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国際集客都市・大阪のおもてなし玄関口をめざして

なんば駅周辺道路空間の再編に向けた社会実験
『なんばひろば改造計画』
2016 年 11 月 11 日(⾦)から 11 月 13 日(日) 実施決定

当実⾏委員会は、標記の３日間、なんば駅前の道路を南⾏き⼀⽅通⾏化し、⼈中⼼の空間とし
て活用する社会実験を実施します。

将来の駅前の広場化イメージ（なんば安全安⼼にぎわいのまちづくり協議会）

※ 「なんばひろば改造計画」は、本社会実験名を短く呼称するプロジェクトタイトルを表します。
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１．実施時期
(1)期間：2016 年 11 月 11 日（⾦）〜11 月 13 日（日）
(2)時間： 11 月 11 日（⾦）12:00〜22:00
11 月 12 日（土）8:00〜22:00
11 月 13 日（日）8:00〜20:00
※なんさん通りの南⾏き⼀⽅通⾏化は 11 月 10 日（木）17:00〜11 月 14 日（月）2:00
※雨天中止の場合あり

２．実施場所
(1)なんば駅前（大阪市中央区難波 5／髙島屋大阪店となんばマルイの間の空間）
(2)なんさん通り
(3)パークス通り（新川通り）

３．主催及び協賛、協力
主催：なんば駅周辺道路空間再編社会実験実⾏委員会 実⾏委員⻑ 中村正美

（構成員：なんば安全安⼼にぎわいのまちづくり協議会（下記２７団体）、大阪市、大阪府、大阪商工会議所）

精華連合振興町会・難波三丁目東町会・難波三丁目西町会・難波振興町会・河原連合振興町会・難波千日前西町会・難波千日前東町会・
日本橋連合振興町会・難波中振興町会・難波東振興町会／戎橋筋商店街振興組合・千日前道具屋筋商店街振興組合・でんでんタウン
協栄会・なんさん通り商店会・なんばＣＩＴＹ会・難波センター街商店街振興組合・なんば南海通り商店会・なんなんタウン商店街振興組合・
日本橋筋商店街振興組合・日本橋筋西通り商店会／大阪地下街株式会社・関電不動産開発株式会社・株式会社髙島屋・東宝株式会社・
南海電気鉄道株式会社・株式会社丸井・株式会社良品計画
【協賛】株式会社アイ・プラニング・株式会社アトリエはるか・株式会社伊藤園・ウシオライティング株式会社・学校法人エール学園・
公益財団法人大阪観光局・大阪信用金庫・株式会社大林組・株式会社クボタ・合同衛生株式会社・株式会社鴻池組・光明興業株式会社・
コカ・コーラウエスト株式会社・株式会社コトブキ関西支店・サラヤ株式会社・株式会社社会システム総合研究所・心斎橋筋商店街振興組合・
スイスホテル南海大阪株式会社・一般社団法人水都大阪パートナーズ・株式会社錢高組・宗右衛門町商店街振興組合・株式会社竹中工務店・
株式会社竹中庭園緑化・東神開発株式会社・TOYO ＴＩＲＥＳ・道頓堀商店会・ＮＰＯ法人御堂筋・長堀２１世紀の会・南海ビルサービス株式会社・
ぴあ株式会社・株式会社ベルコ・ホテル一栄・株式会社三井住友銀行・三井住友信託銀行株式会社・株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行・
三菱電機株式会社・ミナミまち育てネットワーク・株式会社ＬＩＸＩＬ・株式会社りそな銀行・株式会社ＬＥＭ空間工房・一般社団法人
One Osaka ループバス推進機構
【協力】維新派・株式会社１８８・株式会社インターコネクト・株式会社エフエム大阪・激団モンゴイカ・株式会社ジェイコムウエスト・
生活ヨガ研究所・TACT/FEST・浪華地車囃子風流・株式会社賑屋・島之内フジマル醸造所・阪南大学松村研究室・ｈｉｔｏrｉ工務店・
舞闘派アイドル Vress・Breeze Of Dixieland・一般社団法人リイド 【企画運営協力】有限会社ハートビートプラン（平成２８年１０月２０日現在）
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４．社会実験概要
（１）社会実験の背景
南海なんば駅前は関⻄空港駅と直結し、御堂筋の南の⽞関⼝に位置します。周囲は登録有形⽂化財である
南海ビル（高島屋大阪店）や興業映画発祥の地にある東宝南街ビル（なんばマルイ・TOHO シネマズなんば）、
戎橋筋商店街・なんば南海通り商店会・なんさん通り商店会・ＮＡＭＢＡなんなん（地下街）といった地域を代
表する商店街が駅前を介して歩⾏者回遊ネットワークを形成、道頓堀や道具屋筋、⿊門市場をはじめ個性豊か
な商業エリアへとつながっています。さらに、奈良や和歌山等の世界遺産にもアクセスできる観光のハブとしての⽴地
に恵まれており、訪日外国⼈観光客から滞在場所として高い支持を得ています。
現在のなんば駅前は都市計画道路難波⽚江線の始点部分でしたが、平成 24 年に都市計画廃止となり、現
在はバスやタクシー乗場といった⾞道、植栽、喫煙所のある広場と歩道で構成されています。ミナミエリアにおける貴
重な公共空間ですが、急増する外国⼈観光客を含む来街者が待ち合わせ等に活用できる、憩い・くつろげる空間
がほとんどない状況です。また観光⾏動の起点にふさわしい⽴地にありますが、現在は観光情報を発信する場所と
はなっていません。また、なんさん通りは日本橋エリアやウラなんばと呼ばれるエリアにつながり外国⼈観光客を含む歩
⾏者が増加していますが歩道が狭いうえ違法駐輪が多く、⾃転⾞と歩⾏者が錯綜している状況にあります。
2008（平成 20）年に地元メンバーによるなんば駅周辺道路の歩⾏者空間化にむけた⾃主検討がスタートし、
2011（平成 23）年には地元商店街・企業・町会 25 団体（現在 27 団体）で構成する「なんば安全安⼼に
ぎわいのまちづくり協議会」が設⽴され、まちづくり構想（たたき台）がとりまとめられました。2015（平成 27）年か
らは経済界や⾏政と協同で、なんば駅周辺空間に求められる将来像について議論が重ねられ、その実現の検証の
ために地元・⾏政・経済界からなる実⾏委員会を 2016（平成 28）年に設置し社会実験を実施することになりま
した。

