
梅田スカイビル 開業25周年
年間来場者数150万人の「空中庭園展望台」がリニューアル

雲の上に広がる 未知なる世界へ

1993年に建築家の原広司氏設計による世界初の連結超高層建築として誕生
した梅田スカイビルは、今年で開業25周年を迎えました。

空中庭園展望台は全フロアを改装し、2018年7月2日(月)に新しく生まれ変わ
ります。この度のリニューアルでは、梅田スカイビル・空中庭園展望台の誕生
物語が40階フロアに初登場。ショップやカフェが装いを新たにするほか、25周
年限定スペシャルチケット（限定フィギュア付）の販売やショートアニメー
ション「空へ」の上映もスタートします。

ニュースレター
2018年6月27日

積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社
積水ﾊｳｽ梅田ｵﾍﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ株式会社

【本件についてのお問合せ】  
＜リリースについて＞ 積水ハウス株式会社 広報部

（大阪）TEL 06-6440-3021  （東京）TEL 03-5575-1740
  （本社）大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル タワーイースト

＜管理・運営について＞ 積水ハウス梅田オペレーション株式会社 運営事業部 企画広報
  TEL 06-6440-3901

（本社）大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル タワーイースト

2017年度
入場者数 比率空中庭園展望台

年間入場者数
2017年度  約    150万人

  累計  約 1,800万人

梅田スカイビル 25年の軌跡
梅田スカイビルは約41,800㎡の敷地に、地上40階・地下2階建て、高さ173mの世界初の連結

超高層建築として、建築家 原広司氏の設計により1993年に誕生しました。
建築物として世界的にも注目度が高く、空中庭園展望台の来場者数が昨年１年間で過去最高の

150万人を突破するなど、近年の訪日外国人客増加（※）に伴い、大阪のランドマークとして、国内外
のお客様に親しまれています。また梅田スカイビルは、2008年に英紙「THE TIMES」にて「世界の
建築TOP20」として国内で唯一紹介されました。
(※) 日本全体で訪日外国人数が2017年度には2,869万人（2016年度は2,403万人）で、その内1,100万人が大阪を訪
れています。国内旅行客も2016年度の2億9,680万人から2017年度は3.0％増の3億570万人。今後も国内外問わず多
くの人々が関西・大阪を訪れることが予想されます。
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空中庭園展望台 来場者数

総入場数 外国人入場者数

2017年
約150万人

万人

約150万人

国内約37万人
約25％

外国人 約113万人
約75％



梅田スカイビルと空中庭園展望台のコンセプトストーリーや、この地で共に
生きる人々の物語をアニメーションで描いたショートアニメーション
「空へ」が、空中庭園展望台40階に新登場する「シアター」にて限定公開。
米アカデミー賞を受賞した平田研也氏による脚本に加え、音楽制作には
羽深由理氏、監督には山田詩音氏を迎えて制作した作品です。

制作協力：ぴあ株式会社、株式会社ロボット

2

3階の空中庭園展望台入場口から始まる、空へと続く物語。より景色
と展示物を楽しめるギャラリーと見立てて全面改装。40階には梅田
スカイビルと空中庭園展望台の誕生物語も展示しています。

空中庭園展望台の39階にあるスーベニアショップがギャラリーショップ
「UMEDA SKYBLDG GALLERY SHOP」としてリニューアルオープン。
人気の梅田スカイビルフィギュアをはじめ、新たなオリジナルグッズが
数多く登場するなど、スケールアップします。（営業時間：10:00～22:00）

空中庭園展望台40階、空に浮かぶカフェ「cafe SKY40」が新たなメニュー
をラインナップ。焙煎機で煎りたて・挽きたてが楽しめるオリジナルブレン
ドコーヒーや、本場ベルギーで造られたワッフル機を使用したオリジナルス
イーツ「梅田スカイビルワッフル」が新登場。また、世界各国のクラフト
ビールを楽しめる「ワールドビールセレクション」は従来の25種から50種
にボリュームアップします。（営業時間：10:00~22:00）

25周年限定のスペシャル チケット登場
◆25周年限定フィギュア付プレミアムチケット
◆25周年限定25%OFFファミリーチケット
◆25周年限定フィギュア付プレミアムファミリーチケット

梅田スカイビルの歴史を巡るガイドツアーが始まります。ツアーでは、
梅田スカイビルのまめ知識紹介と共に普段は入ることのできない場所も巡
り、様々な角度からビルの魅力に迫ります。旅の思い出や学校教育、企業視
察など、見学の目的に合わせてアテンダーが丁寧にご案内します。

ギャラリーショップ「UMEDA SKYBLDG GALLERY SHOP」

カフェ「cafe SKY40」

梅田スカイビル ガイドツアー

25周年限定スペシャルチケット

オリジナル脚本のショートアニメーション

空中庭園展望台
  2018年7月2日(月) リニューアルオープン
   コンセプトは ❝ 雲の上に広がる未知なる世界へ ❞

空中庭園展望台へ続くフロアが新たに生まれ変わります

空中庭園展望台 公式ホームページ
http://www.kuchu-teien.com/
営業時間：9:30～22:30（最終入場 22:00）
入場料金：大人1,500円、小人700円
※7月2日から料金を改定します

