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ぼくが色々な
質問に
答えました！

そうだったのか！ 
グランキューブ大阪！！
東洋のマンハッタン島こと中之島のランドマーク、グランキューブ大阪の“本当の魅力”をご存知でしょうか？
実はこの建物、著名な建築家であった故・黒川紀章氏の作品です。
彼の思想に基づき、細部までこだわり抜いて設計された館内には隠れた発見がいっぱい。
驚きに満ちたグランキューブ大阪を、誌上探検してみましょう。

キューブくん

建築    思い
■黒川紀章氏の思想

緑    テクノロジー
■自然を感じられる広場

和    現代
■共生のデザイン

メカニカルウェハー    空間
■設備と会議場のサンドイッチ

1 2

大阪　  発見特  集

黒川氏は「メタボリズム」という建築理論を提唱した
人物の一人であり、彼の作品は「共生の思想」という

コンセプトに基づいて設計されています。これらは「機械の
時代から生命の時代へ」という黒川氏の持つテーマを表現するための重要なキーワードと言えます。

この記事は、企業と大学が連携して取り組む課題解決型授業「PBL」の一環として、関西外国語大学の学生が作成しました。参考文献：GA JAPAN ENVIRONMENTAL DESIGN 44号 pp.28-33（2000/ADA エディタトーキョー）、新建築5月号 pp.88-91（2000/新建築社）、株式会社 黒川紀章建築都市設計事務所、大阪国際会議場コンペ資料

1986年 フランス建築アカデミー
ゴールドメダル

1992年 日本芸術院賞
2007年 正四位旭日重光章

・国立民族学博物館
・大阪府警察本部
・中銀カプセルタワー
・国立新美術館

1934年～2007年（享年73歳）
愛知県 名古屋市 生まれ

黒川  紀章 KUROKAWA  KISHO

代 表 作 代表賞歴

■出身大学
京都大学　東京大学大学院

黒川紀章氏とは、
どんな建築家ですか？

A
Q

Q

Q

Q

10mの高さの木を全く光の当たらない場所で育てるには、水の与え方と太陽光の当て方に工夫
が必要でした。水は、天井から撒けるスプリンクラーがあったのですが、通行人が濡れてしまうの

で、人が濡れずに効率的に水を与えられる噴霧器を使用しています。光は、屋上の集光器から管を通し、
それぞれの木に自然太陽光を与えるためのランプを1本の木に6個ずつ設置しました。

1 階の広場にある木は
どのように育てているのですか？

A

グランキューブ大阪のドアの取っ手は
変わった形をしていますよね？

屋上庭園とは
どのようなものですか？

グランキューブ大阪は
現代的な建物ですね。

そうですね。しかし、内装は「共生の思想」に基づいて和のイメージで
設計されました。例えば、屋上庭園や特別会議場の取っ手などに見ら

れるデザインがそうですね。

A

当初計画していた東側の「国立国際美術館」や「市立科学館」から延びる歩道と、北側にある堂
島川沿いの緑道を、この建物によって遮断してしまわないようにオープンな広場を設けました。施

工主からは「会議場として利用できるスペースが減ってしまう」と反対されましたが、周辺の市民は「広場
があることで緑道とつながり、開放感があって気持ちが良い」と大賛成。現在、当初の計画とは違って南
側がふさがってしまいましたが、堂島川からの緑道は風通しも良いので、ぜひ一度歩いてみてください。

A

「メタボリズム」とは内臓脂肪が多く、高血圧な人……ではなく（笑）、生物学用語の新陳代謝・循環のことを表
します。それを建築と都市理論に適用しようという考え方、つまり変化に適応していける建築物を設計する思想

です。そして「共生の思想」というのは「自然と建築」、「歴史と未来」のような二つの異質なものを組み合わせて一つの
場所に共存させるという考え方です。

「メタボリズム」と「共生の思想」とは何ですか？

A

国際会議場として必要とされた広さに対し敷地面積
が狭かったので、建物は必然的に積層という方式を取

らなければなりませんでした。

一般的に会議場は横長ですが、
なぜグランキューブ大阪は縦長のフォルムなのですか？

A

「メカニカルウェハー（冷却塔、空調機、変電施設な
どが配置されている空間のこと）」を有効活用してい

ることです。設計初期の頃は、設備を全て地下室に集中させ、
そこから上階へと機能を供給していこうと考えられていたそう
です。しかし供給の為の空調ダクトや配管、配線などを通す
ことで設備スペースに多くの面積が必要となり、空間を大事
にする黒川氏のコンセプトから、メカニカルウェハーの考え
方が取り入れられました。メカニカルウェハーは階層の間に
サンドイッチされており、機能の維持や管理、設備の取り換
えが容易であり、黒川氏の思想である「メタボリズム」につ
ながっています。

