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2012 年 9 月 13 日 

報道関係各位 

株式会社朝日新聞社 

株式会社朝日ビルディング 

フェスティバルプラザ 

中之島フェスティバルタワー 

“華やぎのある大人の街”、フェスティバルプラザ 

11月 28日(水)誕生！全 32店舗のラインアップ決定！ 

 
     フェスティバルホールへと続く大階段 

 
サンクンガーデン（B1F) 

水都大阪の芸術・文化エリアとして集客が期待される中之島オフィス街の一等地に建設

中の中之島フェスティバルタワーに、新たな商業ゾーン「フェスティバルプラザ」がオープン

いたします。このほど関西初出店5店舗を含む、全32店舗が決定いたしました。「フェスティ

バルプラザ」は、中之島フェスティバルタワーの2階、1階、地下1階と装いも新たに開業する

中之島地下街、オフィスタワーに続く12階、13階、そして最上階（37階）で構成されています。

店舗専有面積は4,400平方メートル。店舗数、業種内容ともに中之島エリアで最大の商業集

積ゾーンとなります。 

「フェスティバルプラザ」の開発コンセプトは、「華やぎのある大人の街」。「食文化・ライフ

スタイルの情報発信地、新たな文化の拠点」をストアコンセプトに、厳選された良店が、活気に

溢れ、常に鮮度のある情報を発信してきた大阪にふさわしく、新しい中之島文化を高感度な

大人に向けて発信・提案して参ります。ビジネスシーンに、プライベートに、美術館散策や

音楽・芸術鑑賞にと様々なニーズにお応えしてまいります。どうぞご期待ください。 

 

 

中之島フェスティバルタワーのロゴマークを基調に 

フェスティバルプラザは、にぎわいと華やかさを印象 

づけるピンクをベースに、若々しい淡いピンクと落ち 

着きのある濃いピンクを配し、「華やぎのある大人の街」を表現しています。ロゴタイプ 

はその名が示すとおり、シックな色を加えた多色使いで、個性豊かな楽しい空間を彩 

ることを表しています。 

 

≪フェスティバルプラザ≫のロゴマークについて 

プレス資料-【4】 
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＜中之島の中心-新たな文化の拠点・フェスティバルプラザに名物メニューが新登場！！＞ 

フェスティバルプラザに来られるお客様を心からもてなそうと、各店舗がフェスティバルプ

ラザにふさわしい独自の商品を企画したり、中之島でしか味わえないオリジナルメニューを開

発したり、開業まで2カ月半に迫ったフェスティバルプラザは、開業に向けて“お祭り広場”

の名にふさわしく、訪れるお客様に感動と笑顔をお約束します。 

 

◆最上階（37階）―プレミアム感たっぷりの非日常空間に 

料理が奏でる華やかなヨーロッパの食文化に触れられるとともに 

五感をくすぐる新発想の美食空間が誕生いたします！ 

 

・店 舗 数： 1店舗 

◎≪ラ・フェット ひらまつ≫ フランス料理・イタリア料理 12月3日(月)オープン！ 

最上階からの心地良い景観も美食空間の演出のひとつ。日本のフランス料理界の巨匠、

平松宏之氏によるまったく新しい発想の美食空間・新ブランド「ラ・フェット ひらまつ」が関西

に初めてお目見えします。 

 

このほど誕生する「ラ・フェット ひらまつ」は、

正統なるヨーロッパのガストロノミー（美食）の

伝統を継承し、進化を続ける料理をご提供し

ます。創業30周年という節目の年にひらまつ

の総力を結集し、日本屈指の食の都・大阪で

新たなる門出を迎えます。ひらまつがこれまで

築き上げてきたフランス料理とイタリア料理、そ

の饗宴（La Fête）を最高峰のサービスとともに

お楽しみいただきます。 

 

「ラ･フェット ひらまつ」では各種パーティーも承ります。人々が集うあらゆる食のシーンに対

して、お客様の心に残るような素敵な演出をしてまいります。グルメたちの五感を十分に満足

させる本格派レストランにどうぞご期待ください。 

 