御堂筋

■現況図
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無印良品
LOFT

・平成 23 年 6 月 「なんば安全安⼼にぎわいのまちづくり協議会」始動
（なんば駅周辺の町会、商店街、企業 25 団体が参加（その後２団体が参加、現在 27 団体）
・平成 24 年 2 月 「大阪府市都市魅⼒創造戦略会議」難波駅前をワールドクラスの広場に（橋爪特別顧問提案）
・平成 24 年 6 月 「グランドデザイン・大阪」難波駅前のみどり化
・平成 25 年 5 月 「なんば駅周辺まちづくり構想(たたき台)」作成(なんば安全安⼼にぎわいのまちづくり協議会)
・平成 27 年 2 月 「ミナミの賑わいづくり魅⼒発信に向けた提⾔」作成(大阪商工会議所)
・平成 27 年 4 月 「なんば駅周辺まちづくり構想具現化案」、「要望書」を市⻑に提出
(なんば安全安⼼にぎわいのまちづくり協議会)
・平成 27 年 12 月 「なんば駅前広場空間利用検討会」を設置
・平成 28 年 3 月 「なんば駅前広場空間利用検討会」を開催
・平成 28 年 10 月 「なんば駅前広場空間利用検討会」を開催
（なんば駅周辺道路空間再編社会実験内容の確定、実⾏委員会の設置）
・平成 28 年 11 月 「なんば駅周辺道路空間再編社会実験」開催（予定）

（２）社会実験の目的
なんば駅周辺道路空間を来街者が待ち合わせ等に活用できる憩い・くつろげる空間と、地域情報をはじめ関⻄
エリアの観光情報を発信するなど、世界をひきつける観光拠点にふさわしい⼈中⼼の空間として整備し、その空間に
対する評価を⾏います。