設備の特徴はありますか？

A

メカニカルウェハー

ふんむき くだ

なぜ広場を設けたのですか？

12階にある“水と柱の空間”です。ゆったりとたたえられた水面は天
の恵みを象徴しており、空へ向かって伸びるような柱は和を感じられ

る淀川の「葦」を表現しているそうです。この庭園には天井がなく、空間がダ
イナミックに広がっているので、エネルギーを感じる場所。この建物のコンセ
プトである「生命力」が、ここから吹きだしているような錯覚さえ覚えます。

A

あの取っ手もフラクタル理論に基づいて黒川紀章氏によりデザインさ
れました。フラクタルデザインというのは「複雑な形」という意味です。

この取っ手の形は和歌山の紀の川の流れの不連続性を表しており、色は日
本の伝統色である朱色を用いています。その他にも、松葉をイメージした床
のデザインなど、各フロアで和のデザインが取り入れられています。

A

※写真は開業当時のものです。現在は植栽が変わっています。

Q

Q

Q

Q

Q

メカニカルウェハーの内部

12階にある屋上庭園

紀の川をイメージした取っ手 松葉をイメージした絨毯

屋上にある集光器

折り紙風の内装壁

１階の広場
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水の都、中之島。
思い出に残る学会やイベントは
グランキューブ大阪で。

◆申込みおよび問合せ窓口
株式会社大阪国際会議場｠営業部
〒530-0005｠大阪市北区中之島５丁目３番５１号
ＴＥＬ．０６－４８０３－５５５５　ＦＡＸ．０６－４８０３－５６２０
http://www.gco.co.jp/ 

詳細はウェブサイトをご確認いただくか、右記までお問い合わせください。

　日本薬剤師会創立120周年を迎えた今年、大阪で13年ぶりに第
46回日本薬剤師会学術大会を開催いたしました。
　これまでの先輩薬剤師の足跡を踏まえて、国民の期待に応えるこ
とができる薬剤師を目指すことが新たな使命であるという想いを込
め、大会のテーマを「薬剤師の新たな使命～ 120年の歴史を踏まえ
て～」とし、過去最高の15,135名が参加されました。
（公益社団法人日本薬剤師会/一般社団法人大阪府薬剤師会）

第46回日本薬剤師会学術大会
in OSAKA

2013年9月22日（日）～23日（月・祝）／全館

STROKE2014
2014年3月13日（木）～3月15日（土）／全館

創立120周年を迎えて、気持ちも新たに。
過去最高の15,135名が参加した学術大会

　高齢化社会を迎える日本におい
て、脳卒中は国民病ともいえる重
要な疾患です。この度、2014年3
月に脳卒中に関する日本最大級
の学術集会『STROKE2014』が
開催されます。例年どおり、日本
脳卒中学会、日本脳卒中の外科
学会、スパズムシンポジウムの3
学会合同での開催であり、医師や
看護師など約5,000人の医療従
事者の参加が見込まれています。
　今年は「脳卒中学－新時代を切
り開く－」をテーマとし、診断・治
療・社会的取り組みなどにおける脳卒中診療の新局面について知識を深
めることができる内容となっています。
（第39回日本脳卒中学会総会　会長　吉峰俊樹　大阪大学大学院医学
系研究科脳神経外科学教授／第43回日本脳卒中の外科学会学術集会　
会長　山田和雄　名古屋市立大学脳神経外科教授／第30回スパズム・
シンポジウム　会長　大熊洋揮　弘前大学脳神経外科教授）

　本学術講演会は呼吸器の領域
ではわが国最大の学会になりま
す。「和魂和才の時代を拓く」を
テーマに掲げ、「医科学の真理を
追究するため、日本発の独創的・
創造的な研究成果を発表し討論
する医学会であろう」との理念の
もと準備を進めております。学会
に参加する医師と大阪市民とを
つなぐ「市民と医療関係者のた
めの公開講座」も企画し、バイオ
研究者から日本刀の刀匠に転向
された久保善博先生、和漢薬分
野で第一人者の寺澤捷年先生か
らご講演を頂きます。多くの皆様
のご参加をお待ちしております。

