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報道用資料

2014年3月７日（金）
あべのハルカス近鉄本店グランドオープン！
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▶▶▶グランドオープンまでのスケジュール

▶▶▶タワー館・ウイング館の全体像

▶▶▶ニューオープン

　　　ウイング館

　　　B2F/2F/3F/3.5F/4F 【solaha（ソラハ）】

　　　　　　　　　　　　　2F 【婦人くつ・ハンドバッグ】

　　　　　　　　　　　　B2F 【あべのフード・シティ（和洋酒売場、こだわりグルメゾーン）】

　　　　　　　　　　 3F屋外 【スウェーデントリムパーク】

　　　　　　　　　　　　　屋上 【あべのハルカスファーム】

　　　　　　　　　　　　B1F 【サービスセンター】

　　　　　　　　　　　　　9F 【SPACE 9（スペースナイン）】

▶▶▶リニューアルオープン

　　　ウイング館  　　　　8F 【近鉄アート館】

　　　　　　　　　　　　　



◎4つの広場や街ステーションで
　人と人のつながりを生む
  「にぎわいコミュニティ」
◎カフェ、レストスペース、
　BGM、香り…くつろぎをつくる
  「五感アメニティ」
◎家族で楽しめ、
　こどもたちの好奇心を育む
  「まなぼスタジオ」「キッズパル」（８F）
◎ブランドの垣根を超えて女性のキレイを
　提案する各種コンシェルジュ
　「ファッションコンシェルジュ」（４F）
　「ランジェリーコンシェルジュ」（４F）
　「オアシスガール」（２F）
     

新しい「モノ」×「コト」揃えの百貨店の誕生

〈ストアコンセプト〉モノ・コト・ヒトとの

 12～14F
　

９～10F
　
　
８F
   　
　

６～７F
　
　

   １～５F

B2～B1F

◎日本最大級のレストラン街
  「あべのハルカスダイニング」
◎専門店のこだわりと百貨店の
　選びやすさが融合した
  「近鉄リビング」
◎こどもを大切にする家族に、
　新しい子育てライフを提案する
  「kodomoの街」
◎こだわりの空間で
　『男のライフスタイル』を演出する
  「近鉄メンズ」
◎３F トレンドコートを中心に
　5フロアにわたる女性のための
  「ファッションゾーン」
◎関西最大級の食料品売場
  「あべのフード・シティ」

営業面積（完成部分）：50,000㎡
（全館の約50％が完成）
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〈タワー館〉

〈ウイング館〉百貨店と
専門店の
業態融合

百貨店と
コミュニティの
機能融合

グランドオープンまでのスケジュールグランドオープンまでのスケジュールグランドオープンまでのスケジュール

営業面積（完成部分）：77,000㎡
（全館の約77％が完成）

営業面積（完成部分）：50,000㎡
（全館の約50％が完成）

営業面積（完成部分）：77,000㎡
（全館の約77％が完成）

8F ◎タワー館とのリンクで「kodomoの街」が完成
   「kodomoの街（専門店ゾーン）」
7F ◎ヤングメンズ専門店街の誕生で「近鉄メンズ」が完成
   「近鉄メンズ（ソラハ・メン）」
6F ◎ライフスタイルスポーツをナビゲートする
   「スポーツライフ」
5F ◎人生をポジティブに楽しむアクティブシニア女性の
   「ワンダフルライフ」
4F ◎婦人服（Lサイズ・Sサイズ）を豊富に揃える
   「サイズワールド」
      ◎カップルの多様なニーズに柔軟に対応する
   「ブライダルゲート」   

 

◎「コト」体験と「コミュニティ」機能

　子育てファミリーのための
　「モノ」「コト」「サービス」の
　専門店フロア（８F）
　西日本百貨店最大級の体験・体感型の
　スポーツフロア（６F）
　アクティブシニア女性の
　関心事を集積した体験と
　仲間づくりのフロア（５F）

ターゲットの関心事を集積した
フロア構成により、
お客様を拡大

「コト」を体験・体感できるサービス、
「コミュニティ」の機能を強化し、

充実の時間を提供

201３年１０月１０日（木）
ウイング館上層階（４~８F）

オープン！

201３年6月13日（木）
タワー館オープン！
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百貨店と専門店の
融合による

フルラインの復活と、
「モノ」「コト」を
融合させた

新編集の売場づくり

時間消費型施設の
充実と地域の

コミュニティ拠点づくり



新しい「行き場所・居場所」 コミュニティ専門店

百貨店
アメニティとサービス

をより充実

街のような場を実現する空間デザイン

〈ウイング館〉
2～4F（一部B2F）     ◎11,000㎡に105店舗 
                  　　　　10代後半～20代後半の女性向けのショップが揃う
                    　　　　「so laha（ソラハ）」
      　　　　2F     ◎ＴＰＯにあわせたお気に入りが見つかる
                　　　　「婦人くつ・ハンドバッグ売場」
　                   B2F     ◎３フロア9,000㎡、関西最大級の食料品売場が完成
    　　　                「あべのフード・シティ」（和洋酒売場・こだわりグルメゾーン）