◎≪フェスティバルスイート≫ カンファレンスルーム 

フェスティバルスイートでは、200名規模の会議をはじめ、各種イベントやパーティーな

どにご利用いただけます。また、「ラ・フェット ひらまつ」の本格料理と最高のサービスで、

ホストとゲストの双方にとって満足度の高い宴のお手伝いをさせて頂きます。開放感あふ

れる会場の雰囲気や充実した設備は、ウエディングパーティーにもおすすめです。 

関西初 
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◆2階 ― ちょっと贅沢なひとときを演出してくれるプレミアムレストランフロア 

ビジネスシーンだけでなく、プライベートや記念日などハレのシーンに 

心地よい上質な空間での料理の饗宴 

・店 舗 数： 5店舗 

◎≪レストラン アラスカ≫ 西洋料理   

1928年創業以来、大阪の西洋料理をリードしてきたレストランアラスカが、「新しい伝統へ」をコン

セプトに新たな西洋料理文化を展開します。各界のエグゼクティブやセレブに支持されてきた

お料理はもちろん、お客様それぞれにあわせたサービスで、各種パーティーから、レストランウ

エディングなどお客様のご要望をお聞きしながらハレの日を演出します。 

◎≪奈良 十三屋≫ 和食 

千年の歴史を経て、今も息づく大阪庶民の信仰の山、奈良信貴山。その地で80余年続く

老舗「旅亭 十三屋」が大阪に初出店。山海の恵み、朝採りの奈良野菜と伝統の技が奏でる

日本料理をご堪能ください。 

◎≪中国料理大湖 コントンポラン≫ 中国料理 

伝統と現代（モダン）を融合した「トラディショナル シノア モダン」をコンセプトに生まれ変わ

った大湖。各地の厳選食材を使用した上質な広東料理を、新感覚でラグジュアリーな時空

間でご提供いたします。 

◎≪フェスティバール＆ビアホール≫  ビストロ＆ビアホール 

リバーサイドに面した開放感あるビストロ＆ビアホール。厳選した地ビールがバリエーション

豊富。お酒がすすむ美味い料理は、シンプル＆ボリューミーでリーズナブルな品揃え。ビア

ホールの気軽さと愉快さ、ビストロならではのごちそう感を大人の空間でご提供いたします。

ランチは自家製パンの食べ放題を楽しめます。 

 

◆1階 ― 上質感、感度、個性あふれる物販専門店が集まるエントランスフロア 

モノ、コト、セレクト、スタイルにこだわった中之島ライフスタイルを発信します！ 

・店 舗 数： 5店舗 

◎≪デルフォニックス≫ ステーショナリー・雑貨 

ステーショナリーメーカーDELFONICSの直営店が関西初出店です。多彩なラインナップの

オリジナル商品をはじめ、ヨーロッパを中心に国内外からセレクトした機能とデザインを備えた、

個性豊かな文房具を豊富に取り揃えております。 

◎≪ＯＶＥ（オーブ）≫  コンセプトショップ 

自転車のある素敵な暮らしをテーマに、価値あるモノ、コトなどをコンシェルジュがセレクトし、

お客様に健康的で環境にも配慮した上質感あふれる暮らしを提案します。 

◎≪クリスチャントルチュ≫ フラワーショップ 

パリのオートクチュールコレクションの舞台デザインや、カンヌ映画祭の会場装飾のトータルディレク

ションなどを手掛ける世界的に有名なフラワーアーティスト、クリスチャン・トルチュのブティックです。 

関西初 

関西初 

大阪初 

大阪初 
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◆B1階 ― ビジネスパーソンやフェスティバルホールに来られる皆さまの 

