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西日本最大級のショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」は、阪急西宮北口駅前の「阪急西宮スタ

ジアム」跡地における再開発事業として、2008年にオープンいたしました。おかげさまで、地元西宮市

はもとより宝塚市、尼崎市、伊丹市、芦屋市、神戸市など、多くの地域の皆様からご愛顧をいただき、

開業以来、来館者数、売上ともに毎年連続で右肩上がりと、順調に推移しております。今回、今年11月

26日に開業10周年を迎えるにあたり、同施設を「阪急西宮ガーデンズ 本館」と改称して一部リニューア

ルするとともに、その南側に駐車場を主体とした「阪急西宮ガーデンズ 別館」、「阪急西宮ガーデンズ 

本館」と駅を結ぶ敷地に「阪急西宮ガーデンズ ゲート館」を新たにオープンするはこびとなりました。 

 

皆様ご存じのように、西宮市は関西学院大学、甲南大学（西宮キャンパス）などの大学をはじめとする

多くの教育機関や文化施設を擁し、文教住宅都市として知られています。また、毎年住宅情報サイトの

ランキングで関西1位を獲得するなど、「住みたいまち」としても大変高い人気を誇っています。 

 

 そうした点を踏まえ、今回の目玉となる「阪急西宮ガーデンズ ゲート館」では、大学院、学習塾、知育

系教育を含めた「教育」。妊活から育児相談まで対応する産科クリニックなどの「子育て支援」。そして、

「阪急西宮ガーデンズ」への入口としてバーやカフェなどの飲食店を揃えた「立ち寄りスポット」と、３つ

をテーマに据えてテナントを構成。より暮らしやすさにつながる機能を充実させました。 

 

 これから「阪急西宮ガーデンズ 本館」を軸として、「阪急西宮ガーデンズ ゲート館」、「阪急西宮ガー

デンズ 別館」の3施設が一体となって、阪神間の中核地である西宮北口エリアをより活性化させていき、

ひいては西宮市の魅力あるまちづくりにつなげていければと思っております。 

 

阪急阪神ビルマネジメント㈱ 常務執行役員 

阪急西宮ガーデンズ館長 

三輪谷 雅明 

“住みたいまち”西宮の魅力を高める新たな施設 

代表者ごあいさつ 
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古くから大学など多くの教育施設が集まる文教地区として知られ、学習塾の激戦区でもある西宮市。

