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報道関係各位 
一般社団法人ナレッジキャピタル 

株式会社KMO 
 
 

うめきた・グランフロント大阪「ナレッジキャピタル」 

フューチャーライフショールームに参画する21の全テナント決定 

～ナレッジキャピタルのロゴマーク決定～ 

 

2013年 4月下旬に開業予定のうめきた･グランフロント大阪の中核施設「ナレッジキャピタル」

におきまして、フューチャーライフショールーム（以下、FLS）に参画する 21の全てのテナント

が別紙の通り決定いたしました。 

FLSは、感性と技術の融合により新たな価値を創出する複合施設「ナレッジキャピタル」にお

いて、さまざまな業種の企業や大学等が一歩先の未来を提案し、生活者とコミュニケーションを

行う空間です。21の FLS参画テナントは、ナレッジキャピタルの 1階から 6階に位置し、買う

だけの店舗、見るだけのショールームではなく、生活提案や発見、学びなど、来街者をワクワク

させる体験を提供します。ナレッジキャピタルの特長である「参加性」を重視し、FLS各テナン

トでは、来街者が参加できるさまざまなワークショップやイベント、セミナーなどたくさんのア

クティビティが年間を通じて展開され、企業と生活者が双方向の関係性を育みながら新しい価値

を共創します。 

 
 また、ナレッジキャピタルのロゴマークが決定しましたので、併せてご案内いたします。 

 

 

 

  

  

 

シンボルアイコンは 

私（i）であり 

人であり 

イノベーションを表現しています。 

 

ナレッジキャピタルの根源的な価値は人。 

そして参加者する私(i)が主役の舞台で 

生み出されるイノベーション。 

 

形の異なる（i）の集まりは多様性を、 

それが連なる姿は活動のバイブレーションを 

象徴するロゴマークです。 



  

 
ナレッジキャピタルでは、場［施設］と機能［人的支援］を活用させ、産業創出、文化発信、 

国際交流、人材育成を実現していきます。今年 12月 13日には大阪市中央公会堂にてプレイベン

トとして「ナレッジキャピタル アジア学生デジタルコンテンツフェスタ（仮称）」を開催し、ま

ちびらきに向けた発信を行ってまいります。なお、本イベントの詳細につきましては、11月上旬

（予定）に発表します。 

以上 

  
 

（ご参考） 

【ナレッジキャピタルについて】 

２００５年にナレッジキャピタル企画委員会より提言された「ナレッジキャピタル構想」に基づ

き、ＵＲ都市機構ならびに大阪市により開発事業者募集コンペを実施。現開発事業者が選定され、

事業推進を行う。 

ナレッジキャピタルは、「感性」と「技術」の融合により「新たな価値」を創出する複合施設と

して、多様な人々の交わりから、今までにない商品やサービスを生み出すことをめざす。一般社団

法人ナレッジキャピタルならびに株式会社ＫＭＯがナレッジキャピタルの企画運営を担い、場［施

設］と機能［人的支援］を活用させ、ナレッジキャピタルにおける産業創出、文化発信、国際交流、

人材育成の実現を行う。 

 



 

 

【ナレッジキャピタル施設概要】 

・ 所在地： 大阪市北区大深町ほか 

うめきた先行開発区域プロジェクト「グランフロント大阪」Bブロック 

  地下２階～地上８階（B南棟）／～地上１３階（B北棟）部分 

・ 延床面積： 約 88,200 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

コラボオフィス     ナレッジサロン   ナレッジシアター 

フューチャーライフショールーム    The Lab.みんなで世界一研究所  コンベンションセンター 



別紙 

 

フューチャーライフショールーム参画テナント一覧 

 