あらゆるニーズに応えられるマルチフロア 

バラエティ豊かな業種業態で、こだわりをもった「食の名店」が集結します！ 

・店 舗 数： 19店舗 

◎≪Mano-e-Mano pizzeria&bar(マーノエマーノ ピッツェリア＆バール)≫ ピッツェリア＆バール  

厳選旬感野菜のイタリア料理のパイオニアとして名高いＭａｎo-ｅ-Ｍａｎｏ(マーノエマーノ)。

旬の味覚をたっぷり盛り込んだ窯焼ピザと定番の旬感パスタやベジドルチェをご提供いたし

ます。 

◎≪バール・ジェラテリア ラッフィナート≫ バールジェラテリア  

芦屋の「リストランテ・ラッフィナート」のバールジェラテリア。イタリアのバール文化に基づい

たバリスタが煎れる本格エスプレッソと、その場で焼き上げるパニーニのほか、シェフ手作り

の本格ジェラートがここでも味わえます。 

◎≪キッチンジロー≫ 洋食 

昭和39年神田神保町で創業。「東京の下町の洋食屋さん」として人気のキッチンジローが看

板メニューの「メンチカツ」と「ビーフシチュー」を関西の皆さまにお届けします。テイクアウトの

お弁当メニューも充実しています。 

 

≪フェスティバルプラザ≫概要について 

1. 名 称 ： フェスティバルプラザ 

2. 所 在 地 ： 大阪市北区中之島2-3-18 

3. 連 絡 先 ： TEL.06-6231-7555、FAX.06-6231-7550  ※11月1日から開通します。 

4. 営 業 時 間 ： コアタイム  物販 10：00～20：00 （10：00～19：00） 

        飲食 11：00～23：00  (11：00～21：00) 
※（ ）内は11月28日～3月31日の土日祝の営業時間です。 
※一部店舗により異なります。 

5. 店 舗 数 ： 32店舗／飲食17店舗、物販・サービス15店舗 

6. 店舗専有面積 ： 4,400平方メートル 

7. ア ク セ ス ：  地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」、京阪中之島線「渡辺橋駅」より直結 

 JR「大阪駅」下車徒歩11分 

8. ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ ﾞ ： http://www.festivaltower.jp/plaza/ 

9. 建 築 構 造 ： SRC、RC、S造 

10. 設 計 ・ 施 工 ： 日建設計、竹中工務店 

 

 

【お問い合わせ先】 

▽「フェスティバルプラザ」    TEL. 06-6231-7523  担当： 笹原、山城 

      （受付時間： 9：30～17：30） 

関西初 

関西初 

大阪初 
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フロア 店名 ロゴ 特徴

37F
ラ・フェット ひらまつ

＜フランス料理・イタリア料理＞

日本のフランス料理界の巨匠、平松宏之氏によるまったく新しい発想の美食空間・新ブラ
ンド「ラ・フェットひらまつ」。正統なガストロノミー（美食）の伝統を継承しつつ、進化を続け
てきたひらまつのフランス料理とイタリア料理、その饗宴（La Fête）を最高峰のサービスと
ともにお楽しみいただきます。
※12月3日(月)オープン！

13F
ciao （ちゃお）

＜カフェ＞

良質なコーヒーをはじめとするバラエティーに富んだドリンクメニューと、「ヘルシー」をキー
ワードにしたお手軽なフードやスナック、スイーツなど充実したメニューをご用意し、くつろぎ
タイムに彩りを添えます。
※2013年5月オープン(予定）

12F
ローソン
＜CVS＞

中之島フェスティバルタワーのオフィス・テナントで働く、ビジネスパーソンに様々なサービ
スを提供します。スカイロビーに近い12階にあるため、気軽に立ち寄れます。

フェスティバール＆ビアホール
＜ビストロ＆ビアホール＞

リバーサイドに面した開放感バツグンのビストロ＆ビアホール。厳選した地ビールを豊富に
揃え、生樽でも味わえる。料理は、シンプルでリーズナブルで親しみある品揃え。天井5m
の店内に、テラスはリバーサイド・・・そんな大人な空間で、気軽にお喋りを楽しみながら、
飲んで食べて楽しめるビストロ＆ビアホールです。ランチには焼きたての自家製パンが食
べ放題のパンブッフェ・サラダブッフェとドリンクバーがつく嬉しいメニューラインアップで
す。

レストラン アラスカ
＜西洋料理＞

創業84年の歴史をもつアラスカ。飯田料理長の伝統を踏まえ、アラスカ流の西洋料理を21
世紀スタイル「トラディッショナル・キュイジーヌ」へと昇華。新たなレストランとしてデビュー
します。各界のエグゼクティブに愛されてきた料理とサービスでゲストをおもてなし。幸せな
おふたりのためのウェディングパーティーにもご利用いただけます。

