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２０１９年６月１７日 

 

～大阪難波駅の駅ナカ商業施設改装第５期～ 

「Ｔime's Place 難波」内の『ごちぶらナンバ』 
グランドオープン！ 

 

株式会社近鉄リテーリングは運営する駅ナカ商業施設「Time's Place 難波」内の『ごちぶらナンバ』

を７月４日（木）にグランドオープンします。（１店舗のみ７月２９日（月）開業。） 

「Time's Place 難波」は、お一人でもぶらりと気軽に立ち寄って楽しめ、こだわりの「食」を提供す

る『ごちぶらナンバ』をコンセプトに、リニューアル工事を実施してまいりましたが、このたび新たな４

店舗の開業により、『ごちぶらナンバ』の全２４店舗が出揃います。 

新規開業店舗は、７月４日（木）に「CAFFE CIAO PRESSO × PIZZA CONA」＜リニューアル増

床移設、駅ナカ初出店、新業態＞、「なにわ麺次郎」＜駅ナカ初出店、新ブランド＞、 

「小皿鉄板酒場 グリル千本」＜駅ナカ初出店、新業態＞、７月２９日（月）に「道頓堀麦酒スタンド」

＜駅ナカ初出店、新業態＞です。各店舗では、日数限定でお得な開業記念キャンペーンを実施します。 

新規開業店舗および開業記念キャンペーンなどの詳細は別紙１のとおりです。 

報道関係者の皆さまには、一般のお客さまに先駆け、７月３日（水）に内覧会を開催します。ご取材い

ただける場合は、別紙２の出席連絡票にてご連絡ください。 

 

 

 

 

  

       ≪なにわ麺次郎≫ ≪CAFFE CIAO PRESSO × PIZZA CONA≫ 

 ≪小皿鉄板酒場 グリル千本≫ 

≪「Time's Place 難波」に関する問い合わせ≫ 

株式会社近鉄リテーリング 営業企画部 マネージャー  西川 智康   （TEL：06-6772-7503） 

本資料配付先：大阪商工記者会、青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ 

       ≪道頓堀麦酒スタンド≫ 
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１．新規開業店舗および開業記念キャンペーン 

（１）「CAFFE CIAO PRESSO × PIZZA CONA 難波駅店」＜駅ナカ初出店、新業態＞ 

 近鉄リテーリングが直営で運営する、イタリアンエスプレッソをベースとして本格的な商品を提供

する「CAFFE CIAO PRESSO」と、バリエーション豊富なピザやワインが特長の「CONA」がコ

ラボした店舗です。「CONA」は駅ナカ初出店で、ワンコインで楽しめるピザが種類豊富に取り揃

えられています。厨房にある窯で焼き上げられた出来たてのピザと、注文を受けてから抽出するこ

だわりのエスプレッソを味わえます。 

   ・営業時間  ７：００～２２：３０（L.O. ２２：００） 

・店舗面積  １０６．１９㎡ 

・主な商品     カプチーノ     ３３４円（税抜） 

マルゲリータピザ  ５００円（税抜） 

  

・開店キャンペーン ピザ各種    １００円割引 

ドリンク各種   ５０円割引 

※期間は７月７日（日）まで 

   
（２）「なにわ麺次郎」 ＜駅ナカ初出店、新ブランド＞ 

  大阪を代表するラーメン店「燃えよ麺助」「麦と麺助」で修行を重ねた店主が、大阪難波駅で駅ナカ

へ初出店いたします。「燃えよ麺助」「麦と麺助」両店ともに、開業以来行列の絶えない人気店です。

店内に製麺室を設けており、国産小麦を 100%使用したこだわりの麺と、削りたての鰹節の風味が

漂うシンプルながらも深い味わいのスープが楽しめます。 

   ・営業時間  １１：００～２３：００（L.O. ２２：４５） 

・店舗面積  ３３．４７㎡ 

・主な商品     中華そば       850 円（税込） 

          削りたて芳醇鰹そば  900 円（税込） 

別 紙１ 

西改札 

東改札 

道頓堀麦酒スタンド CAFFE CIAO PRESSO × PIZZA CONA 

なにわ麺次郎 

グリル千本 
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・開店キャンペーン ラーメン   １００円割引 

丼もの     ５０円割引 

※期間は７月７日（日）まで 
 

 
（３）「小皿鉄板酒場 グリル千本」 ＜駅ナカ初出店、新業態＞ 

大阪の梅田を中心にフレンチバル「ポポンペット」や「立ちぶどう千本」などを運営する株式会社

エフが手掛ける「小皿鉄板酒場 グリル千本」が駅ナカに初出店いたします。こちらの店舗では、

駅ナカで本格的な鉄板焼きを味わえます。仕事帰りに少し立ち寄りたくなる店舗です。 

   ・営業時間  １１：００～２３：００（L.O. ２２：００） 

・店舗面積  ６２．１４㎡ 

・主な商品     とりつくね焼 ON 温玉  ４８０円（税抜） 

            バーグロッシーニ    ６８０円（税抜）  

 