（３）社会実験の内容（詳細はプログラムをご覧ください）
なんば駅前の道路を南⾏き⼀⽅通⾏化し（難波⻄⼝交差点から難波中２交差点）、インフォメーションをはじ
めカフェや休憩スペース等の設置、さらに日替わりでマーケットやライブ等のイベントを⾏い、関係者及び関係機関と
の合意形成を図るための課題検証を⾏う。
①道路空間の再編による⼈中⼼の空間づくり
・わかりやすい駅前の場所に休憩・待ち合わせ・観光案内所の複合的な機能整備。
・テーブルや椅子などを設置し、来街者が待合せ等に活用できる憩い・くつろげる空間整備。
・広場化した空間を、市⺠や事業者の表現活動や情報発信の場として活用。
②観光客・来街者に対するもてなし、体験型観光情報を提供するまちの観光案内所の試⾏
・世界をひきつける観光拠点として、成熟時代の FIT(個⼈旅⾏者)受け入れのための FACE TO FACE の地域
密着型、体験型観光情報を提供する案内所を運営。
・周辺施設や商店街でその日に体験できるコト情報を案内するパネルや大型ミナミマップを設置。
・南海なんば駅ターミナル内に設置されている大阪ビジターズインフォメーションセンター・難波と案内情報を共有し、
案内内容から来街者が必要としている情報のマーケティングを実施。
・観光系大学、留学⽣、地域のまち案内⼈などが来街者の応対を補佐する市⺠案内⼈（ＩＴ端末を活用した
情報提供の実施）を配置。
③交通機能の再編
・難波⻄⼝交差点から難波中２交差点までのなんさん通りを南⾏き⼀⽅通⾏化(北⾏きの通⾏ができませ
ん）。
・タクシー乗降場を、仮設でパークス通り（新川通り）に⼀時移設。
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（４）社会実験の検証項目
以下の４項目を本社会実験では検証し、その内容をふまえて関係者で将来像を共有します。

①道路空間から⼈が主役の空間へ
タクシープールや高島屋大阪店前⾞道を⾞から⼈中⼼の空間へ。⽣みだされた空間をしっかり世界からの来街
者のための空間として演出し、⼈が主役の空間に対する評価を得ます。
・アクティビティの多様性と内容の変化を把握するため、活動実態調査を実施
・来街者への意識調査や地元商店街の店舗などへの意識調査を実施

②地域密着型（体験型）観光案内所
既存の案内所と連携し体験型情報を伝える観光案内所を運営し、この場所が発地となり周辺エリアの回遊性
が高まる仕掛けの試⾏や、今後の機能や運営⽅法のためのデータを得ます。
・観光案内所、大型マップ看板の利用者へアンケートによる⾏動調査を実施
・今後の機能や体制に活かすため、観光案内所利用者の相談内容を集計

③空間再編後の交通影響
なんさん通りを南⾏き⼀⽅通⾏化及びタクシー乗場・タクシープールの移設し広場化することによる、周辺への交
通影響について、交通量調査を実施します。
・主要ポイントにおける交通量調査を実施
・交通規制による近隣店舗の搬出入への影響のアンケート、タクシーの利用状況の実態調査を実施

④空間再編後のマネジメント財源
広場利用や広告のニーズや内容について、企業や団体にヒアリングを⾏い、収益還元による持続的なマネジメン
トの可能性を検証します。
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５．社会実験詳細プログラム
（1）３日間に開催するプログラム（予定）
実施日
11

12

13

日

日

日

企画名

実施団体名

(1)オープニングセレモニー
11

オープニングセレモニー（13 時を予定）

実⾏委員会

(2)憩い・くつろげる休憩スペース
11

12

13

なんば

カフェ①

ひろば

RESTAURANT MITTE
カフェ② 島之内フジマル醸造所

11

12

13

カフェ

11

12

13

なんばまちなかライブラリー

株式会社賑屋
島之内フジマル醸造所
実⾏委員会

(3) 次世代型インフォメーション
11

12

13

なんば体験型観光案内所

実⾏委員会

着物体験

atelier haruka

芦原橋アップマーケット

⼀般社団法⼈リイド

J:COM なんば駅前広場スペシャルイベント

J:COM

13

Kubota Earth Terrace

株式会社クボタ

13

タイヤで制作した「THE LION」を出展

TOYO TIRES

11
(4)にぎわいプログラム
11
12
11

12

11

12

南海電鉄 PR ブース

南海電気鉄道株式会社

11

12

大阪ワンダーループバス プロモーション

(⼀社)One Osaka ループバス推進機構

11

12

なんば駅前ビジョン型広告検証実験

株式会社インターコネクト

11

SARAYA

株式会社サラヤ

11

『Coke ON』(コークオン)イベントキャラバン

コカ・コーラウエスト株式会社

12

ストリートヨガ

⽣活ヨガ研究所

12

伊藤園 大茶会

株式会社伊藤園

13

6

（２）プログラム実施位置図
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６．なんば駅前広場のコンセプト及び将来イメージ
【コンセプト】
〜国際集客都市・大阪のおもてなし玄関口〜世界をひきつける観光拠点づくり〜
○あらたなシンボル空間 ○ミナミ・大阪・関⻄を回遊する拠点 ○⼼地よく安⼼感のある環境