 

　〈ウイング館〉
 　     8F     ◎約300人収容のホール「近鉄アート館」が劇場として復活
          9F     ◎多目的催事場「SPACE 9（スペースナイン）」
   3F屋外     ◎青空の下でのびのびと遊べる約900㎡の広々スペース   
　　　　　屋外型こどもの遊具場「スウェーデントリムパーク」
       　B1F     ◎「サービスセンター」
  あべのハルカス近鉄本店をはじめ、ハルカス３００（展望台）や
  大阪マリオット都ホテルなど、あべのハルカスがグランドオープン

出会いが暮らしを彩る「街のような場」       

これからの新しい百貨店モデル

組
み
合
わ
せ
来
店
を
促
進

重点ターゲット
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オープン日

百
貨
店

専
門
店

物
　
販

非
物
販

オープン日
２月22日（土）

２月28日（金）

   ３月４日（火）
   ３月７日（金）

２月22日（土）

Koto
コト

Zone
ゾーン

Community
コミュニティ

Public
Space
パブリック

Landmark
ランドマーク

街場をつくる
空間デザインコンセプト

印象に残る

にぎわっている

行ってみたい、見てみたい

新しい出会い

人が集う場所

変化のある空間

Cafe
カフェ

活気

変化 多様

日本最大（100,000㎡）の業態融合型百貨店の完成日本最大（100,000㎡）の業態融合型百貨店の完成

2014年３月７日（金）
街のような場の完成

面積比 ２つの大規模専門店ゾーン

百貨店＋専門店による
新編成ライフスタイル提案ゾーン

「モノ」「コト」体験・体感ゾーン

1
2
3

1
2
3

ターミナル利便性

時間消費型
エンターテインメント提案ゾーン

地域コミュニティ拠点ゾーン

面積比
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タワー館・ウイング館の全体像

Kodomoの街

丸福珈琲店

ニューイング大阪
リフォームインフォメーション

タワー館
2013年６月、百貨店と専門店の融合により新しい「モノ」×「コト」
揃えの百貨店が誕生。その上層階には日本最大級のレストラン街
「あべのハルカスダイニング」がオープンしています。

オレンターノ
イル ジェラート

タリーズコーヒー

暮らしのデザイン
KITAS
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スウェーデン
トリムパーク

街を散策する楽しさと心地よさを全館に散りばめ、
日本一滞在時間の長い百貨店へ。

空 の 広 場

2014年２月22日より
順次オープン

サイズワールド

こども写真館

フィットネススタジオ
ボディーズ

スポーツ
セミナールーム

健康サポート
ステーション

ウォーク＆ラン
トライアルコース

ゼクシィなび

シミュレーション
ゴルフ

こども専門書店パンケーキデイズ

神戸凮月堂カフェ ルパン

サンエバー
コーヒーハウス クレバー コーヒー

１９５３

こども
ヘアサロン

KCN
ハルカススタジオ

Kodomoの街
（専門店ゾーン）

スポーツライフ

近鉄メンズ
（ソラハ・メン）

あべの
フード・シティ

ワンダフルライフ

s o l a h a
（ソラハ）

ブライダルゲート
サイズワールド

クラブツーリズム 丸善

好日山荘

近鉄アート館

SPACE 9

ハートフルサロン 友の会サロン ウィッグサロン ホビーラホビーレ 益久染織研究所 ファミーユ 帝塚山フォルマ

ジュンク堂書店UCCカフェプラザ

ウイング館
メインターゲットであるアクティブシニア女性層、ミセス層、
ＯＬ層、チャレンジターゲットである子育てファミリー層、
ヤング女性層、駅利用ビジネスマン、それぞれの関心事
を集積したゾーンが完成します。

