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2017年 6月 22日 

 報道用資料  

大阪城パークマネジメント共同事業体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

■大阪城パークマネジメント共同事業体 

担当：平栗・高野（コウノ）・竹末   TEL：06-6755-4146 

〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城 3-11 

大阪城公園駅直結 

和モダンでショップ充実の新スポットが誕生！ 

 「JO
ジョー

-TERRACE
テ ラ ス

 OSAKA
オ オ サ カ

」 
6月 22日（木） 開業 

天守閣を眺めながらバーベキューを楽しめるお店や、 

大阪城公園初のランナーサポート施設など、20店舗がオープン！ 
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 大阪城パークマネジメント共同事業体（以下PMO事業者）は、大阪城公園の魅力創出、新たな

賑わいづくりを目指し、大阪城公園駅前に「JO-TERRACE OSAKA（ジョー・テラス・オオサカ）※愛称」

を2017年6月22日（木）に開業します。 

 「JO-TERRACE OSAKA」には、天守閣を眺めながらバーベキューを楽しめるレストランや、和装体験

ができる和食・和スイーツ店など、幅広い業態の飲食店を中心に、大阪城公園初のランナーサポート

施設や、外国人観光客にも対応できるインフォメーションなど、20店舗が開業します。 

 また、ＪＲ大阪城公園駅から本施設に設置するペデストリアンデッキによって、直結でアクセスできる

他、小さなお子様連れの方にも快適に過ごしていただけるよう授乳室も設け、ホスピタリティが充実した

施設を目指します。 

 その他、記念撮影に最適な約10ｍのフォトベンチも設置し、観光客はもちろん、近隣の企業や

住民の方、大阪城ホールの利用者など、さらに幅広い方に大阪城公園で快適に滞在していただける 

ようになります。 

 なお、10月には、仲見世のような和モダンフードコート、12月にはミシュランシェフ監修のコース料理

を楽しむことができるフレンチレストランがオープンし、7つのテラスに全22店舗になる予定です。 

 店舗の詳細は、次ページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪城公園駅から直結のペデストリアンデッキ 

フォトベンチ 

エントランス（大阪城公園駅方面／昼） 

タペストリー エントランス（大阪城公園駅方面／夜） 
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■コンセプト 

＜ネーミング・コンセプト＞ 

「城＝JO」というワードをネーミングに盛り込むことでストレートに大阪城らしさ、また、「TERRACE」という

言葉で、ゆったりとした時間を過ごせるリラックス価値の訴求と、飲食スペースであることのわかりやすさを

発信します。 

＜ロゴマーク・コンセプト＞ 

野外で茶会をする際に用いる「野点傘（のだてがさ）」をモチーフにデザイン。 

大阪城公園の自然を感じながら、人々が集い、くつろぐことのできるこの施設を象徴しています。 

＜施設コンセプト＞ 

大阪城公園駅前のエリアが、新施設と共に生まれ変わります。和モダンの落ち着いた空間は、なごみの

テラス。公園に訪れる人々のにぎわいと自然の静寂が大阪の新しい日常をつくり出します。 

カフェで友達や仕事仲間と会話を楽しんだり、お気に入りのお店をのぞいてみたり…散歩するだけでも

心地いい。大阪城公園の新しいエントランスが誕生します。 

 

■マップ 
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■店舗紹介 

 

 

スターバックスコーヒー 大阪城公園店 

スペシャリティ コーヒーストア / MAP① 

高品質アラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソベースのバラエティ

豊かなドリンクを楽しんで頂けます。 

●平日 7：00～22：00 土日祝 8：00〜22：00 ●tel 06-4790-6161 

 

 

gram 大阪城 城下町店 

カフェ＆パンケーキ / MAP② 

大阪発祥パンケーキ専門店！大人気プレミアムパンケーキのふわしゅる

食感を是非！他メニューも豊富です。 

●10：30～21：00 ●tel 06-6755-4000   ※現金のみ 

 

駅前パーラー JO-TERRACE OSAKA 店 

喫茶 / MAP③ 

挽きたてコーヒー豆を丁寧に抽出したコーヒーと昔懐かしい喫茶店メニュー、

絶品パンケーキ＆フレンチトーストをお楽しみ下さい。 

●8：00～20：00（L.O19:30） ●tel 06-6942-3030 

 

Italian Dining NATURA 

イタリアン / MAP④ 

独自の製法で 10年以上大人気のパイ生地ピザ、（パイッツァ）厳選された

イタリア料理もお楽しみ下さい！ 

●11：00～24：00（L.O23:00） ●tel 06-6942-3535 

 

 

錦城亭（キンジョウテイ） 

カフェ＆和ダイニング / MAP⑤ 

すき焼き＆しゃぶしゃぶや和テイストのカジュアルなダイニング！ 

国産ビールメーカー4社の生ビールあります！ 

●10：00～23：30（L.Oフード 22:30、ドリンク 23：00） ●tel 06-6947-3333 

A TERRACE 

B TERRACE 

C TERRACE 
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パークローソン 大阪城公園店 ※2016年開業（現在営業中） 

コンビニエンスストア / MAP⑥ 

おにぎり、飲み物、ファーストフードなど取り揃えております。 

お客さまのご来店、心よりお待ちしております。 

●7：00～23：00  ●tel 06-6944-7161 

 

麺菓装 

和食・和スイーツ和装体験 / MAP⑦ 

大阪のおうどんや和スイーツと一緒に和装体験が楽しめま

す。着物を着てスタジオ撮影や大阪城の散策も…      

●10：00～23：00（着物 studio 10：00～19：00）       ●tel 06-6949-3600 

 

 