中国料理大湖 コントンポラン
(ちゅうごくりょうりたいこ）

＜中国料理＞

各地の厳選食材を使用した上質な広東料理で定評のある大湖。伝統と現代（モダン）を融
合した「トラディショナル シノア モダン」をコンセプトに新感覚でラグジュアリーな時空間で、
食文化「医食同源」を成す、健康と美を考えた中国料理をご用意いたします。
名物料理には、「ふかひれの刺身」や「伊勢エビ三昧の炒飯」、「ふかひれ入り特製スープ
餃子」がございます。

奈良 十三屋 （じゅうそうや）
＜和食＞

信貴山の恵み～山草やハーブ、奈良野菜～と山海の恵みをたっぷりに盛り込んだ「くずし
懐石 万葉旬菜膳」や「寿司懐石」など日本料理の数々。
自然の美味しさが心と体を癒し、自然の力が心と体を美しくする…信貴山の風土や澄んだ
空気を感じられる「奈良 十三屋」、まごころのおもてなしで、お迎えいたします。

キッズ スクウェア
＜保育所＞

関西初の本格的オフィスビル内保育所。ハード、ソフト共に「安全」・「安心」を追及した先進
的施設で、個人のみならず法人のお客様にもご利用していただけます。
手作り給食を提供する月極保育、一時保育、さらに創造力を伸ばす幼児教室も行います。
運営は、全国に保育所を展開しているアルファコーポレーション。
※2013年3月オープン予定

デルフォニックス
<ステーショナリー・雑貨>

オリジナルのステーショナリーをはじめ、ヨーロッパを中心に国内外からセレクトした機能と
デザインを備えた文房具を豊富に取り揃えています。
店内にはギャラリースペースを設け、文房具の枠にとどまらない展示を定期的に開催。時
代やトレンドにとらわれることなく、より質感や味わいのあるアイテム、カルチャーやデザイ
ン心をくすぐる商品を通して、少し知的で私的なワクワクを感じていただけるような店作りを
心がけています。

宗家 源吉兆庵
　（そうけ みなもときっちょうあん）

＜和菓子＞

和菓子の原点は、“果子”。古来、菓子といえば、果物や木の実などを表していました。
「宗家 源吉兆庵」は、自然の恵みである“果実”の姿・形・味わいをそのままに活かした創
作果実菓子を作っています。
季節に合わせたおもたせを充実させております。

アビステ
＜インポートアクセサリー＞

「大人のおしゃれ」を提案するパイオニアとして、「遊び心をくすぐる」コスチュームジュエ
リーをメインに、ファッションウォッチや小物など女性の「美しさ」と「輝き」にプラスする商品
を揃えています。
フランス、イタリア、アメリカをはじめ世界各国から直輸入した、上質で豊富なセレクト品か
らきっとあなたのお気に入りが見つかるでしょう。

LIFE CREATION SPACE

OVE （オーブ）
＜コンセプトショップ＞

「自転車のある素敵な暮らし…」をテーマに、様々な情報を共有できるコミュニケーションス
ペースを目指します。
健康と環境に配慮した自転車や長くつき合えるGOODS、価値あるモノ、コトをコンシェル
ジュがセレクト。選りすぐりの本を揃えた”セレクトライブラリー”も注目です。誰もが気軽に
参加できるＯＶＥ散走も企画していきます。

クリスチャントルチュ
＜フラワーショップ＞

L'(美)art(的) de(生) vivre(活)をコンセプトに世界的に活躍するパリのフラワーアーティス
ト、クリスチャン･トルチュ氏。すべて植物は自由で平等とする氏の哲学に基づき、自然の
素朴な美しさと都会の洗練されたモードを融合、今を生きる人々の生活をより美しく、優しく
する花のスタイルを提供します。パリのエッセンスあふれるオリジナル・ホームアクセサリー
も充実。上質なライフスタイルを届けます。

店舗概要

1F

2F

関西初

関西初

関西初

大阪初

大阪初

 