   （50 音順）      

アイ・ティー・シーネットワーク株式会社（ドコモショップ） 

株式会社アシックス 

株式会社Ｕｒｇｅ 

エー・ビー・シー開発株式会社（ハウジング・デザイン・センター大阪） 

株式会社エム・フロンティア（AppBank Store） 

学校法人大手前学園 

関西電力グループ 

近畿大学 

ＫＤＤＩ株式会社 

株式会社好日山荘 

コカ・コーラウエスト株式会社 

サントリー酒類株式会社 

積水ハウス株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

ダイキン工業株式会社 

日本サブウェイ株式会社 

ピーロート・ジャパン株式会社 

株式会社ボーネルンド 

メルセデス･ベンツ日本株式会社 

淀川キリスト教病院 

ロート製薬株式会社 

 

※一部のテナントの概要については、別添の参考資料をご参照ください。 

 



参考資料 

 

フューチャーライフショールーム参画テナント概要 

 

         

アイ・ティー・シーネットワーク株式会社  

     

■出店内容 

グランフロント大阪の中核施設「ナレッジキャピタル」に、ＮＴＴドコモの最新機種すべてを集め、最新機能、

サービスが思う存分体験できるドコモショップを出店します。お客さま一人ひとりのライフスタイルに合っ

たご提案のできるスタッフも揃っておりますので、身近な情報発信基地として、ぜひお立ち寄りください。 

 

■会社概要 

社名： アイ・ティー・シーネットワーク株式会社 

所在地： 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー26Ｆ 

役員：  代表取締役社長 寺本 一三 

設立： 1997 年 8 月 

 

 

 

 

株式会社 アシックス           

 

■出店内容 

ランニングを中心とした総合スポーツ用品用具の販売と有料でランニング能力を科学的に分析する「ラ

ンニングラボ」を設置します。 

 

■会社概要 

社名： 株式会社アシックス 

所在地： 兵庫県神戸市中央区港島中町７丁目１番１ 

代表者： 代表取締役社長 CEO 尾山 基 

創業：   １９４９年９月１日 

事業内容： 各種スポーツ用品などの製造および販売 

 

 

 

 



 

株式会社 Uｒge（アージ）       

    

■出店内容 

インターネットセキュリテイ市場 8 年連続シェアトップのエムオーテックス（株）の関連会社です。エムオー

テックスは 1990 年に大阪で起業！新大阪に本社を置き、日本のインターネット・セキュリテイ・ソフトのメ

ーカーとして世界に通用するインターネット技術で国内のインターネットの発展に大きく貢献しました。そ

の技術力とノウハウを大阪の発展に貢献したいと Urge を設立して、大阪の文化・企業を広めるために大

阪発信のイベントステージを成功させたいと考えています。 

 

■会社概要 

会社名： 株式会社 Uｒge  

所在地： 大阪府高槻市高槻町 5 番 16-1401 号 

代表者： 代表取締役 髙木哲男 

事業内容：  大阪発信のイベント実施、カフェの運営、アロマ等女性向け小物の販売   

 

 

 

エー・ビー･シー開発株式会社 

(ハウジング･デザイン･センター大阪)    

 

■出店内容 

キッチンから広がるライフシーン”Ｋ Ｄ Ｌ テリア”をコンセプトに、一歩先の未来を見つめた住まい方を

体験、発見できる施設です。キッチン併設のイベントスペース“Ｃ terrace（Ｃテラス）”から食生活を中心

とした様々なイベントを開催し、女性にとって、家族にとって、楽しく、豊かで、健康的なライフスタイルを

提案していきます。 

 

■会社概要 

社名：   エー・ビー・シー開発株式会社 

本社所在地：  大阪府大阪市福島区福島 6-20-12 

代表取締役社長： 米川 栄ニ 

設立：   1972 年 5 月 15 日 

主な事業内容：  住宅展示場の企画・運営、ハウジング・デザイン・センターの企画・運営、生命保険代

理業、損害保険代理業、広告代理業、不動産事業 



 

株式会社エム・フロンティア        

 

■出店内容 

iPhone/iPad/iPod に纏わる厳選されたアクセサリ専門店です。 

「AppBank Store 梅田 」は関西地区 2 号店、関西エリアの旗艦店として 1500 種類以上のアクセサリーを

取り揃え、オープン致します。『便利・親切・面白い・かわいい・カラフル』をコンセプトに、男女問わずお使

い頂ける商品を皆様にご提案致します。 

 