医療従事者約5,000人が参加予定。
脳卒中診療の最先端を知る学術集会

第54回日本呼吸器学会
学術講演会

2014年4月25日（金）～27日（日）／全館

呼吸器の領域において、日本最大の規模。
市民参加の公開講座も企画しています

　ダスキン創業50周年記念大会が創業の地・大阪で開催され、全
国の加盟店オーナーをはじめとする3,300人が参加しました。大会
では、創業の理念と歴史を再確認し新時代へのビジョンを示す「祈
念大会」とダスキンの未来を体感する「ビジネスショー」を通して、
ダスキンの次の50年を切り開く意欲を高める大会になりました。
（ダスキン創業50周年記念事業総合事務局  事務局長  辻俊英）

ダスキン
創業50周年記念大会

2013年10月4日（金）～10月5日（土）／全館

ダスキン創業の地、大阪で開催され
加盟店オーナーをはじめ3,300人が参加

　国際異種移植学会（IXA）は、国際移植学会（TTS）の分科会で、
2年ごとに多くは欧米で開催され第12回を迎えました。今回は、世
界21カ国から282名（日本98名）のまさに第一線の研究者が参加
し、現在WHOに登録され進んでいるブタ膵島移植の臨床を始め、
遺伝子改変ブタの開発や、サルへの臨床前移植実験など、世界での
この分野の進展が紹介されました。
　共催のiABO・HI国際会議でも世界の再先端の研究成果及び実
績の情報交換が行なわれました。
（会長　宮川周士　大阪大学大学院医学系研究科外科学講座小児
成育外科学・臓器移植学准教授）

第12回  国際異種移植学会及び
iABO・HI国際会議
2013年11月10日（日）～13日（水）／12階特別会議場ほか

世界21ヵ国から第一線の研究者が
数多く参加し､研究成果の進展を紹介

　グランキューブ最上階の特別会議場にて、アジア8カ国の大学研
究者約200名が集い、日本において3回目となる本会議が開催され
ました。主賓としてタイ国マヒドン王女をお迎えし、キーノート講演
を行って頂きました。また、参加者のほぼ全員が口頭およびポスター
発表にて最新の研究成果を紹介し、活発な議論が交わされた４日
間でした。特に、主会場となった特別会議場は、講演しやすく、聞き
やすいとのことで海外参加者にも大変好評でした。なお、本会議は
日本学術振興会のアジアコアプログラムの一環として開催され、大
阪大学、千葉大学、京都大学の先生方によって運営されました。
（実行委員長  村田道雄  大阪大学大学院理学研究科教授）

ICCEOCA-8（NICCEOCA-4）
第8回アジア最先端有機化学国際会議
2013年11月25日（月）～28日（木）／12階特別会議場ほか

アジア各国の有機化学研究者が
最先端研究成果を発表

（会長　河野修興　広島大学大学院医歯薬保健学研究院分子内科学教授）

グランキューブ大阪の学会・イベント

REPORTPICK UP 3月以降のプログラム 開催されたプログラム

京阪中之島線の駅から直結のアクセス。
黒川紀章氏が設計した堂々たる建築。
少人数の会議から大規模な展示会まで
目的に合わせた多彩なスペースを備えています。
まずはご相談ください。グランキューブ大阪なら、
思い出に残る催しが実現できます。

サービスメニュー

●ケータリングサービス
●イベントサポート
　（記念写真、ベビーシッター、宿泊施設案内、送迎バス、筆耕、打ち上げパーティなど）

●会社紹介サービス
　（看板、装花、ディスプレイ、電気工事、ビデオ撮影、人材派遣など）

●ビジネスセンター
　（コピー、ファックス、印刷、製本、名刺、宅配便、文房具など）
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これから開催される学会をご紹介。
どちらも多くの参加者が集う、大規模イベントです。

2013年の秋から冬にかけて開催された
学会やイベントの一部をご報告します。



3 4

水の都、中之島。
思い出に残る学会やイベントは
グランキューブ大阪で。

◆申込みおよび問合せ窓口
株式会社大阪国際会議場｠営業部
〒530-0005｠大阪市北区中之島５丁目３番５１号
ＴＥＬ．０６－４８０３－５５５５　ＦＡＸ．０６－４８０３－５６２０
http://www.gco.co.jp/ 

