芸品を、お楽しみ頂ける店舗を提供します。 

株式会社公長齋小菅 

【業種】雑貨 

 

 

 竹は古くから箸や籠など、様々な形で人々の暮らしに溶け

込み、日本人の暮らしと文化において様々な役割を担ってき

ました。紀州徳川家 11 代藩主顕龍公に御用絵師として仕え

た先祖の感性を引き継ぎ、代々受け継ぐ「竹の仕事の価値を

高める」という理念の下、外部デザイナーや異業種とのコラ

ボレーションによるものづくりも積極的に行い、現代の生活

をより豊かにする竹工芸を提供します。 

日本旅行サービス株式会社 

【業種】サービス 

 

きっぷ１枚から国内・海外旅行まで「旅の楽しさ」をお届け

します。日本旅行商品を中心におすすめのベストツアーや赤

い風船だけでなく、各社商品を豊富に取り揃え、長年の安心と

信頼のブランド「日本旅行」の店舗でお待ちしております。ま

た、「ほんまもん」で再発見した日本の伝統工芸品や食の生産

地を訪れるお客さまのお手伝いもして参ります。 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

【業種】外貨両替 

 

 

PRESTIA EXCHANGE では、「お待たせしない」「間違わない」

「丁寧・綺麗」な事務手続きを心掛けながら、様々なお客さま

のニーズに応じられるよう取扱い通貨を豊富に取り揃えてお

ります。また、関西国際空港のゲートシティでもある南海なん

ば駅と直結する立地性から、土日祝日も休まず国内外のお客

さまをサポートいたします。 



６階（３月２９日に発表済み） 

 

 

 

 

（関西初） 

福山黒酢株式会社 

【業種】飲食 

 

 

 

 

コンセプトは「食す・知る・楽しむ・繋がる」。食すとは、お

客さまと黒酢料理を通じて、黒酢の美味しさを実感していただ

くこと。知るとは、桷志田のこだわり、黒酢の健康効果を伝え

ること。楽しむとは、食して知っていただきお客さまの生活に

取りこんでもらい、健康を実感していただくこと。繋がるとは、

店舗より『健康』を贈ることでお客さまとコミュニケーション

が繋がること。 

（全国初・新業態） 

象印マホービン株式会社 

【業種】飲食 

 

 

 

 

コンセプトは「おいしいごはんがここにある」。ごはんが主役の

和食ダイニング。健康の源である「食」、中でも、日本人の主食で

ある“米（ごはん）”にフォーカスし、ごはんが主役の健康的な家

庭料理を提供します。また、ナレッジ機能として象印マホービン

の商品を体験していただける料理教室やセミナーを開催し、上質

で心豊かなライフスタイルを提案します。 

（全国初・新業態） 

金ごま本舗株式会社 

【業種】食品雑貨 

 

 

「金ごまを伝えたい」をコンセプトに、健康と食の喜びを提

供します。こだわりの金ごまと空間を提供するお店で、お客さ

まとつながる事を目指し、様々な角度から金ごまのおいしさを

追求します。お客さまが求める焙煎具合・量などオーダーメイ

ドの商品をその場で提供、従来にはなかった「ごま専門店」を

目指します。 

（関西初） 

株式会社タキザワ漢方廠 

【業種】雑貨 

 

 

 

人生 100 年時代といわれる現代社会、一番大事なものは健康で

す。いつまでも若く元気にありたいのは誰もが思うことです。今

までちょっと敷居の高かったこの伝統医療をもっと気軽で身近な

ものにしたい、そして未病の改善に役立てたいというのが私たち

の願いです。 



ミズノ株式会社 

【業種】ファッション 

 

 

 

 

 

 

ウォーキングシューズや機能ウェア中心の品揃えで、幅広い世

代をターゲットに健康ライフスタイルを提案するショップです。 
フットケアトレーナーが常駐する「インソール工房」を設置し、

お客さまの足に合わせたカスタムインソールをご提案いたしま

す。 

株式会社グローバルスポーツ医学研究所 

【業種】サービス 

 

 

 

 