■会社概要 

社名： 株式会社エム・フロンティア 

所在地： 東京都渋谷区渋谷３－３－５ NBF 渋谷イースト３F 

代表者： 代表取締役社長  金子 健一郎 

設立： 2004 年 6 月 18 日 

事業内容： スマートフォンアクセサリー販売、iPhone、Android アプリ制作 

 スマートフォン、携帯、PC サイト制作、スマートフォン、携帯、PC の EC サイト制作  

 

 

 

学校法人 大手前学園 

大手前大学 大手前短期大学 大手前栄養学院 大手前製菓学院 

 

■出店内容 

大学、短期大学、専門学校で『大手前スイーツプロジェクト』を展開する大手前学園が、スイーツの情報

発信基地を設置します。エリア内には、高度な製菓技術を習得できる「スイーツテクニックラボ」、スイー

ツにまつわる最新の情報が収集できる「プロスイーツギャラリー」、そして教育機関ならではの学びの場

「サテライトスタジオ」を配置。歴史、技術、化学、経営など、幅広い文化背景をもつ学問『スイーツ学』を

通じて、ご来場の皆さまの知的欲求に応えます。 

 

■法人概要 

法人名：  学校法人 大手前学園 

  大手前大学 大手前短期大学 大手前栄養学院 大手前製菓学院 

所在地：  大阪市中央区大手前 2-1-88 

理事長・総長： 福井 有 

設立：   1946 年



 

KDDI 株式会社       

 

■出店内容 

「3M 戦略（マルチネットワーク・マルチデバイス・マルチユース）」を 

様々なサービスを通じてお客様にご提案させていただきます。 

 

■会社概要 

社名：  KDDI 株式会社 

所在地：  東京都千代田区飯田橋 3 丁目 10 番 10 号 ガーデンエアタワー 

代表取締役社長： 田中 孝司 

設立：  1984 年 6 月 1 日 

事業内容： 電気通信事業 

 

 

 

 

株式会社好日山荘           

 

■出店内容 

健康志向が高まる今、登山・アウトドアアクティビティが注目されています。 

「好日山荘」は皆様の楽しく安全な登山にお応えいたします。 

 

■会社概要 

社名：      株式会社好日山荘 

本社所在地：  神戸市中央区浜辺通 2-1-30 三宮国際ビル 6F 

代表取締役：  櫓木 裕二 

設立：      平成１８年１２月１日 

事業内容：   登山用品、アウトドア用品の販売、クライミングジムの運営 

 

 

 



 

サントリー酒類株式会社       

     

■出店内容 

ウイスキーづくりには、水と環境、熟練された職人の技に加え、長い熟成の時間が必要です。 

何年もかけてつくるお酒だからこそ、じっくりと味わって頂きたい。 

そんなウイスキーならでは楽しみ方、ウイスキーを楽しむシーン、空間を体験できる 

新たな施設を出店します。 

 

■会社概要 

社名： サントリー酒類株式会社 

所在地：   〒135-8631 東京都港区台場 2-3-3 

代表者： 社長 相場 康則 

事業内容：  国内・海外の酒類事業 

 

 

 

 

ソフトバンクモバイル株式会社 

            

■出店内容 

新しい接客スタイルを導入し、お客さまにあった「ケータイ」「サービス」「コンテンツ」をじっくりご提案させ

ていただきます。グランフロント大阪にお越しの際は、新しいかたちのソフトバンクショップに是非お立ち

寄りください。 

 

■会社概要 

社名：  ソフトバンクモバイル株式会社 

所在地：  東京都港区東新橋 1 丁目 19 番地 1 号 

代表者：    代表取締役社長 兼 CEO 孫正義 

サービス開始日： 1994 年 4 月 1 日 

事業内容：  移動体通信サービスの提供 

  携帯端末の販売など、移動体通信サービスに関連する事業 



 

ダイキン工業株式会社       

 

■出店内容 

空気との触れ合いと体感を通じて豊かで心地よい暮らしを提案、さらに、 

最新空調機器とシステムで快適と省エネの両立を提案するソリューションプラザ 

『フーハ大阪』を出店します。 

 