 

 

 

 

 

・開店キャンペーン ドリンク全品 １杯サービス 

※期間は７月７日（日）まで 

 
（４）「道頓堀麦酒スタンド」 ＜駅ナカ初出店、新業態＞ ※７月２９日開業予定 

大阪難波のクラフトビール「道頓堀ビール」を駅ナカで楽しめます。道頓堀ビールは、「和食に合う

生ビール」というスタイル・コンセプトで、副原料は一切使用せず麦芽 100％で製造することで、

香り、外観、味わい、そして鮮度まですべてがバランスよく楽しめる「大阪」ならではの珠玉のク

ラフトビールとなっています。また、お刺身から焼き物まで、おつまみも豊富に取り揃えられてお

り、立ち飲みスタイルで気軽に立ち寄れます。 

   ・営業時間  【平日】１４：００～２３：００（L.O. ２２：３０） 

             【土日祝】１２：００～２２：００（L.O. ２１：３０） 

・店舗面積  ３５．１９㎡ 

・主な商品     道頓堀ビール各種（ジョッキ） ３９０円（税込） 

            おつまみセット        ３００円（税込） 
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・開店キャンペーン 道頓堀ビール（３種類） 通常３９０円 ⇒ ２９０円 

          （大阪ケルシュ、大阪アルト、大阪ポーターの３種類の生ビール） 

※期間は７月２９日（月）から３１日（水）まで 

              

２．グランドリニューアルオープン記念キャンペーン 

（１）ごちぶらナンバで使用できるバルチケット「ごちバル」について 

  ごちぶらナンバにある１０の店舗で使用できる、５００円の金券がつづられたチケット。 

７枚つづりで通常３，５００円のところを３，０００円にて、オープンより３日間限定、数量限定

で販売します。お買い得なごちぶらナンバのバルチケット「ごちバル」をぜひお買い求めください。 

 ○ 内容：５００円の金券 ７枚綴り 

 ○ 販売価格：３，０００円 

○ 販売期間：７月４日（木）から６日（土）の３日間限定 

○ 販売箇所：Time’s Place 難波内「箱夢 難波店」前催事場 

   ○ ご利用可能店舗 ※順不同 

CAFFE CIAO PRESSO × PIZZA CONA、グリル千本、なにわ麺次郎、船場カリーPLUS、 

串カツ田中、魚がし日本一、パンとワインとグラタンと、豊祝、粋麺あみ乃や、 

道頓堀麦酒スタンド（７月２９日（月）開業予定） 

※ 現金との引き換え不可・釣銭は出ません・割引券との併用可 

 

（２）ＫＩＰＳ２倍キャンペーン 

   ＫＩＰＳカード対応店舗でご利用いただくと通常ポイントの２倍付与させていただきます。 

   期間は７月４日（木）から７日（日）までの４日間です。 

   【ポイント付与】 

   １００円（税抜）につき１ポイント 

 

【参考】 

１．駅ナカ商業施設「Time's Place 難波」のリニューアル  

 「Time's Place 難波」は、２００９年２月に開業し、飲食や物販など１８店舗で営業しています。

今回、飲食店舗を中心とした９店舗の新規出店に加え既存店舗もリニューアルし、２４店舗とします。 

（１）施設名称 「Time's Place 難波」（タイムズ プレイス なんば） 

（２）コンセプト 『ごちぶらナンバ』 

お一人でもぶらりと気軽に立ち寄って楽しめる、こだわりの「食」をご提供し

ます。 

（３）店舗面積 約５３３㎡（約２２０㎡増床） 

（４）新規出店数 ９店舗（飲食７店舗、食物販２店舗） 
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（５）リニューアル後の店舗構成 

飲食１０店舗、食物販９店舗、物販４店舗、サービス１店舗（計２４店舗） 

（６）各店舗のオープン時期 

２０１８年８月３１日 「船場カリーPLUS 近鉄難波駅店」移転開業 

     ９月２５日 「ＧＯＫＯＫＵ近鉄難波駅店」改装 

     １１月３０日 「御座候難波駅店」新規開業 

２０１９年２月２８日 「串カツ田中近鉄難波駅店」「魚がし日本一近鉄難波駅店」「パンとワ

インとグラタンと」「粋麺 あみ乃や大阪難波駅店」新規開業 

     ４月２７日  「肉の森田屋なんば店」新規開業 

７月４日 「CAFFE CIAO PRESSO × PIZZA CONA 難波駅店」移転開業 

「なにわ麺次郎」「小皿鉄板酒場 グリル千本」新規開業 

７月２９日  「道頓堀麦酒スタンド」新規開業 

（７）ロゴマーク 

    お昼から夜まで一日を通して楽しんでいただけることをコンセプトとした

「Time's Place」の共通ロゴマークに刷新します。 

 

 

 

