
5

2018年8月〜2019年8月の主な動き
2018 年

10月29日 エビスタ西宮増床リニューアルオープン

12月 9日 阪神なんば線淀川橋梁改築工事に着手

12月10日 武庫川女子大学と包括連携協定を締結

2019 年
1月21日 台湾の桃園メトロと相互連携協定を締結

3月 9日

阪神甲子園球場のメインビジョン

リニューアル完了　運用開始

3月20日
阪神なんば線開業 10 周年

4月 1日 情報・通信事業本部を新設

4月15日

JR 西日本と共同開発した

福島阪神 NK 共同ビルが竣工

（5 月 15 日に「ホテル阪神アネック

ス大阪」、「阪急オアシス」等が開業）

6月1日 大阪梅田ツインタワーズ・サウス（梅田１丁目 1 番地計画）第Ⅱ期工事に着手

8月1日 阪神甲子園球場 95 周年

TOPICS



6 7

●駅改良工事の推進
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。

●高架化工事等の推進
　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～芦屋駅間及び阪神なんば線出来島駅～千鳥橋駅間で高架化工
事を進めており、これらの工事が完了すれば、本線の立体化率が95％となり、阪神なんば線の
立体化率が100％になります。
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）。

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

本線甲子園・武庫川間連続立体交差事業が完了
　兵庫県の都市計画事業として、2003年度に事業認可を受け、工事を施工しました。
　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月に下り線を、2017年3月に上り線をそれぞれ高架に切り替え、2019年3月に
側道側の整備を終え、事業が完了しました。

施工延長 1,870m

除却した踏切道 6 か所

高架化した駅 鳴尾駅

事業期間 2003 年度〜 2018 年度

阪神なんば線淀川橋梁改築工事を施工
　国土交通省の河川改修事業と大阪市の立体交差事業と
して、2018年12月から工事を施工しています。
　阪神なんば線淀川橋梁は、両端の線路部分が堤防の高
さより低く、高潮時等には防潮鉄扉を閉鎖するなどの対
応が必要ですが、今回の改築事業によって、淀川橋梁を
架け替えることで、桁下高を上げ防潮鉄扉を廃止すると
ともに、橋脚を減らし、洪水や高潮等の被害の防止を図
ります。また、同時に、都市計画道路福町十三線と線路
の立体交差化も行います。

施工延長 約 2,400m

除去する踏切 5 か所

高架化する駅 福駅・伝法駅

事業期間 2018 年度〜 2032 年度

●阪神なんば線開業10周年プロモーションを実施
　2019年3月20日に阪神なんば線が開業10周年を迎えました。
　これまでご利用いただいたお客さまに感謝を伝えるとともに、沿線の魅力を再発見していただ
くために、2019年の1年間を通して多彩な記念企画を実施しています。
　2019年1月にプロモーションの皮切りとして、10周年を記念した
ラッピング列車の運行を開始したほか、当社初の街歩き謎解きゲーム
企画をスタートしました。また、阪神なんば線開業に伴い相互直通運
転を開始した近畿日本鉄道（株）と共同で、特別な旅行企画を年間10
本企画しています。他にも、阪神なんば線沿線でのアートプロジェク
ト企画など、1年を通じてお客さまに喜んでいただける企画を実施し
ています。

深江駅下り線ホーム

鉄道事業 TOPICS 

記念ラッピング列車のお披露目式の様子 街歩き謎解きゲーム「7人の乗客の奇妙な1日」
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　　■カンファレンスゾーン
　道路上空を建築利用することで生まれる大空間を活用
し、地上11階に「梅田サウスホール」を設置。本ホール
を「ビジネス情報発信の場」「国際的に活躍する人材育成
の場」「多様な人材による交流の場」として活用すること
で、梅田地区におけるビジネス活動を活性化し、国際競
争力の強化に資することを目指します。
　また、災害時には帰宅困難者の一時滞留スペースとし
ても活用することで、防災機能の強化にも貢献します。