世界を惹きつける
国際集客ゾーン・ミナミの
拠点として⼼地よい空間

■楽しく快適に回遊できる国際集客
拠点としての空間の整備
■休憩やくつろぐことができる「⼼地よい
空間」の整備

成熟時代の
次世代のおもてなし
観光拠点

まちの推移、
⼈の流れに対応する
空間再編

■歩⾏者中⼼の印象的な都市空間
の整備
■観光情報が集まり、発信される空間
の整備
■災害発⽣時の情報発信空間の整備
■防犯面で安⼼な空間整備

■なんさん通りの歩⾏者空間の充実
■⼈の流れを阻害することのないわかり
やすい待ち合わせ空間の整備
■まち歩きした⼈が休憩したりくつろい
だりすることのできる空間の整備

大阪のおもてなし玄関口に
ふさわしい安全で安⼼な
環境づくり

■安⼼・安全な空間の整備
■災害発⽣時の避難活動等に有効
な空間の整備
■歩⾏者・⾃転⾞及び⾃動⾞が共存
できる空間の整備

【将来イメージ】
①大阪との出会い
・シンボル空間・・・歴史とにぎわいに囲まれた⼼地よく印象的な広場
・シンボルモニュメント・・・わかりやすい目印
②休憩・待ち合わせ（⼀年間の大半はこの状態）
・すわれる場所・・・しっかり管理され柔軟に配置できるカフェ
③情報伝達
・案内所（通常の案内機能に、劇場のチケット販売・まち体験ツアーなどの付加）
・ミナミのエリア魅⼒を伝えるアクティビティの PR(宝恵かご⾏列、いっとこミナミ夏祭り、ダンス、ジャズ、大阪ミナミ光マッセ、各商店街の
催事など）
・デジタルサイネージやバナーでの告知
④移動手段
・タクシー、公共交通、新交通広場へのサイン
⑤大阪のイメージ発信のアクティビティ
不定期で実施（広告協賛収入⾒込み）
・広場空間を活用した世界・国内的な知名度アップにつながるプロモーション企画
⑥安全
・運営スタッフなどの⼈の目が⾏き届いている安⼼してくつろげる空間
・災害発⽣時にはデジタルサイネージなどにより災害状況の情報を伝達
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なんば駅周辺道路空間の再編に向けた3日間の社会実験

人中心のなんば駅前の空間イメージ
なんば駅前広場空間利用検討会（地域の諸団体、行政、大阪商工会議所、専門家など、代表者により構成）
が検討している広場化の将来イメージ。

次なる100年のなんば駅前が
国際集客都市・大阪のおもてなし玄関口に
ふさわしい姿になることを目指して。
なんば駅前を、待ち合わせや憩いの空間、観光案内など、世界
中の人々を惹きつける観光拠点にするべく、人中心の空間に
再編する取り組みを検討しています。その一環として、駅前の
道路を一方通行化して、仮設の広場を生み出して、実験的に
活用します。皆様のご理解とご協力をお願いします。

なんば駅前に仮設の広場をオープン、実験的に活用します。

ば大実験
なんばひろ
「なんば駅前」
に3日間だけ、
カフェや催事スペース、
観光案内所が登場します。
詳しくは裏面を。

11月11日（金）12時頃〜午後10時
11月12日（土）午前8時〜午後10時
11月13日（日）午前8時〜午後8時

戎橋筋

御堂筋

仮設の広場をつくるために、一時的に交通規制を行います。

制
交 通規

タクシー
乗場一時移設

・難波中２交差点から自動車での北進ができなくなります
（自転車は通行可）
・なんさん通り西側のパーキングメーターが使用できなくなります。
・タクシー乗場及びタクシー待機場がパークス通りに一時移設になります。
・交通への影響について調査を行います。

なんば駅周辺道路空間再編社会実験実行委員会
なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会
（下記27団体）
・大阪市・大阪府・大阪商工会議所