西宮北口エリアにも甲南大学（西宮キャンパス）や兵庫県立芸術文化センターなどの教育・文化施設

が多く見られます。この「文教地区」としての側面をさらに強化させるために、「阪急西宮ガーデンズ 

ゲート館」では、駅からすぐという好立地を活かし、関西学院大学の大学院や幼児から社会人までを対

象とした学習塾、カフェ併設の産科クリニックなど、「教育」「子育て世代」をキーワードにテナントを構成。

子育て世代の女性をメインターゲットに、安心して教育や子育てができる環境作りのサポートを行いま

す。これらは従来の駅ビルにはない、この施設ならではの特徴といえます。 

「文教地区」西宮のエリア価値を更に高める存在に 

2008年、阪急西宮北口駅前の「阪急西宮スタジアム（旧阪急西宮球場）」跡地に、シネコンを軸とした

生活提案型ショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」が誕生。阪神間から多くの方が買い物やレ

ジャーに訪れるなど賑わいが創出されたこともあって、それまで「スポーツ施設が集まる場所」だったこ

の西宮北口エリアは、「住んでみたい場所」へと変化を遂げました。まちの魅力向上との相乗効果で、

来館者数も毎年増加しています。 

「阪急西宮ガーデンズ」が開業10周年を迎える今年、西宮北口エリアの魅力を更に高めるために、「阪

急西宮ガーデンズ」を本館とし、それと連動した新施設として「阪急西宮ガーデンズ ゲート館」と「阪急

西宮ガーデンズ 別館」（10/1に開業）を開業。「ゲート館」には「本館」にはない機能を持たせることで、

「阪急西宮ガーデンズの入り口」として、全体の機能強化と付加価値の向上を図っています。 

10周年迎える阪急西宮ガーデンズとのシナジー 

駅から直結というのも「阪急西宮ガーデンズ ゲート館」の大きな魅力。阪急西宮ガーデンズを建設し

ていた10年前の段階で、今回の立地にビルを建設できることを見越し、阪急西宮ガーデンズへの連絡

デッキの形状など、後々ビルが施工できるように計画していました。結果、入居募集時から多くのテナ

ントより引き合いが来る、人気のビルとなりました。10階建ての館内には、カフェやバーなどの飲食店も

入っており、駅から気軽に立ち寄って食事やお茶、お酒が楽しめるようになっています。阪神地区の重

要なハブ駅である西宮北口駅が、更に「立ち寄りたくなる」魅力を得るためにも、「ゲート館」の役割が

期待されています。 

 

駅施設と連動した、スペースの有効活用のモデルケース  

西宮北口エリアの更なる魅力向上を目指す、施設再編成 

コンセプト 
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施設イメージ 

西宮北口駅南側バスロータリーから望む外観 

本施設内の連絡通路 

西宮北口駅 ― 阪急西宮ガーデンズ本館 

阪急西宮ガーデンズ本館 

甲南大学 
西宮キャンパス 

兵庫県立芸術
文化センター 

阪急西宮北口駅 

阪急西宮ガーデンズ 
ゲート館 

阪急西宮 
ガーデンズ別館 
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西宮エリアの魅力向上に資する施設機能の充実 

「文教激戦区」西宮エリアに、新たな学びのスタイルを創出！ 

「阪急西宮ガーデンズ ゲート館」の機能の大きな柱となっているのが「教育」。前述の通り、西宮市は関

西有数の文教都市であり、多くの大学、学習塾や教育機関が集まっています。「阪急西宮ガーデンズ 

ゲート館」では、西宮北口エリアの更なる活性化のために、教育機能の充実に力を入れたいと考え、7

階～10階のフロアは大学、5・6階には学習塾の各教室と、高等教育から知育教室まで幅広い教育施

設を揃えました。特に7階～10階には、2019年4月関西学院大学が新たな教育拠点として、高等教育

から、児童教育まで幅広い「学び」を提供する、新キャンパスを開校。メインの機能としてはロースクー

ル（法科大学院）である司法研究科の開設を予定。加えて心理学や心理職に携わるための国家資格

「公認心理師」の養成をおこなう、「心理科学実践センター」も設置。教育・研究支援はもちろん、地域の

皆さんを対象に、心理的支援や公開講演会を開催し、地域のメンタルヘルスケア向上にも貢献します。

そして地域の小学生や関西学院初等部の児童を対象としたアフタースクール、「関西学院 CRESCENT 

SCHOOL（クレセントスクール）」を7階に開設。様々なカリキュラムを各分野のプロが講師が提供します。

甲南大学や芸術文化センターなどの既存の施設に加えて、駅ビルでは異例の同大学キャンパスが設

置されることにより、文教地区としての魅力が増していくことが期待されます。 

また、総合教育の場を形成するもう一つの軸として、5・6階フロアでは、進学塾激戦区・西宮で多くの実

績を誇る「アップ教育企画」が、さまざまな教育施設を展開。「豊かな社会を創る人材を育てる」を目指

して、受験勉強にとどまらない幅広い学びを４０年以上提供してきたノウハウを活かし、魅力的なプログ

ラムを揃えています。オープンスペースやガラス張り仕様の教室が集まる5階には、高度な科学実験を

通して思考力や探究心などを養う「サイエンスラボ」や、レゴブロックを教材にプログラミング的思考から

問題解決力までを育む「レゴスクール」など子どもの知育を目的とした教室があり、楽しみながら学びに

必要な力をつけることができます。その他英語教室や、個別指導の塾など独自のサービスや質の高い

授業で、低年齢から大学受験まで、子どもたちの学びをサポートしています。 

 

さらに、「阪急西宮ガーデンズ 本館」にあった「ABCクッキングスタジオ」が、「ゲート館」4階に移転オー

プン。“子どものための食のスクール”「abc kids+」を兵庫県で唯一併設し、食育を含めた学びを提供す

るなど、親子そろってお楽しみいただけます。 
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「住んでみたいまち」として人気の高い西宮市ですが、今よりもっと暮らしやすいまちになるためには、