詳細はウェブサイトをご確認いただくか、右記までお問い合わせください。

　日本薬剤師会創立120周年を迎えた今年、大阪で13年ぶりに第
46回日本薬剤師会学術大会を開催いたしました。
　これまでの先輩薬剤師の足跡を踏まえて、国民の期待に応えるこ
とができる薬剤師を目指すことが新たな使命であるという想いを込
め、大会のテーマを「薬剤師の新たな使命～ 120年の歴史を踏まえ
て～」とし、過去最高の15,135名が参加されました。
（公益社団法人日本薬剤師会/一般社団法人大阪府薬剤師会）

第46回日本薬剤師会学術大会
in OSAKA

2013年9月22日（日）～23日（月・祝）／全館

STROKE2014
2014年3月13日（木）～3月15日（土）／全館

創立120周年を迎えて、気持ちも新たに。
過去最高の15,135名が参加した学術大会

　高齢化社会を迎える日本におい
て、脳卒中は国民病ともいえる重
要な疾患です。この度、2014年3
月に脳卒中に関する日本最大級
の学術集会『STROKE2014』が
開催されます。例年どおり、日本
脳卒中学会、日本脳卒中の外科
学会、スパズムシンポジウムの3
学会合同での開催であり、医師や
看護師など約5,000人の医療従
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会長　山田和雄　名古屋市立大学脳神経外科教授／第30回スパズム・
シンポジウム　会長　大熊洋揮　弘前大学脳神経外科教授）

　本学術講演会は呼吸器の領域
ではわが国最大の学会になりま
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追究するため、日本発の独創的・
創造的な研究成果を発表し討論
する医学会であろう」との理念の
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医療従事者約5,000人が参加予定。
脳卒中診療の最先端を知る学術集会

第54回日本呼吸器学会
学術講演会

2014年4月25日（金）～27日（日）／全館

呼吸器の領域において、日本最大の規模。
市民参加の公開講座も企画しています
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やすいとのことで海外参加者にも大変好評でした。なお、本会議は
日本学術振興会のアジアコアプログラムの一環として開催され、大
阪大学、千葉大学、京都大学の先生方によって運営されました。
（実行委員長  村田道雄  大阪大学大学院理学研究科教授）
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これから開催される学会をご紹介。
どちらも多くの参加者が集う、大規模イベントです。

2013年の秋から冬にかけて開催された
学会やイベントの一部をご報告します。
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下福島公園

レストラン  ヴァリエ

バラガン
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★五感

チェディルアン

ベルジアン・ビアカフェ バレルねぎ焼  やまもと

マジーア アルチェントロ

エル・ポニエンテ

中之島でおいしい世界旅行！ 各国のグルメで賑わう街。

ねぎ焼  やまもと

黒豆マドレーヌ「ええもん」

バラガン

EL PONIENTE（エル・ポニエンテ）

御馥（イーフー）

CHEDI LUANG（チェディルアン） 淀屋橋

マジーア アルチェントロ

レストラン  ヴァリエ

Belgian Beer CAFE BARREL
（ベルジアン・ビアカフェ バレル）
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国際会議が催されるグランキューブ周辺は、食のインターナショナル・エリアでもあります。
各国のレストランが集まっているので、イベントや学会後に世界の食べ歩きはいかが？

ナカノシマップ・トリップ

Nakanoshimap
Trip

素材の美味しさを追求した、
日本のマドレーヌ「ええもん」
しっとりとした口触りとほのかに香るバター。「ええもん」は、米粉や小麦
粉など全て国産素材にこだわって作られた、カステラ風の素朴なマドレー
ヌです。中に入っている大粒の黒豆がアクセントとなっていくつでもいけ
そう。大阪の洋菓子ブランド「五感」が誇る老若男女に人気の1品です。

おみやげにいかが ?

“元祖ねぎ焼”の名店とし
て知られる「やまもと」。
粉もんにうるさい大阪人
も納得の味で、いつもに
ぎわっています。人気のメ
ニューは、すじねぎ焼。生
地からこぼれるほど大量
のねぎとやわらかく煮た
すじ肉が相性抜群で、ボ
リュームたっぷりの1枚も
ぺろり。

■DATA
五感　中之島ダイビル店
住所／大阪市北区中之島3-3-23 
中之島ダイビル1F  
☎06-6225-3303  
営業時間／（月～金）9：30～19：
00  （土）10：00～18：00 
休／日祝  アクセス：京阪中之島線
「渡辺橋駅」（地下直結） 徒歩1分 
地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」（地下
直結） 徒歩4分

