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2016年8月~2017年7月の主な動き
2016 年度

2016年
11月11日

「ハービス PLAZA」レストランフロアの

リニューアルが完了

2017年
1月16日

「梅田１丁目１番地計画」に伴う、

道路上空利用部分の建築工事に着手

3月18日
本線鳴尾駅付近高架

切替えが完了

3月28日
「かんたん操作」が特長の「案内

検索端末」を導入（関西初）

2017 年度

4月 4日 甲子園歴史館に「ＶＲ映像」が新登場

5月 2日 5500 系リノベーション車両が運行開始

5月 9日 JR 西日本と共同で、

ホテルと商業施設の建設計画を発表

TOPICS
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●駅改良工事と高架化工事の推進
梅田駅改良工事
　梅田駅では、お客さまにより快適で、安心してご利用いただけるよう、2015年3月から改良
工事に着手しています。この工事では、現在の駅を
北側（1番線ホーム側）に拡大したうえで、ホームを
拡幅し、また、ホームには可動式ホーム柵を設置す
るとともに、西改札口側にもエレベーターやエスカ
レーターを設置し、バリアフリー化を図ります。
　これら全ての工事が完成するのは2022年度の予
定です。

甲子園駅改良工事
　甲子園駅では、プロ野球の開催時などの混雑緩和と、バリアフリー化を図るため、国土交通省
等の「鉄道駅総合改善事業費補助」制度を活用し、2011年11月から駅のリニューアル工事を行っ
ています。2015年までに、ホーム中央部の大屋根の設置、各ホームの拡幅、東西改札口の拡張・
改築やエレベーターの供用を開
始するなど、大きく駅が変わり
ました。引き続き、上り・下りホー
ムの舗装や上屋の設置などを進
め、2017年中に全ての工事を完
了する予定です。

高架化工事の推進
　沿線各都市の都市計画事業として、踏切の立体交差化（高架化又は地下化）を進め、交通渋滞の
緩和と列車運行の安全性向上に努めています。
　立体化率は本線で90％、阪神なんば線で90%、神戸高速線では100%と、非常に高い水準を誇っ
ています。現在も本線住吉駅～芦屋駅間で高架化工事を進めており、この工事が完了すれば、本
線の立体化率は95%となります。
①　本線住吉・芦屋間連続立体交差化工事を施工
　神戸市の都市計画事業として、1991年度に事業認可を受け、工事を施工しています。
　2009年4月に仮上り線（梅田・大阪難波方面行き）、2010年10月に仮下り線(神戸三宮方
面行き)、2015年12月に高架下り線に切り替え、
現在は高架上り線工事を施工中です。2019年度に、
高架上り線に切り替える予定です。

施工延長 4,015m

除却する踏切道 11 か所

高架となる駅 青木駅・深江駅

事業期間 1991 年度〜 2022 年度

②　本線甲子園・武庫川間連続立体交差化工事高架切替えが完了
　兵庫県の都市計画事業として、2003年度に事業認可を受け、工事を施工しています。
　2011年7月に仮上り線（梅田・大阪難
波方面行き）、2012年10月に仮下り線（神
戸三宮方面行き）、2015年3月に高架下
り線に切り替え、2017年3月には上り線
も高架に切り替わりました。現在は、側
道等を整備中です。

施工延長 1,870m

除却した踏切道 6 か所

高架した駅 鳴尾駅

事業期間 2003 年度〜 2018 年度

●普通用車両5500系を大幅リニューアル！
　普通用車両5500系（1編成）のリニューアル工事を実施
しました。
　今回のリニューアルでは、車いす・ベビーカースペー
スを増設したほか、5700系車両で好評の「扉個別開閉機
能」等のサービス設備を新たに設けました。また、外観
も普通車伝統のブルー系のツートンカラーを踏襲しつつ
も、塗り分け位置や扉部分の配色を刷新し、「リノベーショ
ン車両」として、2017年5月2日から営業運転を開始し
ています。