お母さん方が安心して子育てをできる環境の整備は欠かせません。「阪急西宮ガーデンズ ゲート館」

では、この「子育てママのサポート」をキーワードとして1階にオープンするのが、不妊治療や出生前診

断を中心とした女性専門のクリニック「レディース＆ARTクリニック サンタクルス」です。夙川と宝塚市に

ある「サンタクルス」は長年に渡り、産院としての機能や不妊治療、そして小児科として地域のお母さん

を支えてきました。「ゲート館」では産院としての機能や小児科は置かず、一般の婦人科を含む日帰り

の外来診療のみに対応しているのが特徴。診療だけでなく、育児相談や母乳の相談、離乳食教室など、

子育て支援にも力を入れてきた同クリニックならではのサービスが用意されているのも魅力です。1階

フロアの中でも入口に近い便利な場所にあり、気軽に立ち寄れるスポットとしてご活用ください。 

妊娠前から子育てまでフォローするママたちの心強い味方 

「レディース＆ARTクリニック サンタクルス」は、お母さんがお子さんと一緒にくつろいでいただける子育

て応援café「Club SANTACRUZ」が併設されているのも、特徴の一つ。ここでは妊活や妊娠中、子育てな

どに特化したドリンクやスイーツなどのメニューが用意されるほか、管理栄養士による離乳食教室や絵

本の読み聞かせ会など、子育てをサポートするさまざまなイベントの開催も予定されています。出産の

高年齢化が進む中、不妊治療や妊娠中の専門医のケアは更にニーズが高まることが想定されていま

す。また同時に、「産後うつ」など出産後のお母さんのケアも同じくらい、必要性が叫ばれています。 

 

「ゲート館」の周辺にも「子育て支援」は広がっています。2018年12月には「ゲート館」の隣に、阪急電

鉄が、「子育て支援施設」として認可保育所「西宮北口 こどもの園（仮称）」を、阪急西宮北口駅今津行

きホームの高架下に開設し、その隣に「学童保育 アフタースクールKippo西宮北口店」を移転すること

が予定されています。「ゲート館」を中心とした子育て支援施設の充実により、西宮北口エリアの「子ど

もを育むまち」としての魅力は、今後更に高まっていくはずです。 

クリニック併設のマタニティカフェで、ママ同士の交流も 

西宮エリアの魅力向上に資する施設機能の充実 

もっと家族で住みよいまちづくり！子育てママのサポート施設を充実！ 
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最近、短時間で楽しめる手軽さなどから、ブームになっている「立ち飲み」や「ちょい飲み」。大阪・梅田

の「フードホール」など、「ちょい飲み」をキーワードに取り入れる駅ビルも増えてきています。「阪急西宮

ガーデンズ ゲート館」では、阪急西宮北口駅と「阪急西宮ガーデンズ 本館」とを結ぶハブ的な場所にあ

ることから、「駅近」の利便性を活かして「ちょい寄り」ができるスポットを展開しています。10階建てのフ

ロアのうち、1階には湯葉・豆腐料理の「梅の花」やビヤパブの「ヱビスバー」が入り、昼酒から晩酌まで

料理とともに楽しむことができるように。また3階には、イタリアンベースのカフェレストラン「good spoon」、

アップルパイとコーヒーのお店「GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE」といった関西初出店や兵庫県初

出店のカフェが登場。「じっくり」から「短時間利用」まで、いずれも「阪急西宮ガーデンズ 本館」の飲食

店とは異なるラインナップで、使い勝手のよい店舗を揃えています。 

関西初出店のカフェなど、注目のお店が駅近に 

西宮エリアの魅力向上に資する施設機能の充実 

阪神間のハブ駅に「ちょい寄り」スポット誕生！ 

「阪急西宮ガーデンズ ゲート館」は、西宮北口駅の今津行きホーム東側に位置しており、駅と「阪急西

宮ガーデンズ 本館」の連絡通路が3～4階に設けられています。ナチュラルなカラーを主体とした吹抜

けのこの空間は、通路沿いに配されたカフェなどの店舗が賑わいを演出し、「阪急西宮ガーデンズ」の

お客様をおもてなしする「入口（ゲート）」にふさわしい華やかな雰囲気の場所になっています。また、

「ちょっとお茶でも」「ちょっと一杯を」と、ふらっと寄り道がしたくなるように、空間のデザインは“ゆらぎ”