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）
2021年秋　Ⅱ期工事竣工（新百貨店の全面開業）
2022年春　全体竣工（オフィス部分の開業）

大阪梅田ツインタワーズ・サウス（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しています。
　この計画では、同時に周辺公共施設整備も行っており、
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ます。
　2014年10月に新阪急ビルの解体工事に着手した後、順次工事を進め、2018年4月にⅠ期棟
が竣工し、6月に阪神百貨店が部分開業しました。なお、2019年6月からⅡ期部分の新築工事
に着手しています。

◆建物概要（予定）
名　　称 大阪梅田ツインタワーズ・サウス

階　　数 地下 3 階、地上 38 階

敷地面積 約 12,200㎡
（重複利用区域※を含む。）

延床面積 約 260,000㎡

竣工予定 2022 年春

※ 両敷地間の道路上空を利用する部分

◆施設構成（予定）
　　■百貨店ゾーン

　阪神百貨店（阪神梅田本店）が入居する百貨店ゾーンは、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。充実の品揃えと快適な売場環境を備えた店舗
では、様々なイベントを通じてライフスタイルの提案を行い、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ます。

■オフィスゾーン
　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※の賃貸面積
を誇るオフィスゾーンを整備。「つながる梅田の中心」

「おもてなしサービスのあふれるビル」「ウェルビー
イングを実感」の三つのコンセプトを掲げ、ワーカー
一人ひとりに快適なオフィス環境を提供します。ま
た、12階には本ビルで働くオフィスワーカーのため
の専用フロア「WELLCO」を設置します。
※2000年以降に竣工したオフィスビルが対象

不動産事業 TOPICS 

イメージパース

オフィスゾーンエントランス

カンファレンスホール

 	
オフィスワーカー専用フロアWELLCO（ウェルコ）

　オフィスコンセプトの実現に向けて、適切な休息やオフィスワーカー同士の交流を通じた学びが心
身の調和と活力の向上をもたらし、創造性豊かな仕事につながる好循環を生み出すと考えの下、「よく
休み、よく働き、よく学ぶ」ことができる機能を集積します。
　健康的な食事ができる「カフェ」やミーティングから個人ワークまで多様なニーズに応える「ラウ
ンジ＆ワークスペース」、リフレッシュや運動不足解消に使える「ウェルネスゾーン」で構成され、利
用者のお困りごとを解決するコンシェルジュも常駐します。

〈命名の理由〉  このフロアで「よく休み、よく働き、よく学ぶ」（＝ Well）ことで、オフィスワーカーが
その力を存分に発揮できるように、更にオフィスワーカー同士の新たな communication
や collaboration（＝ co-）が生まれるように、との想いを込めて命名しました。

COLUMN
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阪神甲子園球場95周年
　1924年8月1日に甲子園大運動場として誕生した阪神甲子園球場が今
年で95周年を迎えました。
　「95年の歴史を胸に、100周年に向かって皆さまへの感謝の気持ちを
伝え、お返しをする年」として、「95周年記念事業」を展開しており、「95
周年記念ロゴ」の制作、球場外周の装飾、限定グッズの発売を行うほか、
甲子園歴史館でも様々なイベントを実施し、更に皆さまに愛される球場
を目指します。

阪神甲子園球場のメインビジョンをリニューアル
　阪神甲子園球場では、球場のシンボルでもあるメインビジョンのリニューアルし、３月９日の
オープン戦 阪神 vs 日本ハムから運用を開始し
ました。
　リニューアルされたメインビジョンは、左右
に分割されていたフリーボード２面（縦 6.40m 
× 横 12.0m）を１面（縦 8.32m × 横 29.76m）へ
と大型化（画面サイズは従来の1.6倍へ）される
とともに、これまで以上の高解像度・高コント
ラストの映像で、ビジョン全面を使った迫力の
ある映像と演出が可能になりました。これによ
り、ファンの皆さまには、これまで以上に迫力、
魅力ある演出をお楽しみいただいています。

