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2013年2月

株式会社日建設計　他

梅田北ヤードJV

S造・SRC造・RC造
地上38階、塔屋2階、地下3階

約295,100㎡（約89,268坪）※

約2,400㎡（約720坪）～約2,700㎡（約800坪）

2,800mm

500kg／㎡（HDZ：800kg／㎡）

基  準  照  度 700ルクス（大部屋における机上面平均照度）

コンセント容量 基準階60VA/㎡

非常用発電機 〈発電機設置スペース〉最大1,000kVA×2台
〈オイルタンク〉6,000ℓ×2基

各階空調機による全空気方式（VAV制御）

空調ゾーニング 1フロア6ゾーン

OA床：100mm

〈オフィス乗用〉30人乗　19台 
〈オフィスエントランス乗用〉60人乗　7台

駐車場総台数：596台（地下3階、地下2階）※

地下２階：コングレコンベンションセンター
地下１階～６階：ショップ＆レストラン
１階～６階：フューチャーライフショールーム
７階：ナレッジサロン
１０階：カンファレンスルーム

 

Building Appearance

ロケーション・アクセス

JR大阪駅直結
阪急梅田駅とも将来接続予定
7駅12路線利用可
関西随一の交通利便性

オフィススペック

関西最大級・最高水準のグレード
ワンフロア約800坪

格調高い専用スカイロビー
上質かつ快適な共用空間

安心・安全

最新の制震構造の採用
テナント専用発電機スペース確保
充実のセキュリティシステム
万全の管理体制・災害対策

省エネ・環境配慮

水と緑溢れる街並み
大規模な自然換気システム
太陽光パネルの設置

CASBEE「Sランク」取得

オフィスサポート

国内最大級の商業ゾーン
充実のカンファレンスルーム
インターコンチネンタル大阪
クリニック等のサポート施設

検索東京建物株式会社  
関西支店　ビル事業部 06-6202-0111 物件担当

松永・萬

それが、この“まち”の夢。
その夢を多くの人たちと共有したい。

未来が生まれ、大阪が変わり、時代が動き出す。

それは、どこにもない“まち”。
それは、ここにしかつくれない“まち”。
江戸時代の適塾や懐徳堂を例にあげるまでもなく、世界に目を向け、すぐれたものを取り入れ発信してきた大阪。これまでのそんな大阪のDNAを引き継いで、新しい大阪の力をつくりあげていく。
そして、その力を関西、さらには日本全体へと強く広げていく。すべては大阪・関西のために。そして続く未来のために。所属する組織や立場は異なっても、この“まち”に係わる人の思いはひとつで
す。新しいコンセプトをもつ“まち”が、多くの人たちの手によって今、誕生しました。

グランフロント大阪　タワーＢオフィス

（※ 北館すべて）

基準階 11～37階（フロアにより多少異なります） 基準階 11～37階（フロアにより多少異なります） 

リフレッシュコーナー
Relaxation corner
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545.51㎡
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(116.40坪)

事務所

(827.42坪)
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延  床  面  積

基準階貸室面積

基準階天井高

基準階床荷重

空   調  方  式

床仕様／仕上

エレベーター

駐　 車 　場

そ　 の　 他

大阪市北区大深町3-1

2013年3月

株式会社三菱地所設計　他

梅田北ヤードJV

S造・SRC造・RC造
地上38階、塔屋1階、地下3階

約187,800㎡（約56,810坪）※

約2,400㎡（約720坪）～約2,800㎡（約840坪）

2,800mm

500kg／㎡（HDZ：800kg／㎡）

基  準  照  度 700ルクス（大部屋における机上面平均照度）

コンセント容量 基準階60VA/㎡

非常用発電機 〈発電機設置スペース〉最大1,500kVA×3台
〈オイルタンク〉10,000ℓ×3基

各階空調機による全空気方式（VAV制御）

空調ゾーニング 1フロア6ゾーン

OA床：100mm

〈オフィス乗用〉28人乗　20台 
〈オフィスエントランス乗用〉60人乗　7台

駐車場総台数：405台（地下3階、地下2階）※

地下１階～６階：ショップ＆レストラン
7階～9階：うめきたダイニング
9階：リフレッシュラウンジ

グランフロント大阪　タワーＡオフィス　

（※ 南館すべて）

グランフロント大阪

うめきた広場

タワーＡタワーＢ

タワーＣ

ザ・ガーデン

せせらぎのみち

いちょう並木

いちょう並木

南館テラスガーデン

北館テラスガーデン

うめきたSHIP

グランフロント大阪
オーナーズタワー

北館 南館 http://www.grandfront-osaka.jp/

545.09㎡
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事務所
2,678.27㎡
(810.17坪)

タワーＢオフィス

(2,735.28㎡)