　更に、この車両に搭載している「液
晶式車内案内表示器」では、停車駅な
どの情報のほか、遅延発生などの列車
運行情報の提供も開始しています。

深江駅下り線ホーム 液晶式車内案内表示器

鉄道事業 TOPICS 

5500系「リノベーション車両」

高架切替え完了当日の出発式の様子

甲子園・武庫川間連続立体交差化工事高架切替えが完了
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海老江1丁目開発計画
　急行停車駅である野田駅北側において、大型のマンション及び商業施設を建設する計画です。
2014年12月に用地を取得、既存建物解体等の工事
を完了し、2017年6月には敷地南側で阪急不動産
（株）、住友商事（株）とともに、マンション建設工事
に着手しました。本計画を通じて沿線の活性化・新
しい街づくりに向けた取組みを推進します。
◆計画地概要

所 在 地 大阪市福島区海老江 1丁目 1 番 9 号、1番30号

敷地面積 約 27,900㎡

●その他の取組み
JR西日本と共同で、ホテルと商業施設を建設
　当社とJR西日本が、福島駅付近の大阪環状線沿いに位置するそれ
ぞれが所有する土地を、ホテルと商業施設が入居する複合ビルとし
て、共同で一体的に開発しています。
　地上1階～12階を予定しているホテルゾーンには（株）阪急阪神ホ
テルズが、地上1階～3階を予定している商業ゾーンにはエイチ・ツー・
オー	リテイリンググループの（株）阪急オアシスが、それぞれ入居する
予定です。なお、この施設の開業は、2019年春を予定しています。

梅田地区のエリアマネジメント
　地域の関係者や官民が一体となって街全体の魅力を向上させる「エリアマネジメント」。当社
では、2009年11月に阪急電鉄やJR西日本などとともに、梅田地
区エリアマネジメント実践連絡会を発足させ、梅田地区の価値向上
に向けた取組みを行っています。

◆梅田地区エリアマネジメント実践連絡会の活動コンセプト
コンセプト1　『駅から拡がる街づくり』
コンセプト2　『歩いて楽しい街づくり』
コンセプト3　『新しい時代の街づくり』
上記のコンセプトの下、次のような取組みを行っています。

　大阪・梅田駅 周辺MAPの発行
　梅田エリア全体の地上・地下のMAPを作成し、発行してい
ます。日・英・韓・中（繁体・簡体）の4種類があり、インバウ
ンド対応を含め、来街者の利便性向上に取り組んでいます。

　梅田スノーマンフェスティバルの開催
　梅田全体を会場とした2010年から実施しているイベントで
す。街中の様々な場所にスノーマンの装飾を施すほか、ライブ・
ワークショップ・スタンプラリー等のイベントを行っています。

イメージパース

イメージパース

梅田スノーマンフェスティバル（2016）

大阪・梅田駅周辺MAP

●プロジェクト
梅田1丁目1番地計画
　阪神百貨店（阪神梅田本店）が入居する大阪神ビルディ
ング（当社保有）と、道路を挟んで隣接する新阪急ビル（阪
急電鉄保有）を、両ビル間の道路上空を利用しながら一体
的に建て替えて、新たに一つの高層ビルを建設する計画
です。
　この計画では、同時に周辺公共施設整備も行うことと
しており、都市機能の高度化、防災機能の強化、公共的
空間の創出、良好な景観形成等を通じ、国際競争力の強
化に資する快適で質の高い街づくりを進めていきます。
　2014年10月に新阪急ビルの解体工事、2015年2月に大阪神ビルディング東側の解体工事、
2015年7月にⅠ期工事部分の新築工事に着手しています。