をコンセプトに、曲線を多用し、テナントとの調和も考えたものに。広々として開放感のある通路にはベ

ンチも置かれ、コーヒーを飲みながら休憩したりすることも可能です。仕事帰りに途中下車して軽く一杯

飲む、お子さんの塾の送迎のついでにお茶するなど「ゲート館」だけを利用したり、休日に「本館」と併

せて利用したりと、「駅近」の安心感とともに、その日の気分やシチュエーションに合わせた幅広い楽し

み方をご提供しています。 

駅から出て「ふらっと立ち寄れる」雰囲気を演出 
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阪急西宮ガーデンズ ゲート館 

テナントガイド 
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フロア テナント名称 カテゴリ 営業時間 

10F 

関西学院大学（2019年4月開校予定）  学校 

09F 

08F 

07F 

06F 

アップ教育企画 教育 

05F 

04F 

K-two ヘアサロン 10：00－21：00 

ABCクッキングスタジオ 料理教室 10：00－22：00 

Bodies 
女性専用 
フィットネス 

10：00－22：00 

03F 

good spoon カフェレストラン 10：00－23：00 

GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE アップルパイ 10：00－21：00 

三菱UFJ信託銀行 信託銀行 

窓口：10：00－17：00 
※土日祝、ゴールデンウィーク、年末年始等は休業予定 

 
ATM：07：00-21：00 

（平日・土・日） 
02F 

01F 

レディース＆ARTクリニック サンタクルス クリニック 

午前診 
10：00－13：00 
※土日祝は9：00より 

午後診 14：00－16：00 

夜診 
17：00－19：00 

※木土日を除く 

梅の花 和食 11：00－23：00 

ヱビスバー ビヤパブ 11：00－23：00 

テナント構成 

・サイエンスラボ  ・レゴスクール 
・アナップ ・進学館 
・個別館 ・メディアップ 

関西初出店 兵庫県初出店 

おばあちゃんのアップルパイと 

入れたてコーヒーの専門店 

ロサンゼルスを感じさせる 

卵料理がコンセプト 
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フロアガイド 

21時以降の本館駐車場からのアクセスについて 
本館4Fより館内の誘導に従い阪急西宮北口駅にお進みください。 

 
朝10時以前もしくは21時以降の本館駐車場へのアクセスについて 
3F連絡デッキから本館へお進みいただき、2Fメインエントランス出入口より 
入場し、館内の誘導に従って4Fへお進みください。 
4Fより各駐車場へお進みいただけます。 
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1F レディース＆ARTクリニック サンタクルス クリニック 