今月の逸品

昭和40年頃創業、ずっと変わらない大阪の味

京阪渡辺橋駅の構内に、ひときわ目立つ異国情緒あふれるお店。自慢料理
はもちろんタコスで、トルティーヤに色々な具がたくさん添えられており、自
分好みの組み合わせできるのが“うれしたのしい”のです。大きな口でパクリ
とかぶりつけば、ジューシーなお肉とピリ辛ソースに大満足！

駅直結がうれしいカジュアル・メキシカン 美味なるフレンチと極上空間に酔いしれる

窓から、中央公会堂が一
望。最高のロケーション
でスペイン料理を楽しめ
るお店です。おすすめは
海の幸たっぷりのパエリ
ア。素材の旨味をぎゅっ
と閉じ込めたさすがの一
皿です。オーナーこだわ
りのワインも豊富な品揃
えで、食事の楽しみを盛
り上げてくれます。

スペインの郷土料理と名醸造所のワインを召し上がれ

■DATA
住 所／大 阪 市 北 区中之 島
3-2-30  京阪渡辺橋駅B1F  ☎
06-6222-8868  営業時間／
（月～金）11：00～15：00・17：
30～23：00（L.O.22:30）  休／
土日祝

店内は壁一面がガラス張りのモダン空間。伝説の名店“アルチェントロ”を
手がけたカリスマシェフが織りなす、高感度なイタリア料理が味わえます。昼
は一口ワインで楽しむ気軽なランチ、夜は旬の食材とワインのマリアージュ
を堪能できる「マッチングコース」がおすすめ。割烹の技法を用いた斬新なイ
タリアンは美味なる驚きに満ちています。

堂島川リバーフロントで旬素材のイタリアン

■DATA
住 所／大 阪 市 福島 区福島
1-1-20（ABC朝日放送となり）   
☎06-6452-7771  営業時間
／11:30～15:00（L.O.14:30）・
18:00～23:00（L.O.22:00）   
休／不定休

地ビール王国ベルギーのビアカフェが中之島に登場。60種類以上のボトル
ビール、4種類以上の樽生が楽しめるビール天国です。もちろんフードもバラ
エティ豊かにずらり。お酒が進み過ぎる危険地帯、心して行きましょう！

60種類以上のベルギービールに、何度でも乾杯！

■DATA
住 所／大 阪市中央 区北 浜
4-7-28住友ビルディング2号館
1F  ☎06-6233-0455  営業時
間／（月～金）11:30～14:00・
17:00～22:00  （土）17:00～
22:00  休／日祝

■DATA
住所／大阪市中央区北浜2-1-21つねなりビル1F  ☎
06-6220-6868  営業時間／11：30～14：00（L.O.）・17：
30～23：00（L.O.22：00）  休／日

料理長自ら市場で素材を仕入れ、
調味料も本土から取り寄せた本
格中華です。名物の麻婆豆腐は、
辛いだけでなく奥深さに驚かされ
る逸品。7,350円以上のコースで
はフカヒレや北京ダックなど高級
食材も味わえます。

目に鮮やか舌にスパイシー。四川料理の奥深さに驚く

■DATA
住所／大阪市北区中之島3-3-23 中之島
ダイビル3F  ☎06-6225-2988  営業時
間／11:30～14:00（L.O.）・17:30～21:00
（L.O.）  休／無休（日曜・祝日はご予約のみ
承ります）

重厚な扉の向こうには、美食のパラダイス。福島で絶大な人気を誇り、2009
年に中之島へ移転したフレンチレストランです。厳選した最高級の素材を使
い、フランス二つ星のお店で修行したシェフが供するメニューは、まさに味わ
う芸術です。

■DATA
住所／大阪市北区中之島
3-3-23  中之島ダイビル2F  
☎06-4803-0999  営業時
間／11：30～14：00（L.O.）・
18：00～21：00（L.O.）   休
／月（祝日の場合はその翌
日）

■DATA
住所／大阪市福島区福島1-1-51 堂島クロスウォーク  ☎
06-4798-8220  営業時間／11：30～22：00（L.O.）  休／
不定休

本場出身のシェフが作る
伝統料理は、日本では4
店しかない、タイ政府お
墨付きの五つ星認定。独
特の「酸・辛・旨」が味わ
える様々な料理は、どれ
もさすがのクオリティで
す。多彩なメニューを全
部食べたい！ならランチ
ビュッフェがおすすめ。