TAKAHIRO 

RAMEN＆クラフトビール専門店 / MAP⑧ 

大阪トップクラス行列ラーメンの味とともに、200インチの大画面でアーテ

ィストのライブ映像が楽しめる「ラーメン＆樽生クラフトビール専門店」。  

●16：00～23：00  ●tel 06-6450-6941 

 

名代 千房 JO-TERRACE OSAKA 店 

お好み焼 鉄板焼 / MAP⑨ 

千房の由来は大阪城から始まった。粉モンの代表はお好み焼。

名代と名乗るからには大阪を代表する顔になる為に千房はここに

来た。 

●11：00～22：00（L.O21:30）  ●tel 06-6450-6900 

 

RUNNING BASE 大阪城 

スポーツ施設 / MAP⑩ 

大阪城公園初のランナーサポート施設。ロッカーとシャワーを利用して、

大阪城ランが気軽に楽しめます。                  

●平日 7：00～22：30 土日祝 7：30〜20：00 

●tel 06-6450-6613   ※現金のみ 

D TERRACE 

E TERRACE 
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ALOHA FOOD HALL SHO-GI 

ハワイアングルメ / MAP⑪ 

日本初上陸、ハワイアンスタイルのフードホール。全ての店舗で本

場の空気感とハワイアングルメを体験して頂けます。（120席以上） 

●11：00～22：00  ●tel 06-6450-6881 

 

大阪城下町（OSAKA JOKAMACHI）  ※2017年 10月開業予定 

茶菓子・飲食・お土産・イベント / MAP⑫ 

天守閣を眺められる場所にイベント広場を囲んだ和モダン

フードコート風の仲見世。大阪城に大阪のもん、和のうまい

もん、ええもんでしょう。                                                       

●9：00～23：00（一部店舗を除く）  ●tel 0570-09-0014 

 

 

JO-TERRACE OSAKA インフォメーション 

園内案内 売店 / MAP⑬ 

公園利用者の為の総合インフォメーション。大阪城なら

ではの商品や大阪土産などが揃う公式ショップも併設。 

●9：00～18：00  ●tel 06-6314-6444 

 

たこ焼道楽わなか 大阪城公園店 

たこ焼・お好み焼・焼きそば / MAP⑭ 

大阪名物のたこ焼を中心にオリジナルメニューを多数ご用意しております。

大阪のソウルフードを満喫していただけます。 

●11：00～22：00（L.O21:30）   

●tel 06-6949-3303   ※現金のみ 

 

サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター大阪店 

生花販売 / MAP⑮ 

ハイセンスなボックスフラワーをはじめ、多彩なギフト

を取り揃え、最適なギフトシーンを提案します。 

●11：00～20：00 ●tel 06-6941-7757 

Ｆ TERRACE 
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神戸バタークレープ専門店 ヒステリックジャム 

クレープ / MAP⑯ 

自由な発想で驚きとワクワクに満ちた、思わず笑顔になるスイ

ーツで「楽しい＆おいしいひととき」をお届けします。 

●12：00～19：00 ●tel 06-6450-6696   ※現金のみ 

 

Taste of THE LANDMARK SQUARE OSAKA 

カフェ＆バーラウンジ / MAP⑰ 

香り高い紅茶で楽しむアフタヌーンティーや、ソムリエ厳選のシャンパン、

ワインなどをお楽しみ頂けるラウンジです。 

●ランチ 11：00～17：00（L.O16:30） 

  ディナー17：00～23：00（L.O22:00）  

●tel 06-6941-0771 

 

good spoon ALL Day Brunch＆Dinner ＆ BBQ Terrace 

ブッフェレストラン＆BBQ / MAP⑱ 

南堀江で人気のカフェが天守閣を眺めながら BBQ

を楽しめるお店をつくりました。ブランチやディナー

も楽しいオシャレな空間です。 

●11：00～23：00（L.O22:00） ●tel 06-6450-6780 

 

Bakery Ferdinand 

Bakery&Wine / MAP⑲ 

老舗ベーカリーのパン各種とサンドイッチがワインと食べられる

お店！お気軽にテイクアウトもどうぞ。 

●10：00～20：00 ●tel 06-6450-6969 

 

城の森ダイニング 

ブッフェレストラン / MAP⑳ 

ブッフェスタイルの大型レストランとなっており、和洋折衷、四季折々の料理を

提供します。団体、パーティーも対応可能です。 

●11：00～23：00（L.O22:30） ●tel 06-6450-6744 
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タリーズコーヒー 

カフェ / MAP㉑ 

世界各国より厳選したコーヒーや、一杯一杯手作りのエス

プレッソドリンクを気軽にお楽しみいただけます。 

●8：00～21：00  ●tel 06-6949-2121 

 

 

キャッスルガーデン OSAKA  ※2017年 12月開業予定 

モダンフレンチ / MAP㉒ 

産地地消をモットーに、全国から厳選された食材を使用。ミシュラン

シェフ監修コース料理が楽しめます。 

●11：00〜21：00  ●tel 06-6252-2224 

 

 

■施設概要 

  所在地：大阪府大阪市中央区大阪城3-1 

  建築面積：3,295.21㎡     

  延床面積：4,823㎡ 

  建設構造：鉄骨造2階建     

  営業時間：7：00～24:00 ※店舗によって異なります。 

  交通：JR環状線 大阪城公園駅から直結 

  設計・施工：大和ハウス工業株式会社    

  運営・管理：大阪城パークマネジメント共同事業体 

  URL：https://www.jo-terrace.jp/ 

 

 

  ※本施設に加えて、大阪城公園では、本丸広場の歴史的建造物「旧第四師団司令部庁舎」 

    （もと大阪市立博物館)が、装い新たに「MIRAIZA OSAKA-JO（ミライザ大阪城）※愛称」として 

    2017年秋に開業します。 

G TERRACE 

https://www.jo-terrace.jp/