不妊治療（体外受精）、出生前診断を中心とした関西でもまれ

にみる専門クリニック。併設のマタニティカフェでは、妊活や妊娠中、

子育てに特化したメニューを提供。さらに育児相談会、離乳食教

室などのイベントも開催など、スペシャリストによるチーム医療で、 

プレママから子育てママまで頼もしくサポート。 

夙川で18年、そして宝塚で10年にわたり、地域の不妊治療や出産対応、そして出産後のお母さんの心と体のケアと 

カウンセリング。そして小児科として子ども達の健やかな成長を、専門医療機関としてサポートしてきました。 

これまでも西宮から多くの受診者の方が来場されてきました。より幅広い方に、不妊治療という選択肢や出産後のケアサー

ビスなどの存在と重要性を知っていただく、気軽に受診いただきたいという思いと、サンタクルスで出産を経験された皆さんへ

の出産後のサービス提供をおこなうために、エリアのハブ駅であり、多くの人の通り道として期待される、「ゲート館」への入居

を決めました。 

院の特長／PRポイント 

不妊治療から出産、そして小児科までを運営する専門医療機関がサービスを提供 

培養士によるセミナー、遺伝カウンセラーによる出生前診断、産科では助産師によるおっぱいケア、検査技師による4Ｄ超

音波、専門性に特化したスペシャリストが診察を行います。サンタクルスではお子様連れでの診察も可能です。子どもが大

好きなスタッフばかりですのでご安心下さい。「ゲート館」のクリニックでは、分娩はおこなわない日帰り診療のみの提供となりま

すが、もちろん夙川や宝塚の産院へのご紹介、引き継いでの対応もさせていただきます。 

夙川の産院に隣接し、大好評を得ている子育て応援café「Club SANTACRUZ」を、「ゲート館」にも併設。 

管理栄養士がメニュー紹介や、食べられる食材や食べさせ方を紹介する「離乳食クラス」をはじめ、講師の先生による 

「絵本の読み聞かせ会」など、お母さんの様々なニーズを適えるイベントをご用意。母乳に関するお悩みや、育児に関する 

不安など、随時子育てに関する相談やカウンセリングも受付けて参ります。一般の方も参加できるイベントも随時開催を 

予定。お母さんたちの子育てサポートにより、より素敵な笑顔になることもサポートします。 

夙川院で好評の、子育て応援café 「Club SANTACRUZ」 

４D超音波画像 
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1F 梅の花 和食 

どこか懐かしいような安らぎがあり、落ち着いた雰囲気の中に新鮮

な感動があり、なおかつ食べて健康になれる。梅の花はそんなお店

です。日本古来の年中行事をコーディネートできるよう、空間全体

で四季折々の情緒をお楽しみいただけるように努めています。ゆっ

たりとした豪華な客席で、湯葉や豆腐を中心に、健康で素材にこ

だわった美味しい料理をご堪能いただけます。 

湯葉と豆腐料理を中心とした和食メニューを展開。大豆には北海道産の「とよまさり」「ゆきぴりか」を使用。「引き上げ湯葉」

を筆頭に「とうふしゅうまい」や「ふく福豆冨」など、豆の味がダイレクトに伝わる逸品の揃い踏み。また、お食い初めや長寿のお

祝いなどお誕生日、お顔合わせやご結納、法事や接待、会社等での宴会、女子会など、ご家族のお集まりや人生の記念

日など特別なシーンから普段使いまで幅広くご利用頂けます。 

オープン記念特典： ポイントカード新規入会500pt進呈。 

ショップの特長／PRポイント 

1F ヱビスバー ビヤパブ 

“ALL FOR YEBISU－ヱビスの魅力と世界観を楽しむ”がコンセプト

のビヤバーです。近隣にお住まいの方やショッピング、乗継などで阪急

西宮北口駅を利用される方々に、気軽にお立ち寄りいただけるお店

です。 

伝統と革新で愛されるヱビスビールの魅力と、ちょっと贅沢な世界観を楽しめるYEBISU BARは、 

 “ヱビスと料理のマリアージュ”をメニューコンセプトに、樽生ヱビスの全ラインアップと、各ヱビスと相性抜群のお料理を 

ご用意し、ヱビスファンのみならず、多くのお客様からご愛顧いただいているお店です。 

オープン記念特典：お会計の際、次回ご利用いただける10%OFF券プレゼント。 

ショップの特長／PRポイント 
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2-3F 三菱UFJ信託銀行 信託銀行 

阪急西宮ガーデンズ唯一の金融機関店舗として営業を開始。 

当社として全国でも初めて営業時間は平日10時から17時までと 

拡大し、平日17時～19時と毎週土曜日は事前予約制として、 

資金運用や、相続・不動産などのさまざまなニーズにお応えして 

まいります。お客様が大切な人に紹介したくなる信託銀行を目指し、 

全力投球いたします。 

「ピーターラビットの森を意識したATMコーナー」「ご家族皆様でご相談いただける次世代応接室」「ロビーに設置しているお客 

さま用iPadにより、キャンペーンや不動産情報の閲覧が可能」など、西宮ならではの店舗となっています。 

オープン記念特典: ①西宮支店移転キャンペーン（～2019年1月31日（木）） 

 ②ご来店のうえ、資産運用のご相談をいただいたお客さまにお菓子をプレゼント。（なくなり次第終了） 

 