道具屋筋

社会実験へのご協力を何卒お願い申し上げます。

高島屋
大阪店

り行
ん通通
んさ 方
な
き一
南行

御堂筋〜なんさん通り
（髙島屋大阪店の東側道路）
は、
南行き一方通行
になります。
タクシー乗り場とタクシープールを一時移設します。

なんば駅前
なんば
ひろば

難波西口

路
速道
・高
通り
クス
パー

【規制場所】

11月10日（木）午後5時〜
11月14日（月）午前2時頃

なんば
マルイ南海通り

南海なんば駅

難波中2
蔵前通り

進入禁止

［お問合せ］なんさん通り商店会内

TEL:

06-6648-8372 www.namba-hiroba.jp

精華連合振興町会・難波三丁目東町会・難波三丁目西町会・難波振興町会・河原連合振興町会・難波千日前西町会・難波千日前東町会・日本橋連合振興町会・難波中振興町会・難波東振興町会／戎橋筋商店街
振興組合・千日前道具屋筋商店街振興組合・でんでんタウン協栄会・なんさん通り商店会・なんばCITY会・難波センター街商店街振興組合・なんば南海通り商店会・なんなんタウン商店街振興組合・日本橋筋
商店街振興組合・日本橋筋西通り商店会／大阪地下街株式会社・関電不動産開発株式会社・株式会社髙島屋・東宝株式会社・南海電気鉄道株式会社・株式会社丸井・株式会社良品計画

なんばひろばを活用して、
なんばの駅前から発信する3日間
りイベントで毎日楽しめる。
日替わ

わいのひろばプログラム
ぎ
に
が集う
手しごとやこだわりの食

芦原橋アップマーケット
11/

11（金）12:00 - 21:00

イベント
なんば駅前広場スペシャル

J:COMライブ＆シネマ
11/

JR芦原橋駅周辺で毎月第３日曜日に開催されて
いる人気のマーケットが特別に出張。
ハンドメイド
アクセや雑貨、
オーガニックのお茶、
自家焙煎
コーヒーなど、
お店の人たちとの会話を楽しみながら
お買い物できます。陽が落ちてからは、
ナイトマー
ケッ
トに変身！
■ 一般社団法人リイド

まで、
「たべる」
から
「そだてる」
！
を
農業に親しむ休日

『Kubota Earth Terrace』

12（土）10:00 - 22:00

11/

©2013 KILLIFISH PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

13（日）10:00 - 19:00

おいしい新米に、
お米からできた玄米パンと玄米
パスタ、国内最大級のトラクタやミニ耕うん機
のご紹介。子どもたちも参加できるトラクタの
クラフトワークショップ、お米マイスター・野菜
ソムリエのトークショーなど盛り沢山です。

J:COMフリーライブ開催！ RAY、山崎あおい、
MOLE HiLL、
シュトウケンイチ、LeeBen、
ちなげが
参加。夜からは屋外シネマ
『はじまりのうた ＢＥＧＩＮ
ＡＧＡ
ＩＮ』
を上映。是非お楽しみ下さい。
■ J:COM

■ 株式会社クボタ

ゆっくり過ごせる上質な場所がで
、
きま
駅前に
ば
す。
なん

もっと大阪の魅力を深く味わっ
ミや、
て！
ミナ

「なんばひろばカフェ&ライブラリー」

なんば体験型観光案内所

ひろばプログラム
憩いの

11（金）12:00 - 22:00
11/12（土） 8:00 - 22:00
11/13（日） 8:00 - 20:00
11/

ウッドデッキ空間と約100席のカフェが誕生。大阪市
内でも人気の高い「RESTAURANT MITTE」
「島之内フジ
マル醸造所」の人気メニューを楽しむことができます。
また、
ミナミを、大阪を、関西をぐっと深掘りできるライブ
ラリーも登場。秋空のもと、
なんばに流れるスローな
時間をお楽しみください。

島之内フジマル醸造所 RESTAURANT MITTE

まちなかライブラリー

観光案内プログラム

11/
11/

11（金）12:00 - 18:00
12（土）・13（日）11:00 - 18:00

その日にまちで体験できるコト情報（浮世絵刷りや食品サン
プル制作体験、芸能やライブ公演）
をお伝えします。
また、
和を楽しむ着付けや野点体験、留学生と大学生ガイドによる
なんばまち歩き、記念写真スポットもご用意しています。