「The Lab.
みんなで世界一研究所」

演劇などの舞台公演から新製品発表会などのビジネ

スユースまで、多様な情報を発信する多目的劇場。

会議やセミナーから展示会などのイベントにも使用

できるレンタルスペース。

ナレッジキャピタルに集まる新しい価

値を、展示・発信。出展者と来場者が

コミュニケーションすることにより、

新しい創造力を引き出し、次の「世界一」

を生み出します。

ナレッジサロン

アクティブラボ

ナレッジシアター

コラボオフィス

カンファレンスルーム

フューチャーライフショールーム

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

分野を超えた出会いと交流を通して新たな価値

創造を目指す会員制サロン。プロジェクトの

立ち上げや、ニーズに応じた企業・人との出会

いをサポート。

国内外の企業や研究機関のサテライトオフィス、ベ

ンチャー企業など、コラボレーションを目的とした

活動拠点。

国際会議や大型展示会など様々な利用シーンに対応

する最大約3,000人が収容可能なコンベンション施

設。

企業や大学等が一歩先の未来を提案し、企業

とユーザーが「関係性」を構築する場。「見

る」「買う」楽しみに加え、「参加する」価

値を融合。

ザ ・ ラ ボ

企業や研究機関によるエキサイティングな技術や活動を、大

人から子どもまで、楽しく、わかりやすく紹介する展示エリ

ア。

ナレッジキャピタルは、「感性」と「技術」

の融合により「新たな価値」を創出する

複合施設です。一般生活者から世界一の

技術を持つ人や会社まで多様な人々の交

わりから、今までにない商品、サービス

や人材などを生み出すことを目指します。

多様な用途の場 [ 施設 ] と、コミュニケー

ション人材を配置し、コラボレーションを

促進させるなどの機能 [ 人的支援 ] を提供

し、産業創出、文化発信、国際交流、人

材育成を図ります。

新しい価値を創造・発信するまちの中核施設 ナレッジキャピタル
「感性」　×　「技術」　＝　「新しい価 値」

都心部のターミナル立地で、国内最大級※となる約44,000㎡の店舗面積、

266店舗が集う商業施設。「OSAMPO」をコンセプトに、ターゲットである「好

奇心旺盛で、こだわりの強い、ライフスタイル編集の達人」にご満足いただ

けるよう、「梅田初」「梅田発」「梅田最大」をキーワードとして、「衣」「食」「住」

「知」ライフスタイル全般を網羅しました。
※南館・北館合わせて。

グランフロント大阪 ショップ＆レストラン

インターコンチネンタルホテル大阪
2013 年 6 月、インターコンチネンタルホテル大阪が誕生。

170 のホテルを世界 60 か国以上で展開しているインターコンチネンタル ホ

テルズ＆リゾーツが、「インターコンチネンタルホテル大阪」を開業。272 の

客室、5 つのレストラン & バー、宴会場、プールなど充実した施設を備え、

大阪ならではのかけがえのない体験を提供する、新しいスタイルのラグジュ

アリーホテルが誕生します。

日本の自然を現代的なデザインで表現した明

るく開放感のある空間で、天地まで広がる窓

から望む眺望を楽しめる、5つのレストラン

＆バーを揃えます。

レストラン＆バー

グランフロント大阪の豊かな緑に面したホワイエを

もつ大宴会場は、伝統的な日本のはた織り機をイ

メージした天井オブジェが織りなす光が特徴。中宴

会場と2つの会議室も備えています。

宴会場

グランフロント大阪の一体的なまちの運営組織、一般社団法人グランフロント大阪 TMO は、ナレッジキャピタル、商業、オフィス、

ホテル等からなる複合施設と豊かなオープンスペース等を活かし、まちの在住者、在勤者、一般来街者とともにまちを育ててい

く参加型のまちづくりを推進し、日々足を運びたくなる賑わいと活気あふれるまちを創出します。

取組方針① 公民連携による持続的且つ一体的なまちの運営の推進

取組方針② 多彩な人々の交流や感動と出会いを生み出す「体験」「経験」を主体的に創出

●●約1haに及ぶ「うめきた広場」や「うめきたSHIP HALL」、まちの中心に位置する7層吹抜空間
「ナレッジプラザ」など、多彩なニーズに応えるスペースを整備。

●まちの風物詩となるお祭りやイベントを実施。ソシオ活動を通じて活気と賑わいあふれるまち
を育みます。また、企業や来街者など幅広い方々の「自己表現・発表の場」として活用して頂き、こ
のまちから新しい文化・芸術を発信していきます。

新たな文化芸術を発信
「イベントプロモーション」

「うめだ、ぐるっと、めぐる＝UMEGLE（うめぐる）」
をコンセプトとした、「エリア巡回バス」「レンタサ
イクル」「駐車場連携」の3つの交通サービスを提供。
梅田地区全体の回遊性の向上、歩行者主体の「歩
いて楽しいまちづくり」を推進し、梅田地区全体の
活性化をめざします。

梅田地区の新たな交通サービス
「UMEGLE（うめぐる）」

公民連携による公共空間の管理・運営
歩道空間を活用した「オープンカフェ」

持続的なまちの発展を支えるマネジメント組織 グランフロント大阪 TMO

まちの公共空間を一体的に管理・運営することにより、質の
高い公共空間の管理を行います。公民連携による先進的
なエリアマネジメントの取組みとして、全国で2例目とな
る、道路占用許可の特例による歩道空間を活用したオープ
ンカフェを実施。

オフィス

グランフロント大阪

オーナーズタワー

ナレッジキャピタル

ショップ＆レストラン

インターコンチネンタルホテル大阪

建物構成図