ショップの特長／PRポイント 

3F good spoon カフェレストラン 

ロサンゼルスを感じさせる卵料理がコンセプトの店内はゆったりとした

時間が流れ、オフィスワーカーや休日を楽しむ大人が日常使いでき

る場所です。ディナータイムはイタリアンをベースとしたお料理で、メイ

ンは丸ごとチキンのバターオーブン焼きを 

楽しめます。コーヒーからワインまで1日を通して楽しめるお店です 

ロサンゼルスから逆輸入したエッグバーガーは厳選された卵を使いあっさりとした中にも濃厚な味わいが広がります。 

チキンはバターや香草でオーブンでじっくりと焼き上げることにより中まで身はしっとりとし鶏肉本来の旨味を逃がしません。 

オープン記念特典: 平日ディナータイム（17：00-23：00）は食後のコーヒーを無料提供。（～11月30日（金）） 

ショップの特長／PRポイント 
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3F GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE アップルパイ 

どこか懐かしい「おばあちゃんの味」をコンセプトにして、契約農家か

ら直接仕入れる産地直送のりんごを使ったアップルパイを、バリスタ

が淹れるこだわりのコーヒーや様々なオリジナルドリンクとともに提供

しています。一つひとつ丁寧に焼き上げる、国産りんごの美味しさが

詰まったアップルパイをお楽しみいただけます。 

2012年に世田谷区三宿で誕生したアップルパイ専門店。りんご本来の美味しさを最大限に楽しんでいただけるよう、使用

する品種をメニュー毎で使い分け製造。ぎっしりと入った大ぶりのりんごが特徴のひとつ。パイのサクサクさとごろごろと入ったり

んごの贅沢な食感が口いっぱいに広がり、十二分に味わうことができます。これまでに生み出してきた40種類以上のアップル

パイに加え、西宮店限定品と季節の限定メニューを含め、8種のアップルパイを常時取り揃えており、いつ来ても新しいフ

レーバーに出会うことができます。バリスタが淹れるこだわりのコーヒーは、京都の老舗「小川珈琲」の豆を使用。アップルパイ

に合うブレンドを選んでご提供しています。他にもりんごを使ったキッシュプレートなどのお食事メニューもお楽しみいただけます。 

オープン記念特典: ①税込3,240円以上ご利用の先着200名のお客様へ、「オリジナルミニトートバック」プレゼント。  

 ②オープンから11月30日までの毎日、ご利用いただいた先着100名のお客様へ、 

   オーガニック豆を使用した「オリジナル コーヒードリップパック」1点をプレゼント。 

ショップの特長／PRポイント 

4F K-two ヘアサロン 

上質な美を身にまとう大人女性の為のヘア＆ボディメイクサロンが

OPEN。K-two 西宮北口は「ヘルシー＆スタイリッシュ」がコンセプ

ト。当店は世界中で愛されるケラスターゼ社が提唱する、ラグジュア

リーなサービスを提供する「インスティチュートサロン」の、関西地区

初の認定店です。ヘルシー（健康的）な「美」とスタイリッシュ（流

行）な「美」を兼ね備えた女性の上質な美しさを提案します。 

K-twoオリジナルの小顔カットにスタイリッシュをプラスしたカラー展開は、大人女性に嬉しいグレーカラーの種類も豊富です。

髪本来の美しさを追求したトリートメントも人気。併設しているパーソナルジムは、お客様の健康で理想的なボディラインを

追求します。オリジナルメソッドを習得した専門トレーナーが、お一人お一人にあわせたプログラムを作成し理想的なボディラ

インをつくりあげます。髪とカラダとココロの「ヘルシー＆スタイリッシュな美」を提供する、新しいカタチのサロンです。 

オープン記念特典: ご新規予約先着300名様限定で、シャンプー＆トリートメントのミニセットをプレゼント。 

ショップの特長／PRポイント 
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4F ABC クッキングスタジオ 料理教室 