◆施設概要（予定）
名　　称 梅田 1 丁目 1 番地計画ビル（仮称）

階　　数 地下 3 階、地上 38 階

敷地面積 約 12,200㎡
（道路上空利用部分を含む。）

延床面積 約 260,000㎡

竣工予定 2022 年春頃

◆施設構成（予定）
　阪神百貨店（阪神梅田本店）が入居する「百貨店ゾーン」の規模は、延床面積約100,000㎡、
フロア数は地下2階から地上9階までの11層を計画しています。都心の一等地にふさわし
い存在感と競争力のある施設を目指しています。また、高層部分（地上11階～地上38階）に
は、最新の設備を備えた西日本最大規模の1フロア面積を誇る大型オフィスを整備します。

用途 階数 延床面積

百貨店ゾーン 地下 2 階〜地上 9 階  約 100,000㎡

オフィスゾーン 地上 11 階〜地上 38 階  約 143,000㎡

カンファレンスゾーン 地上 11 階  約 4,000㎡

その他（駐車場・共用通路等） ー  約 13,000㎡

◆スケジュール（予定）
2018年春頃　Ⅰ期工事竣工（新百貨店の部分開業）・Ⅱ期工事着手
2021年秋頃　Ⅱ期工事竣工（新百貨店の全面開業）
2022年春頃　全体竣工（オフィス部分の開業）

不動産事業 TOPICS 

イメージパース

　

「サステナブル建築物等先導事業
（省CO2先導型）」に採択
　本計画は、省エネ・省CO2 に係る先導的
な技術の普及啓発に寄与するプロジェクトと
して、2015年 12月に、国土交通省の「サ
ステナブル建築物等先導事業（省CO2 先導
型）」の採択を受けました。

COLUMN
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本線・阪神なんば線・武庫川線・神戸高速線の4路線を
51駅（他社との共同使用駅2駅を含む。）・48.9kmで営業しており、
関西私鉄で唯一、梅田・難波の両ターミナルに乗り入れています。

鉄道事業多種多様な企画席の設置
　阪神甲子園球場では、リニューアルした2009年以降、ご来場の皆さまに楽しんでいただける
よう数種類のシートを新設し、様々な野球観戦スタイルを提供してきました。近年では、2016
年シーズンに、内野席部分に5～ 6名さまのファミリーやグループでご利用いただける「Sポイ
ントボックス」（2017年に
「ボックスシート」から改
称）と、座席のクッション
性を高めたカウンター付き
で2名掛けの「ブリーズペ
アシート」を新設しました。

2017年シーズン　監督・選手コラボメニュー
　阪神甲子園球場では、2017年シーズンも監督・選
手コラボメニューを販売しており、2017年シーズン
は、金本監督及び16名の選手とコラボしています。
今年は、2016年No.1の人気を誇った金本監督に加
え、岩貞選手・原口選手・髙山選手・北條選手の若
虎4選手や、新戦力糸井選手がこだわりのメニュー
を新たにプロデュースするなど、18種類の新商品が
加わり、合計34種類のメニューとし、充実のライン
ナップとなっています。

甲子園歴史館　VR（バーチャル・リアリティ）映像導入
　甲子園歴史館では、ご来場いただいたお客さまに、一層お楽しみいただけるよう、2017年4
月から「VR（バーチャル・リアリティ）映像」を導入しました。
　VR映像は、あらかじめカメラで撮影した360度の映像を、専用の映像装置を装着することで、
その場にいるような圧倒的な臨場感を体感しながら視聴できるというもので、これまで見ること
ができなかった阪神甲子園球場の様々な一面
を、VR映像を通じて体感いただけます。
　第1弾は、「甲子園球場空中散歩」と題し、
甲子園球場のマウンドから見た風景や、間近
で見るスコアボードなどこれまで見たことな
い臨場感あふれる映像を疑似体験していただ
けます。今後、順次映像を追加していく予定
です。

スポーツ・レジャー事業 TOPICS 

ブリーズペアシートSポイントボックス

VR（バーチャル・リアリティ）映像

選手コラボメニュー（写真は丼部門の前半戦
人気1位の「金本兄貴のスタミナハラミ丼」）