 （８）「Time’s Place」について 

近鉄リテーリングが運営する駅ナカショッピングモールで、大阪難波駅、大阪上本町駅、大阪阿

部野橋駅、大和西大寺駅、近鉄奈良駅、京都駅、宇治山田駅の計７カ所に展開しています。それぞ

れの地域に合わせ、日常利用や観光利用など多様なシーンに対応した店舗を集めて、駅をご利用の

皆様にお買物を楽しんでいただけるスペースを演出しています。 

 

２．モール内装のリニューアル  

  モール内装のリニューアルイメージについては、『NAMBA』の頭文字をとり「Natural」（木材を使

用し自然の温もりを感じる）「Modern stylish」（モノトーンのスタイリッシュなファサード（正面外

観）で店舗を強調する）「Basic」（店舗に誘引しつつ駅案内機能との共存を図る）をデザインコンセ

プトとします。 

 （１）デザインコンセプト 

『NAMBA』 

「Natural」（木材を使用し自然の温もりを感じる） 

「Modern stylish」（モノトーンのスタイリッシュなファサードで店舗を強調する） 

「Basic」（店舗に誘引しつつ駅案内機能との共存を図る） 

（２）リニューアルの概要 

    ・店舗ファサードを改装し、スタイリッシュな形状を生かしつつモノトーンを 

基調として、明るく爽やかさを演出します。 

    ・モール部の天井に駅構内と趣の異なる木目ルーバーを設置し、変化を持たせます。 

    ・突き出しサインを設置し、各店舗の視認性を向上させると共に、お客様の期待感を醸成します。 
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 （３）リニューアルイメージ 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

３．『ごちぶらナンバ』のロゴマーク  

 

 

 

 

 

 

『ごちぶらナンバ』のロゴマークを新たに定めました。『ごちぶらナンバ』は、「Time's Place  

難波」の改装コンセプトであり、お一人でもぶらりと気軽に立ち寄って楽しめる、こだわりの『食』 

をご提供します。このロゴマークは、モール内装のリニューアルに合わせて各所に掲出します。 

 

 

４．サービス券付入場券について 

 大阪難波駅の改札内店舗を駅入場料金のご負担なくご利用いただけるサービスを実施しています。自

動券売機で「サービス券付入場券」をご購入いただき、サービス券をご利用店舗でご提示いただくと、

入場券の料金相当額を返金します。なお、入場券は購入時刻より２時間有効です。 

 

以 上 
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『７月３日報道関係者向け店舗内覧会』のご案内 

 標題の件につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。 

 本件は、一足先にご取材、ご撮影いただく場として設けさせていただきます。駅ナカ初出

店の店舗など駅構内に飲食店を充実させますので、ぜひご取材いただきますようお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１．日 時    ２０１９年７月３日（水）１０：００～１３：００ 

                            １４：００～１７：００ 

２．集 合 場 所    大阪難波駅（近鉄）西改札前 

３．集 合 時 間    １０時００分・１４時００分 

４．出 席 の 連 絡    ご取材いただける方は、別添の出席連絡票にご記入の上、 

                ２０１９年７月１日（月）までに 

                近鉄リテーリング 営業企画部事業開発チームへ 

FAX（０６－６７７５－３４４８）して下さい。 

 

※店舗によりご試食いただけない場合がございます。詳しい取材や撮影などは当日ご説明させていた

だきます。 

※ご記入いただきました個人情報は、本目的に限り使用し、適切に取り扱います。 

※駐車場はご用意しておりませんので、お車でお越しの際はお近くのパーキングをご利用ください。 

※改札内店舗となるため、大阪難波駅西改札前にお集まりください。係りの者がご案内いたします。 

※集合場所の地図 

 

 

 

 

 

※本件に関する問い合わせ先 

 近鉄リテーリング 営業企画部事業開発チーム 西川 

 TEL:０６－６７７２－７５０３ 

 

Fax 返信先：０６－６７７５－３４４８ 

近鉄リテーリング 営業企画部 宛 

別 紙２

２ 

西改札 

東改札 

集合場所 

tel:０６－６７７２－７５０３
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『７月３日報道関係者向け店舗内覧会』出席連絡票 
 ※締切：２０１９年７月１日（月）１７：００ 

  営業企画部：西川 ０６－６７７２－７５０３ 

１． 貴社・ご媒体名                       

２． ご芳名（ふりがな）                     

３． 参加人数               名 

４． テレビカメラ     台  スチールカメラ   台 

５． 連絡先  電話                       

        E-MAIL                     

   ※電話番号は当日ご連絡できる番号をご記載ください。 

６． 内覧会希望日時 

 ７月３日（水） 

１０：００～１３：００  

１４：００～１７：００  

 

※当日のご参加・ご連絡、締切を過ぎてのお申込およびご変更は、下記担当者までお願い 

いたします。 

  

 近鉄リテーリング 営業企画部 西川 ０６－６７７２－７５０３ 