関西初、タイ料理の五つ星認定レストラン

■DATA
住所／大阪市中央区北浜4-7-28住友ビルディング2号館1F  
☎06-6209-2000  営業時間／（月～金）11:30～14:30
（L.O. 14：00）・17:30～23:00（L.O. 22：30） （土日祝）
11:30～15：30（L.O. 15：00）・17：00～23：00（L.O.22：
30）  休／無休

「グランキューブ便りを見たよ」と言っていただくか、
広報誌を持って来店されたお客さまは、
メキシコビールテカテ600円➡280円に！
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中之島でおいしい世界旅行！ 各国のグルメで賑わう街。

ねぎ焼  やまもと

黒豆マドレーヌ「ええもん」

バラガン

EL PONIENTE（エル・ポニエンテ）

御馥（イーフー）

CHEDI LUANG（チェディルアン） 淀屋橋

マジーア アルチェントロ

レストラン  ヴァリエ

Belgian Beer CAFE BARREL
（ベルジアン・ビアカフェ バレル）
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国際会議が催されるグランキューブ周辺は、食のインターナショナル・エリアでもあります。
各国のレストランが集まっているので、イベントや学会後に世界の食べ歩きはいかが？

ナカノシマップ・トリップ

Nakanoshimap
Trip

素材の美味しさを追求した、
日本のマドレーヌ「ええもん」
しっとりとした口触りとほのかに香るバター。「ええもん」は、米粉や小麦
粉など全て国産素材にこだわって作られた、カステラ風の素朴なマドレー
ヌです。中に入っている大粒の黒豆がアクセントとなっていくつでもいけ
そう。大阪の洋菓子ブランド「五感」が誇る老若男女に人気の1品です。

おみやげにいかが ?

“元祖ねぎ焼”の名店とし
て知られる「やまもと」。
粉もんにうるさい大阪人
も納得の味で、いつもに
ぎわっています。人気のメ
ニューは、すじねぎ焼。生
地からこぼれるほど大量
のねぎとやわらかく煮た
すじ肉が相性抜群で、ボ
リュームたっぷりの1枚も
ぺろり。

■DATA
五感　中之島ダイビル店
住所／大阪市北区中之島3-3-23 
中之島ダイビル1F  
☎06-6225-3303  
営業時間／（月～金）9：30～19：
00  （土）10：00～18：00 
休／日祝  アクセス：京阪中之島線
「渡辺橋駅」（地下直結） 徒歩1分 
地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」（地下
直結） 徒歩4分

今月の逸品

昭和40年頃創業、ずっと変わらない大阪の味

京阪渡辺橋駅の構内に、ひときわ目立つ異国情緒あふれるお店。自慢料理
はもちろんタコスで、トルティーヤに色々な具がたくさん添えられており、自
分好みの組み合わせできるのが“うれしたのしい”のです。大きな口でパクリ
とかぶりつけば、ジューシーなお肉とピリ辛ソースに大満足！

駅直結がうれしいカジュアル・メキシカン 美味なるフレンチと極上空間に酔いしれる

窓から、中央公会堂が一
望。最高のロケーション
でスペイン料理を楽しめ
るお店です。おすすめは
海の幸たっぷりのパエリ
ア。素材の旨味をぎゅっ
と閉じ込めたさすがの一
皿です。オーナーこだわ
りのワインも豊富な品揃
えで、食事の楽しみを盛
り上げてくれます。

スペインの郷土料理と名醸造所のワインを召し上がれ

■DATA
住 所／大 阪 市 北 区中之 島
3-2-30  京阪渡辺橋駅B1F  ☎
06-6222-8868  営業時間／
（月～金）11：00～15：00・17：
30～23：00（L.O.22:30）  休／
土日祝

店内は壁一面がガラス張りのモダン空間。伝説の名店“アルチェントロ”を
手がけたカリスマシェフが織りなす、高感度なイタリア料理が味わえます。昼
は一口ワインで楽しむ気軽なランチ、夜は旬の食材とワインのマリアージュ
を堪能できる「マッチングコース」がおすすめ。割烹の技法を用いた斬新なイ
タリアンは美味なる驚きに満ちています。

堂島川リバーフロントで旬素材のイタリアン

■DATA
住 所／大 阪 市 福島 区福島
1-1-20（ABC朝日放送となり）   
☎06-6452-7771  営業時間
／11:30～15:00（L.O.14:30）・
18:00～23:00（L.O.22:00）   
休／不定休

