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「なんばパークス」が全館グランドオープンします
南海都市創造株式会社(社長：山中 諄)と株式会社髙島屋(社長：鈴木弘治)では、共同で「な
んばパークス」第２期計画を推進してきましたが、４月１９日（木）にいよいよ全館グランド
オープンいたします。なんばパークス全館グランドオープンは、これまでの２０年間の街づく
りの集大成となります。
そしてこのたび、オープニング式典の内容が決定いたしましたのでお知らせいたします。
オープニング式典について
[１]日 時
４月１９日（木）１０時３０分〜１１時００分
[２]場 所
なんばパークス２階「キャニオンコート」特設会場（第１期エリア内）
[３]内 容
(１)南海電気鉄道㈱・南海都市創造㈱山中社長、㈱髙島屋鈴木社長、パークス専門店会
三浦会長、ジミー大西さん（パークスホールにて杮落としの作品展や屋上公園のシ
ンボル・モニュメントを制作）、カリン・チュさん（全館グランドオープンの広告
制作物に起用したモデル）によるテープカット
(２)大阪フィルハーモニー交響楽団による演奏
(３)今宮戎神社福娘の式典への参加
※荒天時は予定を変更する場合がございます。ご了承ください。
以 上
（添付資料）【お知らせ資料１】
【お知らせ資料２】
【お知らせ資料３】

なんばパークスの概要
街の魅力について
オープニングイベントについて

お知らせ資料１：なんばパークスの概要
■所 在 地
大阪市浪速区難波中二丁目１０番７０号
■事業主体
南海都市創造株式会社・株式会社髙島屋
■なんばパークス２期の開発コンセプト
【１】時間消費型の街づくり
【２】幅広い層のお客さまへの対応
【３】１期で不足している機能の充足・解消
■沿

革
昭和６２(１９８７)年

２月

南海電気鉄道㈱、大阪スタヂアム興業㈱、㈱髙島屋、
㈱ニッピ、㈱クボタの５社により「難波地区再開発事業
研究会」が発足

昭和６３(１９８８)年 １０月 南海ホークス球団の経営権を㈱ダイエーに譲渡
平成元 (１９８９)年

７月 南海電気鉄道㈱、大阪スタヂアム興業㈱、㈱髙島屋、
㈱ニッピ、㈱クボタによる「難波地区開発協議会」が発足

平成１０(１９９８)年 １０月 南海電気鉄道㈱と大阪スタヂアム興業㈱が合併
平成１０(１９９８)年 １１月 大阪球場施設解体撤去工事を開始
平成１１(１９９９)年 １１月 なんばパークス建設工事着工
平成１４(２００２)年

９月 ウインズ難波先行開業(移転リニューアル)