フェスティバルプラザ 出店テナント店舗一覧表                2012 年 9 月 13 日現在 

※内容変更の可能性がございますので、ご掲載いただける場合は念のためご確認くださいますようお願いいたします。 
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フロア 店名 ロゴ 特徴

フローリスト京阪
（ふろーりすとけいはん）

＜フラワー＆グリーンショップ＞

「バラの京阪園芸」がお薦めする、大人の女性に大人気の「F&G(フローリスト＆ガーデ
ナーズ)ローズ」の品揃えを中心に、都市生活者に潤いを与えるハイセンスな観葉植物
や、ギフトとしての用途の広いオリジナル「プリザーブドフラワー」などをご用意しており
ます。
また、店頭販売だけでなく、ホールや周辺施設でのフラワー＆グリーン装飾や出張イベ
ント・ブライダル装花・レッスンなど、花と緑に関する多様なニーズに幅広くお応えいたし
ます。

Mano-e-Mano pizzeria&bar
（マーノエマーノ ピッツェリア＆バール）

＜ピッツェリア&バール＞

野菜イタリアンで一躍話題の「Mano-e-Mano（マーノエマーノ）」が本物志向の窯焼ピザ
と定番・旬感パスタ＆ベジドルチェを引っ提げ、関西に初上陸。
野菜本来の味を生み出すことに定評のある「エコファームアサノ」をはじめ、素材本来の
味を追求している生産者から直接仕入れた選りすぐりの野菜や肉、新鮮な魚介類を
使った料理をご提供いたします。

HUB　（ハブ）
＜英国風パブ＞

HUB=車輪の中心＝転じて人の集まるところ。
アフター５に、「気軽にちょっと1杯」ということばが似合うHUBでは、デジタル化された世
の中だからこそアナログの部分を大切に、「文化」のある空間を提供します。

ジュピター
＜グローサリー＞

約40種類のオリジナルレギュラーコーヒーの挽き売り販売と、ヨーロッパを中心に世界
の食材販売を行う輸入食品専門店。
週替わりで約60種類のお買い得商品を提供するなど、世界の食文化と豊かな食生活の
情報発信を行います。

ブルーブルーエ
＜レディース雑貨＞

「ブルーブルーエ」は普段使いから、こだわりアイテムまで、幅広いアイテムを取り揃え、
毎日でも通いたくなるような楽しい空間づくりをお手伝いします。お気に入りを探し出す
わくわく感をお楽しみください。

ローソン
＜CVS＞

駅を利用する方や中之島フェスティバルタワーの利用者、近隣にお住まいの方など、多
くのお客様の便利な生活に役立つ、マチのほっとステーションを目指します。

バール・ジェラテリア ラッフィナート
＜バールジェラテリア＞

芦屋のイタリア料理「リストランテ・ラッフィナート」のバールジェラテリア。
イタリアのバール文化に基づいたパリスタが煎れる本格エスプレッソと、その場で焼き
上げるパニーニなどをご提供いたします。シェフが作る本格ジェラートもお薦めです。

ワッフル・ケーキの店 R.L（エール・エル）
＜ワッフル＞

日本にワッフル文化を根付かせたエール・エル。
ふっくらと焼き上げたワッフル生地で季節のフルーツやクリームをサンドした「ワッフル
ケーキ」が人気。
周辺ビジネスパーソンの“おもたせ需要”やフェスティバルホールからの帰路、お土産、
プレゼント用まで、手軽にお求めいただける価格帯と、色とりどりのラインアップで提供
します。

ポアール・テアトル
＜洋菓子＞

いつもより少し"オシャレ"して出かけたくなる“非日常空間”
それが「ＰＯＩＲＥ／ポアール」です。40年以上にわたり帝塚山マダムから著名人を魅了
してきたスイーツの数々…それは大切に守られてきた菓子職人の技術と情熱、そして厳
選素材の賜物です。中でも「プチ・シュー」はオープン当初からの定番です。タヒチ産
オーガニックバニラの香りが際立つ逸品「帝塚山の鉄板おもたせ」が中之島に登場しま
す！