地ビール王国ベルギーのビアカフェが中之島に登場。60種類以上のボトル
ビール、4種類以上の樽生が楽しめるビール天国です。もちろんフードもバラ
エティ豊かにずらり。お酒が進み過ぎる危険地帯、心して行きましょう！

60種類以上のベルギービールに、何度でも乾杯！

■DATA
住 所／大 阪市中央 区北 浜
4-7-28住友ビルディング2号館
1F  ☎06-6233-0455  営業時
間／（月～金）11:30～14:00・
17:00～22:00  （土）17:00～
22:00  休／日祝

■DATA
住所／大阪市中央区北浜2-1-21つねなりビル1F  ☎
06-6220-6868  営業時間／11：30～14：00（L.O.）・17：
30～23：00（L.O.22：00）  休／日

料理長自ら市場で素材を仕入れ、
調味料も本土から取り寄せた本
格中華です。名物の麻婆豆腐は、
辛いだけでなく奥深さに驚かされ
る逸品。7,350円以上のコースで
はフカヒレや北京ダックなど高級
食材も味わえます。

目に鮮やか舌にスパイシー。四川料理の奥深さに驚く

■DATA
住所／大阪市北区中之島3-3-23 中之島
ダイビル3F  ☎06-6225-2988  営業時
間／11:30～14:00（L.O.）・17:30～21:00
（L.O.）  休／無休（日曜・祝日はご予約のみ
承ります）

重厚な扉の向こうには、美食のパラダイス。福島で絶大な人気を誇り、2009
年に中之島へ移転したフレンチレストランです。厳選した最高級の素材を使
い、フランス二つ星のお店で修行したシェフが供するメニューは、まさに味わ
う芸術です。

■DATA
住所／大阪市北区中之島
3-3-23  中之島ダイビル2F  
☎06-4803-0999  営業時
間／11：30～14：00（L.O.）・
18：00～21：00（L.O.）   休
／月（祝日の場合はその翌
日）

■DATA
住所／大阪市福島区福島1-1-51 堂島クロスウォーク  ☎
06-4798-8220  営業時間／11：30～22：00（L.O.）  休／
不定休

本場出身のシェフが作る
伝統料理は、日本では4
店しかない、タイ政府お
墨付きの五つ星認定。独
特の「酸・辛・旨」が味わ
える様々な料理は、どれ
もさすがのクオリティで
す。多彩なメニューを全
部食べたい！ならランチ
ビュッフェがおすすめ。

関西初、タイ料理の五つ星認定レストラン

■DATA
住所／大阪市中央区北浜4-7-28住友ビルディング2号館1F  
☎06-6209-2000  営業時間／（月～金）11:30～14:30
（L.O. 14：00）・17:30～23:00（L.O. 22：30） （土日祝）
11:30～15：30（L.O. 15：00）・17：00～23：00（L.O.22：
30）  休／無休

「グランキューブ便りを見たよ」と言っていただくか、
広報誌を持って来店されたお客さまは、
メキシコビールテカテ600円➡280円に！
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　イベントの休憩時間に、簡単に小腹を満たしたい…そんなニーズ
に応えて、大切にしているのは“お待たせしない”こと。シンプルで簡
単、けれどリーガロイヤルブランドのクオリティにもこだわったメ
ニューをご提供しています。ケーキ類はもちろん、サンドイッチやパ
ニーニ用のパンもホテル製。試行錯誤を重ねて、カフェキューブ用に
特別に焼いています。またコーヒー、紅茶もこだわりの豆や茶葉を使
用。お客様からは「ひと味ちがうね」と喜んでいただいています。

グランキューブ情報局

シェフからのメッセージ

リーガロイヤルホテルのケーキやパンが味わえる。
待ち合わせや休憩に、
気軽に寄りたいカフェスペース。

グランキューブ大阪に隣接するウォーターフロント、
中之島BANKSに「冬のビアガーデン」が登場。

広 と々した無柱空間は、レイアウトも演出も思いのまま。
スペースを分割して使用することも可能です。

Osaka 
International 
Convention 
Center 
Information

　カーブを描くガラス張りの「カフェキューブ」はモダンで明るい空間。イベントやコン
サートの待ち合わせや休憩時間に利用できる、カジュアルなカフェスペースです。メ
ニューはサンドイッチやパニーニ、カレーなどの軽食に加えて、スイーツ系がとっても
充実。リーガロイヤルホテル「メリッサ」のケーキや、プリンアラモード、パフェ、ワッフ
ル…甘党にはうれしいラインナップがずらり。最新のエスプレッソマシンを備えており、
コーヒーやカフェラテもおいしいと評判です。生ビールやグラスワインもあるので
「ちょっと飲みたい」リクエストにも応えます。