会場内では、
多彩なプログラムを企画しています。

南海電鉄PRブース

大阪ワンダーループバス

伊藤園大茶会

鉄道グッズ販売や、制服
を着用しての記念撮影が
できるコーナーあり。

大阪発の周遊観光バス
の展示、試乗（運航はしま
せん）。

おいしいお 茶 の 入れ 方
実演やお茶のふるまいで
おもてなし。

スマートフォンアプリCoke On

TOYO TIRES「THE LION」

ストリートヨガ

ビジョン型広告検証実験

スマホ自販器で購入すると 使用済タイヤで制作した 1 2日朝 8 時から、なんば デジタルサイネージに見
スタンプがたまる。
コカ・コーラ ライオン像を展示。
オリジ 駅前でヨガを実施。
参加費 立てて情報発信や広告を
ウエストのイベントキャラバン。 ナルグッズのプレゼントも。 500円、
マッ
トレンタル先着。 実施。

【協賛】
株式会社アイ・プラニング・株式会社アトリエはるか・株式会社伊藤園・ウシオライティング株式会社・学校法人エール学園・公益財団法人大阪観光局・大阪信用金庫・株式会社大林組・株式会社
クボタ・合同衛生株式会社・株式会社鴻池組・光明興業株式会社・コカ・コーラウエスト株式会社・株式会社コトブキ関西支店・サラヤ株式会社・株式会社社会システム総合研究所・心斎橋筋商店街
振興組合・スイスホテル南海大阪株式会社・一般社団法人水都大阪パートナーズ・株式会社錢高組・宗右衛門町商店街振興組合・株式会社竹中工務店・株式会社竹中庭園緑化・東神開発株式会社・
TOYO Ｔ
Ｉ
ＲＥＳ・道頓堀商店会・ＮＰＯ法人御堂筋・長堀２１世紀の会・南海ビルサービス株式会社・ぴあ株式会社・株式会社ベルコ・ホテル一栄・株式会社三井住友銀行・三井住友信託銀行株式会社・
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行・三菱電機株式会社・ミナミまち育てネットワーク・株式会社Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ・株式会社りそな銀行・株式会社ＬＥＭ空間工房・一般社団法人 One Osakaループバス推進機構
【協力】
維新派・株式会社１８８・株式会社インターコネクト・株式会社エフエム大阪・激団モンゴイカ・株式会社ジェイコムウエスト・生活ヨガ研究所・TACT/FEST・浪華地車囃子風流・株式会社賑屋・
島之内フジマル醸造所・阪南大学松村研究室・hitori工務店・舞闘派アイドルVress・Breeze Of Dixieland・一般社団法人リイド
【企画運営協力】
有限会社ハートビートプラン

参考

国際集客都市・大阪のおもてなし玄関口をめざして

なんば駅周辺道路空間の再編に向けた社会実験
プログラム詳細（ホームページ掲載）

なんば駅周辺道路空間再編社会実験実行委員会
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プログラムの詳細説明資料
(１）オープニングセレモニー
当該社会実験は、なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会、大阪市、大阪府、大阪商工会議所の４
者で構成する実行委員会で開催するものです。国際集客都市・大阪のおもてなし玄関口づくりにむけて、
この３日間の官民での取り組みにむけて一致協力を確認し、広く市民にアピールする機会とします。
■実施日時：11/11(金) 13:00～13:30
■実施場所：広場内ステージ
■実施団体：なんば駅周辺道路空間再編社会実験実行委員会
（２）憩い・くつろげる休憩スペース
①なんばひろばカフェ&ライブラリー
ウッドデッキを敷いたくつろぎ空間がなんば駅前に出現！大阪市内で
も人気の高い「島之内フジマル醸造所」「RESTAURANT

MITTE」

がなんば駅前にやってきます。カフェには、なんばを、大阪を、関西
をもっと詳しく知ることのできるライブラリーも併設。待ち合わせや
休憩に是非ご利用下さい。
■実施日時：

11/11(金) 12:00～22:00
11/12(土)

8:00～22:00

11/13(日)

8:00～20:00

■ライブラリー協力：ちけっとぴあ
『島之内フジマル醸造所』
『日常にワインを』を合言葉に、街のど真ん中にワイナリーを構えた
アーバンワイナリーの先駆け。評価の高い併設のレストランからは、
自社ワイナリー直送の生樽ワインやソムリエがセレクトした日本ワイ
ンとその繊細な味わいにマリアージュさせた『洋風おでん』をプロの
料理人が提案。
■実施団体：