平成１５(２００３)年 １０月 なんばパークス第１期開業
平成１６(２００４)年

５月

南海電気鉄道㈱全額出資により南海都市創造㈱を設立

平成１７(２００５)年 ４月 南海電気鉄道㈱における難波地区の流通・不動産賃貸事
業等を南海都市創造㈱に承継
平成１９(２００７)年

４月 なんばパークス全館グランドオープン
第 １ 期

施設名称（用途）

第 ２ 期

Shops＆Diners（専門店街・１１４店舗）

Shops＆Diners（専門店街・1２４店舗）

パークスタワー（オフィスビル・30 階）

※高島屋専門店街「Ｔ-terrace」（2９店舗）含む

ウインズ難波

なんばパークスシネマ（ｼﾈｺﾝ・11 スクリーン）

敷地面積

２２，２８１㎡

１１，４４８㎡

【合計３３，７２９㎡】

建築面積

１６，４００㎡

９，１００㎡

【合計２５，５００㎡】

延床面積

１６７，２００㎡

７６，６００㎡

【合計２４３，８００㎡】

店舗面積

２１，３００㎡

３０，５００㎡

【合計５１，８００㎡】

駐車台数

３６５台

投資額

619 億円

１６５億円

【合計７８4 億円】

年間店舗売上高目標

１３０億円（'07/3 月期実績 123.5 億円）

１３９億円

【合計２６９億円】

２８２台

【合計６４７台】

お知らせ資料２：街の魅力について
１．シネマコンプレックス「なんばパークスシネマ」について
なんばパークス全館グランドオープンの集客核であるシネマコンプレックスがついに
オープンします。規模は大阪市内最大級で、コンセプトは「公園の中のシネコン」です。
[１]スクリーン数 １１スクリーン
[２]席
数 ２１６４席
[３]契約相手方
なんばパークスシネマ共同事業体（松竹株式会社、株式会社ティ・ジョイの共同出資）
２．屋上公園「パークスガーデン」について
■パークスガーデンの拡張について
癒やしの要素を加え、より滞在していただける公園となって拡張オープンします。
[１］広 さ
約１１，５００㎡（第１期：約８，０００㎡、第２期：約３，５００㎡）
[２］樹木数
約３００種類・約７万株（第１期：約２３５種４万株、第２期：約８８種３万株）
［３］各広場 「はらっぱ広場」や「ステップガーデン」を設置。定期的に音楽会を開
催し、アートベンチも１５０席設置。
■ジミー大西さん作によるシンボル・モニュメントの設置について
拡張したパークスガーデンのシンボルとして、ジミー大西さん作によるモニュメントを
設置します。
[１]名
称
シンボル・モニュメント「天海の輝き」
[２]コンセプト
飛翔する波しぶきを表すがごとく羽を拡げた生き物のモチーフは、かつてこの地が
海だったことを想起させ、太陽を象徴し浮かび上がる球体は、潮の満ち干のように繰
り返される自然の豊かな営みと大いなる輝きを感じさせる。
[３]高 さ
約３．９ｍ（前面園路からの高さ）
[４]設置場所
９階屋上公園「はらっぱ広場」
■なんばにちなんだ著名人の手形アートの設置について
なんばにゆかりのある著名人の手形をかたどったアルミ板を屋上公園の園路沿いに
埋め込みました。今後も随時増やしていく予定です。
[提供者] 桂三枝、笑福亭仁鶴、西川きよし、間寛平 ／ 朝青龍、北の湖、大鵬、
貴乃花、千代の富士 ／ 岡本伊三美、門田博光、広瀬叔功 ／ 赤井英和、
井岡弘樹、大西ユカリ、西城秀樹、武豊、葉加瀬太郎、浜村淳、水島新司
以上２０名 ※敬称略、記載はジャンル別に５０音順。
■南海ホークスメモリアルギャラリーの移設について
第１期開業時点に、暫定展示という形で設置しておりました「南海ホークスメモリアル
ギャラリー」については、好評につき全館グランドオープンに合わせ、パークスガー
デン９階に常設展示します。
[１]面
積
約４５㎡
[２]展 示 物
①優勝フラッグ、トロフィ（１９５９年日本シリーズ、１９６４年日本シリーズなど）
②記念品（サインバット、花瓶、絵皿、木彫り鷹など）
③ウインドブレーカー（鶴岡監督）、ユニフォーム（杉浦監督）など
[３]展開場所
パークスガーデン９階

３．商業施設の拡張について
■幅広い層への対応やより魅力的に進化したＳｈｏｐｓ＆Ｄｉｎｅｒｓ
高感度なファッションゾーンの充実に加え、ヤングファミリー層やこだわりをもった団
塊世代なども楽しめるゾーンを強化し、より充実したショッピングモールが誕生します。
[１]店 舗 数
新業態３５店舗、大阪初３６店舗を含む１２７店（一部１期エリアの新店を含む）が
新たにオープン［合計２３８店舗］
[２]店舗面積
約５１，８００㎡（１期２１，３００㎡ ２期３０，５００㎡）
■髙島屋グループによるゾーン「Ｔ‐terrace（Ｔ‐テラス）by TAKASHIMAYA GROUP」
Ｔ‐テラスは、大阪ミナミエリアに増加する 新都市生活者 の消費ニーズへの対応を
重視しており、なんばパークスとの調和を図りながら「上質な日常」を提供します。
[１]店 舗 数
合計２９店舗
アパレル系１５店舗、ファッション雑貨系１０店舗、フィットネス・カフェ・インテ
リア・ヘアサロン＆スパ各 1 店舗
[２]店舗面積
約４,３００ ㎡
[３]展開場所
なんばパークス１〜３階の一部
４．情報発信機能の強化について
■多目的ホール「パークスホール」の設置
なんばパークス内唯一の屋内型イベントスペースとして「パークスホール」を設置し、
アートやカルチャーの情報発信拠点と位置づけています。
[１]名
称
パークスホール
[２]面
積
約２２９㎡（約６９坪）
[３]最大収容人員
約２００人
■大型ビジョン「パークスビジョン」の設置について
なんばパークス全館グランドオープンにより、イベント広場である２階キャニオンコー
トは、街の南端から、街の中心に位置するようになります。この広場に大型のＬＥＤビジ
ョンを設置し、様々なイベントと連動し、情報提供していきます。
［１］サ イ ズ
１８９インチ
[２]設置場所
２階キャニオンコート