■会社概要 

社名：  ダイキン工業株式会社 

本社所在地： 大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 12 号 梅田センタービル 

代表取締役： 取締役会長 兼 CEO 井上 礼之 

  取締役社長 兼 COO 十河 政則 

設立：  1934 年 2 月 11 日 

事業内容：  空調・冷凍機、化学、油機及び特機製品の製造（工事施工を含む）、販売 

 

 

 

日本サブウェイ株式会社                   

       

■出店内容 

植物工場併設型の店舗 

サブウェイは植物工場を併設した近未来型の店舗を出店します。 

また植物工場だけでなく、野菜の栽培方法で代表的な露地栽培（畑）と最新技術の栽培方法の植物工

場が共存した空間で、近未来の農業をイメージ出来る場所として情報発信をしていきます。都会の真ん

中で野菜や植物工場が身近に感じられる場所としてお気軽にお立ち寄りください。 

 

■ 会社概要 

社名： 日本サブウェイ株式会社 

代表者： 代表取締役社長 伊藤 彰 

所在地： 東京都港区赤坂 3-8-8 赤坂フローラルプラザビル 4 階 

設立： 1991 年 10 月 

事業内容： 「サブウェイ」は 1965 年アメリカ、コネチカット州で 1号店を開店しました。お客様のお好みに

合わせてサンドイッチをお作りするというオーダーメイドスタイルが世界各国で支持されてい

ます。サントリーホールディングスが日本におけるマスターフランチャイズ権を取得し日本サ

ブウェイ株式会社を設立。2012 年 9 月 30 日現在、全国に 388 店舗、世界では 100 ヶ国約

37,000 店舗を展開しております。 

 



 

ピーロート・ジャパン株式会社       

 

■出店内容 

ワインメーカーならではの、生産者同志のネットワークを駆使し、 

ナレッジキャピタルにおける「World Wine Bar by Pieroth」は、 

どなたでも親しみやすい、ワインでつながる交流の場を提供していきます。 

 

■会社概要 

社名： ピーロート・ジャパン株式会社（www.pieroth.jp） 

所在地： 〒108-0075 東京都港区港南 2 丁目１３番３１号 

電話番号： (03)3458-4455  FAX 番号： (03)3458-4538 

創業： 1969 年 4 月 1 日 創業 

代表者： 代表取締役社長 Dr. ヨハネス・ピーロート  

 代表取締役営業部門担当 ローラン・フェーブル  

 代表取締役財務部門担当 ディルク・シュメル 

事業内容： ワイン及びスピリッツの輸入、販売 

 

 

 

株式会社ボーネルンド       

     

■出店内容 

親子で遊ぶ室内あそび場かつ２１世紀の新しい子育て支援施設である「キドキド」と、世界のあそび道具

の店「ボーネルンドショップ」が合体した複合施設「ボーネルンドあそびのせかい」を出店し、“あそび”を

通して子どもの健やかな成長を応援します。 

 

■会社概要 

社名：  株式会社ボーネルンド 

所在地：  東京都渋谷区神宮前１−３−１２ 

代表取締役： 中西弘子 

設立：  １９８１年７月７日 

事業内容： 屋内外のあそび環境づくり、教育玩具の輸入・開発・販売、親子の室内あそび場 

        「キドキド」の企画開発・運営 



 

ロート製薬株式会社        

    

■出店内容 

ロート製薬が、世界中の人々の未来の健康、美そして癒しのために、 

”よろこビックリ”空間を提供し、驚喜（オドロキ）の環を 

より多くの人にお届けするために出店します。 

 

■会社概要 

社名：  ロート製薬株式会社 

創業：  1899 年（明治 32 年）2 月 22 日  

資本金： 6,405 百万円 

代表者：  代表取締役会長（CEO） 山田 邦雄  

   代表取締役社長（COO） 吉野 俊昭  

事業内容：  医薬品・化粧品・機能性食品等の製造販売 

 

 

 

 