六甲山に「フォレストアドベンチャー・神戸六甲山」が登場！
　六甲山観光（株）では、六甲山上の新たなレジャー施設として、自然共生型アウトドアパーク

「フォレストアドベンチャー・神戸六甲山」を
2019年4月に開設しました。
　フォレストアドベンチャーは、自然の立木
の地上2 ～ 15mの位置に設置されたプラット
フォームと呼ばれる足場に落下防止の安全器具
を装着したうえで登り、空中散歩を楽しんでい
ただく新しいアドベンチャースポーツで、スリ
ルと爽快感や達成感を味わうことができ、大人
も楽しめることが特徴の施設です。

スポーツ・レジャー事業 TOPICS 

阪神甲子園球場
95周年記念ロゴ

リニューアルしたメインビジョン

フォレストアドベンチャー・神戸六甲山

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月に用地を取得して計画を進め、2017年6月には敷地南側で阪急阪神不動産（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。2019年8月竣工、9月から入居が始まります。
敷地北側の商業施設は2020年春に開業する予定です。
　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㎡

JR西日本と共同開発した複合ビル（福島阪神NK共同ビル）が竣工・開業
　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
施設として共同で一体的に開発し、2019年4月に竣工、5月に
開業しました。
　この複合施設は、地上12階建てで、ホテル阪神大阪の別館
である「ホテル阪神アネックス大阪」、「阪急オアシス」等が出
店しています。また、この施設とJR大阪環状線の間の通りを「ふ
くまる通り 57」と命名し、１階部分の商業施設とJR高架下店舗
が一体となった通りづくりを行っています。
◆建物概要

延床面積 約 11,000㎡

階　　数 地下 1 階・地上 12 階

西宮駅商業施設「エビスタ西宮」が大規模増床リニューアルオープン
　西宮駅北側の駅前広場において、既存部と接続する建物（地
上３階建て）を新築し、エビスタ西宮を2018年10月に増床リ
ニューアルオープンしました。 
　店舗の業種・業態構成を拡大し、「Quality Life Station」をコ
ンセプトとした上質なライフスタイルを提供する更に魅力度の
高いエキナカ商業施設に生まれ変わりました。

名　　称 エビスタ西宮

延床面積 約 10,000㎡（増床部分）　※ 既存部分と合わせた合計面積は約 25,000㎡

店舗面積 約 6,000㎡（増床部分）　※ 既存部分と合わせた合計面積は約 14,500㎡

店 舗 数 41 店舗（増床部分）　※ 既存部分と合わせた店舗数は 71 店舗

エビスタ西宮の外観

ふくまる通り 57

福島阪神NK共同ビルの外観

イメージパース
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●情報・通信事業本部を新設
　今後、情報サービスや放送・通信を営む情報通信事業（67ページ以下参照）を、当社グループ
のフロー型ビジネスの中核と位置付け、更なる成長を図っていくこととし、それに向けた体制を
整備するため、2019年4月1日付けで、情報・通信事業本部を新設しました。

●武庫川女子大学と包括連携協定を締結
　当社は、武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部と教育、文化、まちづくり等の分野にお
いて相互に協力し、地域社会の発展に寄与することを目的とした包括連携協定を2018年12月
に締結しました。
　これは、2017年に高架化した鳴尾駅高架下空間の有効活用策の検討を機に、鳴尾・甲子園を
中心とする沿線での「地域と共生するまちづくり」を目指すことで一致し、包括連携協定の締結
に至ったもので、2019年10月以降、武庫川女子大が、鳴尾駅東側の高架下に「武庫女ステーショ
ンキャンパス」を設置し、地域の方々や学生・教職員へのまなび場を提供するとともに、健康維
持・増進ゾーンの整備などを通じ、鳴尾・甲子園エリアに、多くの人々が集まる新たな活動拠点
づくりを進めていきます。

その他 TOPICS 

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、
大阪の2大ターミナルである梅田・難波に乗り入れています。

鉄道事業

武庫女ステーションキャンパス（イメージ）調印式の様子