        シティ・ビュー
（空中庭園展望台40階）

   ガイドツアーベース
（空中庭園展望台39階）

    cafe SKY40
  （空中庭園展望台40階）

UMEDA SKYBLDG GALLERY SHOP
（空中庭園展望台39階）

シアター（空中庭園展望台40階）
ショートアニメーション「空へ」

空中庭園展望台DATA
誕 生：1993年7月2日
サイズ：54m×54m
面 積：3,000㎡(2層構造)
高 さ： 約173m

※写真はイメージです

〝First Sketch of Umeda Sky Building 1988” Hiroshi Hara
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「絹谷幸二 天空美術館」で梅田スカイビル誕生25周年記念特別展示 開催

梅田スカイビル タワーウエスト27階にある「絹谷幸二 天空美術館」では、梅田
スカイビル誕生25周年を記念して絹谷幸二氏が取り組んだ大作、梅田スカイビル
の絵画と彫刻両作品を初公開。美術・藝術力によって「人類を元気に！」を掲げ
てきた美のパワースポットが贈る天空からの夢物語。豊麗な色彩と驚天動地のイ
メージ世界が皆様をお待ちしています。日常の喧騒を忘れて美と戯れる至福の時
間を、どうぞ心行くまでご堪能ください。なお、空中庭園展望台とのお得なセッ
ト券も販売します。

ウェスティンホテル大阪にて25周年イベント開催

新梅田シティ内に位置するウェスティンホテル大阪では、開業
25周年を記念したプランが登場。

1）25周年記念の宿泊プランが登場！
2）各レストラン・ラウンジにて特別プランをご用意！
3）スペシャルウェディングプランが登場！
4）アニバーサリー福袋

「絹谷幸二 天空美術館」公式ホームページ：http://www.kinutani-tenku.jp/

七夕飾りが新梅田シティを染めあげる「第12回 梅田七夕」開催
梅田スカイビルの地下1階にある昭和のまちなみを再現した昭和レトロ商店街
滝見小路では、東北三大祭りの１つ「仙台七夕まつり」から届く美しい笹飾りで
彩られ、まさに七夕一色に。日時限定で笹舟燈籠や短冊・縁日の催しも開催。
<期間＞ 6月2日(土)～8月8日(水)
1) 笹舟燈籠…5色の笹に願いを書き、笹舟に想いを込めて池に浮かべましょう。
2) ジャズライブ…涼風に吹かれながら、七夕を満喫するジャズライブを開催。
3) 縁日…滝見小路内に昔懐かしの縁日の屋台が限定登場。
4) お願い短冊…短冊に願いを託しましょう。
5) 七夕飾り教室…小学生以下のお子さまを対象に七夕飾り作り体験を無料開催。

「ウエスティンホテル大阪」公式ホームページ：
https://www.westin-osaka.co.jp/

1993年大阪の空に空中庭園展望台を誕生させた梅田スカイビルを含む新梅田シティは、大阪のランド
マークとなりました。最高級シティホテルと連結超高層建築がもたらす多彩な都市機能が、大阪駅北側の
約41,800㎡の広大な敷地に新しい街を誕生させました。新梅田シティでは「日曜日も会社で遊ぼう」と
いうユニークな合言葉を元に、ここで働く人や環境への様々な配慮がなされ、オフィスやホテル、
展望台など、多様な都市機能が立体的に集積されています。

梅田スカイビルと新梅田シティではオープン25周年企画を各施設・ショップにて展開します。
また「絹谷幸二 天空美術館」では梅田スカイビルをテーマとした特別作品展示などで、アニバーサリー
イヤーを盛り上げます。

梅田スカイビル誕生25周年記念特別展示「天空夢譚(てんくうむたん)-驚天動地の空中庭園-」   
                     2018年6月27日(水)～12月17日(月)

梅田スカイビル・新梅田シティ
  アニバーサリーイヤーを盛り上げる
  オープン25周年企画を各施設で展開

「梅田スカイビル ・新梅田シティ」公式ホームページ：http://www.skybldg.co.jp/

新梅田シティDATA
敷地面積：約41,800㎡
建築面積：約13,900㎡
延床面積：216,300㎡
公開空地面積：約26,000㎡
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＜ 梅田スカイビルの概要 ＞

施設名称 ：梅田スカイビル（新梅田シティ）
所在地  ：大阪府大阪市北区大淀中1丁目
竣 工  ：1993年3月
構 造  ：鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）
高 さ  ：173m
階 数  ：地上40階、地下2階
延床面積 ：147,397m²
主用途  ：オフィス、商業施設
事業主  ：積水ハウス、ＮＲＥＧ東芝不動産、
      ダイハツディーゼル梅田シティ、
              テェルウィンコーポレーション
設 計  ：原広司+アトリエ・ファイ建築研究所、
      木村俊彦構造設計事務所、竹中工務店
施 工  ：竹中工務店、大林組、鹿島建設、
      青木建設（当時）による共同企業体 (JV)
管理・運営：積水ハウス梅田オペレーション

＜ 新梅田シティの施設概要 ＞

施設名称  ：新梅田シティ（梅田スカイビル、ウェスティンホテル大阪）
所在地   ：大阪府大阪市北区大淀中1丁目
用 途   ：オフィス、ホテル、店舗
設 計   ：原広司+アトリエ・ファイ建築研究所、木村俊彦構造設計事務所、竹中工務店
敷地面積  ：約41,800㎡
建築面積  ：約13,900㎡
延床面積  ：約216,300㎡（オフィス・商業施設 約160,100㎡、ホテル 約56,200㎡）
公開空地面積：約26,000㎡
階 数   ：梅田スカイビル 地下2階 地上40階、ウェスティンホテル大阪 地下3階 地上28階

梅田スカイビル・新梅田シティの概要