お知らせ資料３：オープニングイベントについて
１．ジミー大西作品展
ジミー大西画伯の初期の代表作から最新作のオブジェまで約６０点を紹介します。
[１]開催期間：４月１９日（木）〜５月６日（日）
１１時００分〜２１時００分（ご入場は閉館３０分前まで）
[２]場
所：７階パークスホール
[３]入 館 料：一般・大学生・高校生 ５００円 中・小学生３００円（消費税を含む）
[４]そ の 他：４月１９日（木）１４時００分からジミー大西さんのサイン会を実施し
ます。当日１１時００分からパークスホールにてポスターや書籍など対
象商品をお買い上げのお客さまに整理券をお渡しします。
（お一人さま１枚、先着１００名さま限り）
２．グランドオープンスペシャルライブ
「桜」のヒットで有名な「河口恭吾」さんなどのスペシャルライブを実施します。
[１]日 時：４月１９日（木）１４時２０分〜１５時２０分（雨天決行）
[２]出 演：河口恭吾ほか
[３]場 所：８階円形劇場
[４]備 考：ｆｍ ｏｓａｋａとＭｕｓｉｃ Jａｐａｎ ＴＶの公開生放送
３．アートかざぐるま装飾とトークショー
屋上公園を中心にさわやかな風を感じる「アートかざぐるま」を展示します。また期間
中ゲストを迎えて自然や環境について語るトークショーを実施します。
[１]期 間：４月１９日（木）〜５月６日（日）
[２]場 所：屋上公園「パークスガーデン」内
[３]その他：４月２９日（日）１３時００分〜と１５時００分〜気象予報士の正木明さ
んを迎えて８階円形劇場にてトークショーを実施します。※雨天時別会場
４．パークスパフォーマーフェスタ
４月１９日（木）〜５月６日（日）の期間、なんばパークス各広場でパフォーマーが
多彩なステージを繰り広げます。
５．ワールドジャズフェスタ
ジャズの本場ニューオリンズから招聘した「ニューバースブラスバンド」をはじめ屋上
公園でライブやパレードを繰り広げます。
[１]日 時：５月３日（祝･木）〜６日（日） １３時００分〜､１６時００分〜
[２]場 所：８階円形劇場及びパークスガーデン ※雨天中止
６．グランドオープン記念の寄席の開催（ＭＢＳラジオ一一七九寄席）
桂南光さんをはじめ落語家５名が、一門の枠を超えて落語を披露します。
[１]日
時：５月１０日（木）１９時００分〜
※４月２３日（月）〜２７日（金）なんばパークス各店で当日５０００円
以上ご利用いただいた方から抽選で３５組７０名様をご招待。
（別途、ＭＢＳラジオにて３５組７０名様へリスナープレゼントを予定。）
[２]場
所：７階パークスホール
[３]出
演：桂南光、桂坊枝、笑福亭銀瓶、桂かい枝、笑福亭鉄瓶
※出演者は変更の場合があります。
以 上

なんばパークス全体外観（平成１９年４月６日時点）

グレイシアコート夜景（平成１９年３月３０日時点）