島之内フジマル醸造所

※12 日、13 日は 11:00 スタート。
『RESTAURANT MITTE』
大阪本町に本店を置くフレンチレストラン MITTE。
ランチにディナー、ケータリングにウエディングと使い方も様々。二
年連続大阪府下料理口コミランキング１位(みんなのウエディング)な
ど評価も高い。そんな MITTE が今回はカフェで登場。大阪近郊でと
れた野菜をたっぷり使ったスープ、お好み焼き風のアレンジを加えた
メニュー、地卵を使ったプリン、アーモンドショコラとマロンを合わ
せてぜんざい風に仕上げるなど誰にでも喜んでいただける料理やス
イーツを展開。ぜひみなさんお立ち寄りください。
■実施団体：

株式会社賑屋
2

（３）なんば体験型観光案内所 NAMBA EXPERIENCE INFORMATION DESK
この観光案内所では、これからの時代に求められる体験型の観光情報
を提供します。なお、観光案内や周遊パス等のチケット販売は大阪ビ
ジターズインフォメーションセンター・難波が通常営業を実施してお
り、当案内所はそちらと連携して運営します。会場内では着物体験（１
１日）や野点体験（１２日伊藤園大茶会）
、記念撮影のスポット、留学
生と大学生によるミニツアー（３ヶ国語・約４０分）、その日もしくは
旅行滞在期間中に体験できるコト情報（浮世絵刷りや食品サンプル制
作体験、芸能やライブ等の公演など）の提供を行います。
■実施日時

11/11(金) 12:00～18:00
11/12(土) 11:00～18:00

■実施団体：
■協力：

11/13(日) 11:00～18:00
なんば駅周辺道路空間再編社会実験実行委員会
大阪観光局、南海電気鉄道、ちけっとぴあ、エール学園、阪南大学松村ゼミ

伊藤園 大茶会
伊藤園グループでは、長期ビジョンで「世界のティーカンパニー」を
掲げ、世界中のお客様にお茶の伝統から最先端技術に至るまでの価値を
お届けし、生活提案を行うことを目指しております。お茶はおもてなし
の心を表す日本古来の伝統文化であり、古来より日本人の生活に密着し
た飲料です。
「お茶の伊藤園」として社員がお茶に関する正しい知識を
もって、一人でも多くのお客様にお茶のおいしさや楽しみ方をお伝えす
る為、おいしいお茶のいれ方を実演し、お茶をふるまい味わっていただ
く取り組みです。
■実施日時：

11/12(土) 11:00～17:00

■実施団体：

株式会社伊藤園
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（４）にぎわいプログラム
①DAY1:『芦原橋アップマーケット』
芦原橋アップマーケットは JR 環状線芦原橋駅周辺で毎月第３日曜日
に開催される、手しごとやこだわりの食を扱うマーケットです。今回は
特別企画として、選りすぐりのお店でなんば駅前に出張出店します。ハ
ンドメイドアクセサリーや雑貨、オーガニックのお茶、自家焙煎のコー
ヒーなどをお店の人と会話しながら、試して購入できます。日が落ちて
からはナイトマーケットに。飲み食いしながら、思い思いのショッピン
グを楽しめます。
■実施日時：

11/11(金) 12:00～21:00

■実施団体：

一般社団法人リイド

②DAY2: J:COM Present なんば駅前広場スペシャルイベント
J:COM が企画するフリーライブが決定。RAY、山崎あおい、MOLE
HiLL、シュトウケンイチ、LeeBen、ちなげの計 6 組がステージに参加し
なんばを盛り上げます！
夜の部は素敵な屋外シネマをお届け。ムービープラスのキーラ・ナイト
レイ特集を記念し、感動の音楽ドラマ『はじまりのうた ＢＥＧＩＮ Ａ
ＧＡＩＮ』を屋外シネマで上映致します。音楽がつなぐ予想外の出会い
を描く、大人気作品を上映。是非ご来場下さい。
■実施日時：

11/12(土) 10:00～22:00

■実施団体：

J:COM

③DAY3：Kubota

Earth

(C)2013 KILLIFISH PRODUCTIONS, INC.
ALL RIGHTS RESERVED.