グローバルスポーツ医学研究所はお客さまのお身体の状態やご

要望にあわせて「マッサージ・鍼・温灸・物理療法」を組み合わせ

た独自の手法の統合治療やオイルトリートメントを行っておりま

す。筋肉機能の回復やお身体の動きを円滑にして痛みなどによる

お客さまのお悩みの改善を図り、日々の疲れを癒してリラックス

していただく空間とサービスのご提供をコンセプトとしておりま

す。 

 

株式会社加地 

【業種】健康機器 

 

 

 

 

現代人の「座り疲れ」に。長時間のデスクワークや運転など座

る時間が多い現代人。実は座り続けることが疲れの原因になるこ

とも。私たちは、車いすクッションに携わるノウハウと、座るス

トレスを和らげる「体圧流動分散」の素材をいかし、理想的なシ

ーティングを実現。エクスジェルによる全く新しい座り心地を是

非ご体感下さい。 

 

（全国初・新業態） 

ファミリーイナダ株式会社 

【業種】健康機器 

 

 

 

 

56年の歴史を持つファミリーイナダは家庭用医療機器のトップ

メーカーとして「世界初」の人工知能と健康管理システムを搭載

したメディカル「ルピナス」を開発。一人ひとりの「こり」を検知

し、その人にあわせた 高の気持ちよさと 24 時間 365 日健康サポ

ートシステムを展開。ウェアラブルと脈拍、血圧、体重のデータ

を活用しながら体感できます。 

（関西初） 

ヤーマン株式会社 

【業種】美容機器 

 

 

 

1978 年に誕生したＹＡ－ＭＡＮは、お客さまの美と健康に対す

る向上心を充足するために、 先端技術に裏づけられた「志」の

ある商品を提供することを理念としています。大人気の「ラジオ

波」美顔器をはじめ、 新の美容家電を各種ご用意。量販店では

取り扱いがないサロン＆直営店限定モデルの機器も取り揃えてお

ります。美容機器を初めて使用する方でも、肌コンディションや

ライフスタイルに合った正しいケアができるように、専門スタッ

フがカウンセリングを行い、効果的な使い方までご提案いたしま

す。 



株式会社ポーラ 

【業種】サービス 

 

 

 

ポーラの 新商品、エステサービスなど、気軽に試せるトータ

ルビューティーショップ。多様な情報、価値観の中から、自分の

体感とセンスで化粧品を自由に選ぶお客さまにワクワク、ドキド

キ感を提案していきます。 

 

株式会社マイン 

【業種】服飾雑貨 

 

 

 

 

 

「ビューティー＆アメニティ」は、“日々の美容と健康をもっと

楽しく、上質に”をコンセプトに生まれたコスメとアメニティの

お店です。自分で好きなバスソルトを創ってみる、友達にコスメ

ギフトを贈る、ウェディングのプチギフトを選ぶ、ホテルクオリ

ティのお泊りアイテムを選ぶなど、コスメもアメニティも見つか

る美容の複合ショップです。 

 

 

１０階（今回初発表） ※１１月１日オープン予定 

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 

【業種】サービス 

 

セブン－イレブンは、なんばスカイオをご利用の皆様に『近

くて便利』なお店作りを目指します。毎週たくさんの新商品を

取り揃え、皆様のご来店を心よりお待ちしております。 

 

 

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 

【業種】カフェ 

 

なんばスカイオには、2 店舗のスターバックスを出店しま

す。10 階のスターバックスは、ビジネスフロアのエントラン

ス部分に位置します。高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽

出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かなドリンクや

ペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。 

  

 ＜参考＞ 

地下１階・１階 

池田泉州銀行 難波支店 ：１０月２９日オープン 

三井住友銀行 難波支店 ：１１月５日オープン 

 SMBC日興証券 難波支店 ：１１月５日オープン 

  



参考            なんばスカイオ概要 
１．計画地 

 
 

 

２．外観 

  

 
 
 
 
 
 



３．施設構成イメージ 

 

 

                                      

４．建物概要、スケジュール 

所在地 大阪市中央区難波五丁目１番６０号 

階数 地上３１階 地下２階 ※屋上設備機械室を含む 

高さ 約１４８ｍ 

延床面積 約８５，０００㎡ 

構造 鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造） 

建物構成 オフィス、医療施設、ホール・カンファレンス、商業サービス施設 

着工 ２０１５年９月 

竣工予定 ２０１８年９月 

 

以 上 

 

 