ABCクッキングスタジオは「料理を作る楽しみと喜び」や「手作りの料

理がもたらす豊かな生活」を提供する空間。阪急西宮ガーデンズス

タジオでは、兵庫県で唯一、子どものための食のスクール 

「abc kids+」を併設しており、お子さまをはじめ、より多くの方に 

食生活の大切さを伝えることを目指しています。メインターゲットの

20・30代女性をはじめ、学生や親子など幅広い層の方に楽しんで

いただけるサービスや商品を展開していきます。 

同施設のコンセプトのもと、優しく柔らかな配色にし、居心地のよさを感じられる落ち着いた空間を創りました。料理を作る

時間はもちろん、食事の時間もゆっくりと楽しんでいただけます。オープン期間限定で、生徒さまも、はじめてご来店の方も

参加できるオープン記念レッスン「ブルーベリーチーズブレッド」を開催する他、満4歳～小学6年生を対象にした「星のパン

屋さんのやわらかウインナーブレッド」のレッスンもご用意しています。 

オープン記念特典: 11月21日(水)～23日(金)限定でオープン記念レッスン「ブルーベリーチーズブレッド」を開催 

 各日4回(10:30～／13:00～／15:30～／18:30～)  

 ※参加費無料。定員60名(要予約)。おひとり様1回限り。 

ショップの特長／PRポイント 

4F Bodies 女性専用フィットネス 

Bodiesは「ABCクッキングスタジオ」から生まれた女性専用のフィッ

トネススタジオです。「運動」「栄養」「休養」の観点から女性のキレ

イを応援し、運動を通じてその大切さと楽しさを知る“きっかけ作り”

をサポートします。 

また（西宮ガーデンズ本館からの）スタジオのリニューアルOPENに伴い、キレイに関する「情報・知識・体験」を体感できる 

マルシェを開催。美味しくて栄養価の高い旬の野菜や果物であること、生産者がわかることにこだわりセレクトしています。 

Bodiesが提案する「サーキットトレーニング」は、8種類の油圧式マシンを使いながら、筋力・持久力を高める効果や、 

脂肪燃焼効果が期待できます。リニューアルOPENを記念し、Bodiesに初めてご来店いただく方限定でお試しレッスン 

（60分・通常1,500円）を0円でご案内しております。この機会に是非ご利用ください！ 

オープン記念特典: 初来場者の方に限り、「お試しレッスン」（60分・通常1,500円）を0円で提供。 

 11月21日（水）・22日（木）はご来場者様全員にBodiesオリジナルのエコバックをプレゼント。 

 11月23日（金）には大人気モデル池田莉子さんによるYOGAイベントを開催。 

ショップの特長／PRポイント 
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5-6F アップ教育企画 教育 