ヤングメンズ専門店街　　　  　 solaha men（ソラハ・メン）

和洋酒＆グルメフード

池田泉州銀行 外貨両替 サービスセンター

あべの
ハルカスファーム

催会場・ギフトサロン
KIPSカウンター

ヤングレディス専門店街  solaha（ソラハ）

ヤングメンズ専門店街　　　  　 solaha men（ソラハ・メン）

ヤングレディス専門店街  solaha（ソラハ）HARBS
（ハーブス） shumian

JOL大阪

スターバックス
コーヒー

スウェーデン
トリムパーク

solaha
（ソラハ）
solaha
（ソラハ）

レディース
ヘアサロン

カフェソラーレ
ツムギ
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『solaha』として新しく開業するのは、
ウイング館2F・3F・3.5F・4Fの4層・計6エリアと、
B２Fエントランスに位置する2店舗を合わせた計105店。
国内初出店5店を含む、全体の半数以上の87店舗が
全国初・関西初・大阪初・エリア初などの「初店舗」となります。
　
105店のショップ比率は、アパレル約60%、雑貨・コスメ約40%。
６つのファッションテイスト別エリアで展開することで、
１つのエリア内でのトータルコーディネートも提案します。
　
B２Fのエントランス部分に2店舗と、2Fへの直通エスカレーターを設置し、
近鉄「大阪阿部野橋駅」と御堂筋線「天王寺駅」を結ぶ地下通路から『ソラハ』への
ダイレクトなアクセスを実現しました。
　
買物以外のコンテンツとして、「コト」体験や「コミュニティ」機能を提供。
近鉄文化サロン阿倍野がプロデュースする、OL向け１回完結型のおけいこスポット「shumian（しゅみあん）」
を設置し、コーヒーを片手に、カフェ感覚で参加できるレッスンを開催します。
また、ティーン世代の女子を対象にコミュニティの場を提供する「JOL大阪」も登場。
　
『solaha』のフロア構成は、百貨店の他フロアとの回遊性も考慮しており、
ターゲット層のお客様がライフステージの変化に応じてお買物を楽しめる
店づくりにし、『solaha』卒業後も、お客様と百貨店との関係作りを目指します。

ニ ュー オ ー プ ンNEW OPEN!!

ウイング館B2F・2F・3F・3.5F・4F〈                  （ソラハ）〉2.22（土）

ウイング館B2F・2F・3F・3.5F・4Fに
ヤングレディス専門店街
『　　　　　　（ソラハ）』がオープン。

【配置図(イメージ)】

駅施設

駅施設

B2F

B1F
1F

2F

3F

4F
4F

3.5F
3F

2F

B2F

1F

solaha

ウィング館タワー館

5F
5F
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ニ ュー オ ー プ ンNEW OPEN!!

ウイング館2Fに登場する婦人洋品フロアでは、幅広い年代の女性に対応
する婦人くつ・ハンドバッグをセレクト。メインターゲットのOL層に向けた
トレンドに敏感な商品も充実させました。

ウイング館2F〈婦人くつ・ハンドバッグ〉

ウイング館B2F東・北エリアがリフレッシュオープン! タワー館B1F・B2Fと合わせ3フロア9,000㎡に広がる、
関西最大級の鮮度と品質にこだわった食のワールド『あべのフード・シティ』が完成。 
生鮮食品から惣菜、加工品、ワイン、ベーカリー、スイーツなど、食卓を彩る全てが揃うワンストップショッピングを実現。
駅直結でアクセス良好、仕事帰りや買物ついでに気軽に立ち寄ることができます。

ワインを中心に充実した品揃えの和洋酒売場がリフレッシュオープン。
周辺には惣菜、チーズ、パスタなどのグルメが勢揃い。

ウイング館B2F〈あべのフード・シティ〉

【新ショップ】
〈フェット・ル・マルシェ〉
…世界各国のチーズのほか、パスタや生ハムなど
〈メゾンカイザー〉
…自然発酵種と伝統技法で仕上げるパン
〈セゾンファクトリー〉
…人気の「飲む酢」やジャム・ドレッシングなど
〈まつおか〉
…できたてにこだわる名古屋発祥の惣菜店
〈だし工房  宗達〉(関西百貨店初)
…昆布の老舗「神宗」がプロデュースするだしの専門店
〈薬師庵〉
…京都大覚寺御用達の京うどん
〈＋medi（プラスメディ）〉
…カロリー控えめの惣菜、スープ、スイーツなど

クレバー コーヒー  1953

サンエバーコーヒーハウス

【婦人くつ】
★銀座かねまつ ウーマン＆マイセルフ（全国初）
★ジェリービンズ リッシェ（全国初）
★ヴィアプロヴァンス バイ モード・エ・ジャコモ（関西初）
★アッシュ
★オゥ バニスター
★グラウンド
★イーボル
★トゥールビヨン（関西初）
★テラス
★トゥールモンド
★ジョニーモーク
★ランバン オン ブルー
★ジル スチュアート シュー
★アンテプリマ
★ラブシュートリア
★アンデコール
★メディカエスコート
★マーガレット・ハウエル アイデア
★ユニティ
★アンリーフ
★ジェシカシンプソン
★フランコサルト
★シューギャラリーオオタ
★コンポジションナイン
【ハンドバッグ】
★ビジンネスバイサザビー（関西初）
★サマンサタバサ デラックス
★ラシット
★バルコス（関西初） 
★フランチェスコ・ビアジア
★アンドレア マビアーニ
★ランバン オン ブルー
★ルサック ドゥ ベルジュ