ぷらす餡（ぷらすあん）
＜和カフェ＞

北海道十勝産小豆100％使用の自家製の粒餡と、柔らかいお餅をパイ生地で包んで焼
いた、焼きたて“もちパイ”が新登場。
お抹茶やぜんざいなどもお召し上がりいただける“和カフェ”は、ぷらす餡の新業態で
す。

文教堂（ぶんきょうどう）
＜書籍＞

全国展開の書店チェーン「文教堂」の売行き情報をリアルタイムに集計し、書籍・雑誌を
はじめ文房具等の「最新カルチャー」を発信いたします。また、近隣店舗との在庫情報
の共有化によって、スピーディーなお取り寄せを可能にし、「毎日発見」できる書店として
サポートします。

プロント イルバール
＜カフェ＆バー＞

朝は香り豊かなコーヒーでモーニング、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メニューとおつまみをリーズナブルな価格で提供しており
ます。
お一人でもグループでも居心地のいい空間となっております。
限定メニューとして、サントリー「響」を使ったハイボールが新登場します。

店舗概要

B1F

関西初

大阪初

 ※内容変更の可能性がございますので、ご掲載いただける場合は念のためご確認くださいますようお願いいたします。 
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フロア 店名 ロゴ 特徴

キッチンジロー
＜洋食＞

創業48年「東京神田神保町の下町の洋食屋」が関西初進出。看板メニューはメンチカツ、
ビーフシチュー。美味しい洋食を気軽に安心してお召し上がりいただけ、テイクアウトのお
弁当メニューも充実しています。

妻家房 （さいかぼう）
＜韓国料理＞

妻家房は韓国の食文化の伝承と発展を目指します。すべてのレシピを“オモニ”から受け
継いだ韓国本場の家庭料理。その味を守るために韓国本場の唐辛子や塩を使います。そ
して、お客様の健康と美に配慮した美味しい料理を本場のシェフが一品一品精魂をこめて
つくり、大切なお客様にご提供いたします。

旬魚旬菜 遊遊 （ゆうゆう）
＜海鮮和食＞

「日本の地産を地消しよう」をテーマに、日本各地から直送の新鮮な食材と厳選酒を、和を
基調としたモダンなくつろぎ空間でご提供いたします。魚介類はすべてスタッフが席までお
持ちし、お客様に実際に見ていただいてから、お好みの料理に仕立てています。
また、中之島限定のメニューが多数あり、「わっぱめし」「本日の特選素材」などが新登場し
ます。

千万喜 （ちまき）
＜うどん＞

独自の自家製麺を、“毎日打ち立て”で提供します。
昼は安くて早いセルフうどん。夜はうどんすき、コラーゲンたっぷりの白湯スープ鶏鍋をメ
インに串カツ等一品料理も提供します。うどんすきは、一人鍋もご用意します。

梅蘭 （ばいらん）
＜麺専科＞

本場横浜中華街で創業25年「梅蘭」の名物料理「梅蘭やきそば」をカウンター席で気軽に
お召し上がりいただけます。もちろん仕事帰りの一杯にも便利。テイクアウトもできるので、
職場や家庭で本格中華が味わえます。また、様々な味が楽しめる梅蘭特製水餃子が中之
島フェスティバルプラザ店限定で登場し、今までの梅蘭とは一風変わった味を堪能できま
す。

インデアンカレー
＜カレー＞

フェスティバルホールの出演アーティストにも愛されたインデアンカレー。大阪で創業以来
65年、独創的なカレー専門店として、今も伝統の味を守り続けています。誠実・清潔・迅速
をモットーに、常にお客様の立場に立ったサービスで、心と舌を満足させています。

台湾小皿酒家五福
（たいわんこざらしゅけ うーふー）

＜台湾小皿料理＞

店内には本場台湾より買い付けた家具が並び、現地さながらの本格的な雰囲気が味わえ
る台湾小皿料理店。台湾出身のシェフが手間ひまかけて作る蒸し鶏や絶品の担仔麺な
ど、様々な本格台湾料理を小皿で少しずつご賞味頂けます。

B1F

店舗概要

関西初
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※内容変更の可能性がございますので、ご掲載いただける場合は念のためご確認くださいますようお願いいたします。 