「豊かな社会を創る人材を育てる」を理念に、幼児から社会人まで

を対象とした総合教育を実践しております。本ビルでは、受験指導

の「進学館」「個別館」「メディアップ」に加え、特に幼児の知育を対

象としたフロアを設けて、科学実験教室「サイエンスラボ」、レゴブロッ

クを教材にして、作ることで学ぶ「レゴスクール」、英語教室「アナッ

プ」を展開してまいります。 

これまでも西宮北口周辺を中心に、幼児教育から大学受験まで、幅広い年代の子どもたちに、教育サービスを提供してきた 

アップ教育企画の各教室が「ゲート館」5F、6Fに集結。（一部の教室を除き）基本は壁の無いオープンなスペースに多種 

多様な教室を設置し、子ども達が自分の受講する授業以外の、様々な学びに触れられる環境を整えました。5Fには授業は 

もちろんイベントも行うことができる、オープンスペースを設置。見学可能な体験型授業から、有識者による講演会や知育イベン

トなど、様々な仕掛けをおこなう予定です。 

各教室の特長／PRポイント 

 量より質を重視して伸びる土台をつくる「進学館」 

難関国私立中学受験を志す小学生を対象とした進学塾です。中学受験を通して、お子様の「学ぶ意欲」・「やりぬく姿勢」 

・「感謝の心」を育みます。最新のＩＣＴ教材を用いることで、読解力や空間認識力、論理的思考力など様々な能力を養う科学

的な授業と、とことん生徒に寄り添う講師陣が、お子様を第一志望校合格に導きます。 

 科学実験教室「サイエンスラボ」 

幼児から高校生まで、実験に夢中になりながら楽しく科学的な考え方が身に付きます。学年の枠にとらわれない独自のカリキュラムで

大学レベルの高度な実験も小中学生向けに安全にアレンジ。日常では体験できない不思議な現象や新しい発見の連続が科学へ

の興味を引き出します。 

 レゴブロックを教材にした「レゴスクール」 

創造力からプログラミング的思考まで。上級生が使用する「マインドストーム」など、様々なレゴブロックを教材に、遊びながら学び、 

作ることで学ぶレゴ社公認教室。「協調性や思考力が上がった」とご評価いただいてます。 

 ハイレベルな講師による地域密着型の個別指導「個別館」 

教科書内容の定着から最難関の中学・高校・大学の受験まで、優秀な講師陣が、一人ひとりを大切に指導する個別指導塾です。 

個々の課題状況に合わせた学習カリキュラムを立案し、成績向上・志望校合格へと導きます。 

 英語教室「アナップ」 

０歳から大人まで通える担任制の英語教室。外国人講師によるネイティブの発音と、日本人講師による文法説明で、 

さまざまな目的に合ったコースを用意し、英語を通して、生徒それぞれの自己実現を細やかにサポートいたします。 

 個別指導＆少人数指導で医系学部を目指す「メディアップ」 

マンツーマン指導、少人数クラス指導を通し、医師になるための学力・自立心・コミュニケーション能力を育む、医系受験専門指導

塾。「地域密着」を活かし、兵庫医科大などの特化型コースなど、他には無いカリキュラムを設定しています。 

5F 

6F 
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今年初の認定試験が実施された国家資格「公認心理師」。学部・大学院における「公認心理師」養成を含

む教育・研究支援事業を行うとともに、地域住民などを対象に心理的支援や公開講演会などを開催し、地

域のメンタルヘルス向上に寄与します。 

心理科学実践センター 
9F 

司法研究科は、専門職大学院（法科大学院）として、専門的な知識を習得するとともに、豊かな人間性や

責任感、高度な倫理観を養い、社会に貢献しうる法曹を養成することにより、21世紀の法曹界を支えていく

ことを理念とし、2004年に開設しました。 

大学院司法研究科（ロースクール） 

7-10F 関西学院大学 学校 

西宮北口キャンパスでは、地域の小学生を対象としたアフ

タースクール「関西学院 CRESCENT SCHOOL（クレセン

トスクール」を開設します。 

また、文学部・心理科学実践センターの開設と専門職大学

院司法研究科の移転により、利便性の向上と地域への教

育・研究活動成果の還元を目指します。 

＊本キャンパスの開校は２０１９年４月となります。 

阪急西宮北口駅に隣接するビル（阪急西宮ガーデンズ「ゲート館」）という立地を考え、司法研究科の移転

に加え、小学生向けの放課後学習支援施設、さらに地域の人々にも開かれた研究施設として「心理科学実

践センター」を開設することになりました。 

キャンパスの特長／PRポイント 

地域の小学生や関西学院初等部の児童を対象に、語学、プログラミング、アート、スポーツなど、各分野のプ

ロが講師となり質の高い習い事を提供。日常的に実施される通常カリキュラムも設定します。 

CRESCENT SCHOOL（クレセントスクール） 

7-9F 

7F 
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この資料に関するお問い合わせ先 

阪急西宮ガーデンズ ゲート館開業広報事務局（電通パブリックリレーションズ内）担当 :碇山／高藤 

Tel : 090-3700-4773  e-mail : masao.takafuji@dentsu-pr.co.jp 

施設概要 

施設名称 阪急西宮ガーデンズ ゲート館 

所在地 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町5番22号 

開業年月日 2018年11月21日（水） 

賃貸面積 約7,620 m2 

延床面積 約11,600 m2 

規模 地下1階 地上10階 

営業日 不定休 

事業主 阪急電鉄株式会社、阪急阪神不動産株式会社 

運営会社 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 

10F 

関西学院大学（2019年4月開校） 学校 

09F 

08F 

07F 

06F 
アップ教育企画 教育 

05F 

04F 

K-two ヘアサロン 

ABC クッキングスタジオ 料理教室 

Bodies 
女性専用 
フィットネス 

03F 

good spoon カフェレストラン 

GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE アップルパイ 

三菱UFJ信託銀行 信託銀行 

02F 

01F 

レディース＆ARTクリニック サンタクルス クリニック 

梅の花 和食 

ヱビスバー ビヤパブ 
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・個別館 ・メディアップ 