Terrace

都会の真ん中で、お洒落なキャンプをしているよ
うな、くつろぎの空間を提供します。
国内最大級のトラクタの実物展示や、家庭菜園向
けのミニ耕うん機のご紹介、今秋各地で収穫した美
味しい新米やおにぎり、玄米パン、玄米パスタ、野
菜の販売など、幅広い年齢層の方々が農業に親しみ
を感じることができる、楽しい休日のひとときをプ
ロデュースします。
■実施日時：

10:00〜19:00

■実施団体：

株式会社クボタ
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④詳細プログラム

※最終、企画名で五十音順で記載

(A)タイヤで制作した「THE LION」を出展
TOYO TIRES が掲げる「そのタイヤに、驚きはあるか。
」というスロ
ーガンを体現するアイコンとして「THE LION」を出展します。
「THE LION」
は韓国人アーティスト Yong-Ho-Ji 氏が TOYO TIRES
のタイヤを用いて制作した彫刻です。
使われたタイヤは 80 本。全長 3.5m、体重 300kg の力みなぎる筋肉、
リアルな表情は今にも動き出しそうな精気に満ちています。
■実施日時：

11/11(金) 12:00～22:00
11/12(土) 8:00～22:00
11/13(日) 8:00～20:00

■実施団体：

TOYO TIRES

(B) 南海電鉄プロモーション
なんば～関西空港を特急ラピートで結ぶ空港線の他、大阪南部・和歌山
の沿線エリアで交通・商業施設・レジャー等を展開している南海電鉄グ
ループが駅前広場に登場！鉄道グッズの販売を行います。また沿線の観
光やなんばＣＩＴＹ、なんばＰＡＲＫＳのお得な情報のご案内、ラピー
トくん・関空戦士ラピートルジャー等の登場やお客様に鉄道員の制服を
着用していただいての記念撮影等でイベントを盛り上げます。
■実施日時：

11/11(金) 12:00～17:00
11/12(土) 11:00～17:00

■実施団体：
(C) 国際観光都市

南海電気鉄道株式会社
大阪を巡る

「大阪ワンダーループバス」プロモーション

ループバスとクルージングで大阪周遊！
2016 年 10 月 6 日（木）
「大阪ワンダークルーズ」誕生！
「大阪ワンダーループ」にクルージングが仲間入り。これまでと同料
金・1 枚のチケットで、13 ヵ所の大阪観光スポットを周遊する二階建て
オープントップバスと、日本橋（道頓堀）→LOVE CENTRAL（北新
地）→天満橋（大阪城）の 3 ヵ所の水都大阪を 1 日 5 回巡る周遊船「大
阪ワンダークルーズ」が、2 日間乗り放題・乗り降り自由でお楽しみい
ただけます。
■実施日時：

11/11(金)：12: 00～18:00
11/12(土)：10:00～18:00

■実施団体：(一社)One Osaka ループバス推進機構

5

(D) なんば駅前ビジョン型広告検証実験
なんば駅前広場がイベント広場化した際、エリアマーケティングの実証
とし、収益が見込めかを検証する企画です。今後、イベント広場にてデ
ジタルサイネージを有料媒体として設置する計画がありますが今回は
車載ビジョンをデジタルサイネージに見立て配置し、イベント広場が媒
体として効果的に収益が見込めるかを目標とした調査及びイベントを
盛り上げる為の車載ビジョン設置企画です。
■実施日時：

11 日 12:00～22:00
12 日 8:00～22:00
13 日 8:00～20:00

■実施団体：

株式会社インターコネクト

(E) 『Coke ON』(コークオン)イベントキャラバン
コカ・コーラウエストでは、
「買う」
「飲む」
「楽しむ」のシーンで新し
いキャンペーンなどを展開するスマートフォンアプリ「Coke ON」のサ
ービスを展開中。
このアプリをダウンロードし、
「スマホ自販機」で購入すると１本につ
き１スタンプ獲得、１５スタンプでお好みの製品１本と無料で交換でき
るドリンクチケットがもらえます。今回は、CokeON を無料で体験頂き、
お好みの製品をプレゼントする「CokeON」イベントキャラバンを実施
します。
■実施日時：

11/11(金)

12:00～17:00

■実施団体：

コカ･コーラウエスト株式会社

(F) ストリートヨガ
普段立ち止まることのないストリート。見上げることのない空。今日
はここで寝転ぼう。空が広く、澄み切った空気が身体を包んでくれてい
ることを発見できる。自分の居場所がいつだって心地いいとわかること
それがストリートヨガのコンセプト。
だれにでも難しくない内容です。みんなで道路に寝転ぼう！
■実施日時：

11/12(土)：8:00～8:50

■実施団体：

生活ヨガ研究所
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