■ 新ブランド一覧………………………………

資生堂ビューティーサルーン（ヘアサロン）（3.5F中央）
トレンド感は大切にしながらも、上品でエレガントなスタイルを提案します。
ヘアカラーの仕上がりをイメージできる「ヘアカラーシミュレーター」を導入。

2.22（土）

2.22（土）
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株式会社トリムパーク（本社：大阪市西区）が運営する、遊びを通じて社会と自然に触れる
屋外型こどもの遊具施設、「スウェーデントリムパーク」がウイング館3Fの屋外に登場。
青空の下でのびのびと遊べる約900㎡のスペースです。
クライミングヒルやネットブリッジなど、体を使って遊べる遊具を設置しており、
親子で一緒に楽しむことができます。パーク内には、遊び方や子供同士の
コミュニケーションをサポートするトリムコーチが常駐します。
スウェーデントリムパークの開業で、タワー館8F、ウイング館8Fと合わせて、
日本最大のキッズ・ファミリーゾーン『kodomoの街』が完成します。

ニ ュ ー オ ー プ ンNEW OPEN!!

百貨店初の会員制「屋上貸し菜園」
『あべのハルカスファーム』
の一般利用を開始。
会員制の貸し菜園、「あべのハルカスファーム」がウイング
館の屋上に誕生、2014年4月1日（火）より一般利用を
開始します。駅の上の好立地で、買い物がてら手ぶらで
楽しめる、都会ならではの農業体験を提供します。四季を
通じて約100種類の野菜栽培を楽しむことができます。
会員は1区画あたり5㎡を利用可能。鍬やジョーロ、肥料など
基本的な菜園用具は無料で利用でき、常駐スタッフによるアド
バイスや、水やりのサポートなども受けられます。植付け
レクチャーや収穫祭など、世代を超えて楽しめるプログ
ラムをご用意し、家族の団欒や食育にも貢献します。

ウイング館３F屋外〈スウェーデントリムパーク〉2.28（金）

ウイング館屋上〈あべのハルカスファーム〉

【概　要】
■場所：ウイング館3F屋外　
■営業時間：10：00～日没まで（雨天中止）

【料　金】
こども（１歳～16歳未満）700円/１時間
（延長350円/30分）
おとな（16歳以上）300円/１時間
（延長150円/30分）



8

ニ ュー オ ー プ ン

ご来店のお客様の利便性を向上させるサービス機能を
一箇所にまとめ、2014年３月４日（火）、ウイング館B１F
に「サービスセンター」として開設します。また、英語・中国
語での対応ができる係員の配置や、免税品の手続き、海外に
向けた宅配対応、さらに隣接する池田泉州銀行での外貨両
替ショップなど、今後、大幅に増えると思われる海外からの
お客様にも、百貨店を不自由なくご利用いただけるサービ
スも充実しています。

【取り扱いサービス】
❶ お買い上げ品・
　手荷物一時お預かりサービス（有料）　
❷ 免税品手続き
❸ お忘れ物承り窓口
❹ 宅配業務（海外便・国内便）
【場所】
ウイング館B1F

ウイング館B1F「サービスセンター」

リ ニ ュ ー ア ル オ ー プ ンRENEWAL OPEN!!

■ 近鉄アート館
2014年2月22日（土）の「片岡愛之助 特別公演」を皮切りに、
演劇やコンサートなどを順次上演予定。

舞台芸術の情報発信拠点「近鉄アート館」が
13年ぶりに演劇事業を再開

ウイング館8F〈近鉄アート館〉2.22（土）

■ 多目的催事場「SPACE 9」
2014年2月28日（金）より「大阪芸術大学 卒業作品展及び上映会」を開催。

多目的催事場「SPACE 9」も新設

ウイング館9F
〈SPACE 9（スペースナイン)〉2.28（金）

NEW OPEN!!

3.4（火）



９

店舗概要
＜グランドオープン後＞

店舗名称

所在地

営業フロア

営業面積

オープン時期

総投資額

年間予想来店客数

初年度
目標売上高

あべのハルカス近鉄本店

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－43

地下２階～地上 14階

100,000 ㎡

タワー館／ 2013 年６月13日（木）
ウイング館（上層階）／ 2013 年 10 月 10 日（木）
全　　館／ 2014 年３月７日（金）＜グランドオープン＞

約 320 億円

4,500 万人

取扱高ベース売上高＊1     1,450 億円
売　上　高＊２　　　　    1,190 億円