川沿いの水上デッキにテントを張った、その名も「みんなの牡蠣小屋」。
東北から直送した牡蠣や魚介類を、浜焼きスタイルでバーベキューしな
がら味わいます。産地直送だけあって鮮度は抜群。焼きたてのアツア
ツ、プリプリの牡蠣をほおばってビールをゴクリ…冬のビアガーデンも
いいものです。名物の「牡蠣のバケツ量り売り」が1㎏1000円、「地元漁
師オススメ本日の貝盛り合わせ」850円など、価格もかなりお手頃。東北
の復興応援も兼ねた、期間限定のお店です。

火災予防への姿勢が評価されました！
　平成25年10月29日（火）、大
阪市消防局において社団法人
大阪市防火管理協会が開催す
る「平成25年度  優良防火、防
災管理者表彰式」にて弊社も
受賞いたしました。

　この表彰は、事業所における消防用設備等
の維持管理や自衛消防訓練などの防火管理業
務について、常に適正かつ熱心に取り組んで
いる姿勢を評価されたものです。これからも、
お客様の安全、安心のため、火災予防に努めま
す。

　広さ2600平方メートル、高さ9.4ｍという広大な空間。柱が1本もない
から制約を受けない開放的なイベントホールです。レイアウトや演出が
思いのままにできる自由な大空間は、催しの規模に応じて分割が可能。
利用面積が細かく設定できるので、各種展示会やイベント、会議、レセ
プション…と幅広い目的にご利用いただけます。プロジェクターやスク
リーンといった大型映像設備はもちろん完備。設備ピット、バトン、可動
間仕切り、荷物用エレベーターも揃っており、何よりも「使いやすさ」に
重点を置いたホールです。

2F

リーガロイヤルホテル宴会調理部国際会議場調理支配人
前田　治

営業時間／9：00～19：00（L.O.18：30）
座席数／108席
TEL／06-4803-5561

DATA

期間／2014年3月31日まで（好評の場合は延長）　営業時間／平日17：00～22：00
（L.O.21：30）・土日祝12：00～16：00（L.O.15：30）・17：00～22：00（L.O.21：30）　
無休（雨天、荒天は中止の場合あり）　問合せ／TEL 080-9459-0339

DATA

●コーヒー 400円
●紅茶 400円
●カフェラテ 600円
●ミックスジュース 600円
●ケーキセット 700円

●プリンアラモード 750円
●フルーツパフェ 700円
●生ビール 600円
●グラスワイン（赤・白） 600円
●ワッフル＆フルーツ 850円

●ミックスサンドイッチセット 800円
●ホットパニーニセット 800円
●ホットドッグセット 800円
●ビーフカレー（サラダ付き） 1000円

■メニューの一例

■車椅子に加えベビーカーの貸し出しをいたします

■大阪府立国際会議場の次期指定管理者決定について

　4月より、現在2台ある車椅子を10台に、また新たにベビーカーを10台設置
し、ご来館のお客様への貸し出しをいたします。お子様連れのお客様にも安心
して当館をご利用頂けるよう、授乳室も設置いたします。ぜひご利用ください。

　大阪府立国際会議場の平成26年度以降（5年間）の指定管理者が当社（株
式会社大阪国際会議場）に決定いたしました。新生大阪国際会議場を目指し、
大阪の更なる発展と国際化に貢献してまいります。引き続きご愛顧を賜ります
ようお願いいたします。

▲ホットパニーニ ▲ワッフル＆フルーツ

PROFILE●まえだ　おさむ／1986年、株式会社ロイヤルホテル入社。その後リーガロイヤルグループの様々なレストランで腕を
ふるい、リーガロイヤルホテル小倉でリーガトップシェフに。2013年にキューブサンク、及びカフェキューブの調理支配人を担当。

※価格は全て税込です。

利用例

主要設備概要

全体利用

展示会を開催するのに最適
なレイアウトです。

2 分割利用

展示会、会議を開催するのに
最適なレイアウトです。

3 分割利用

レセプション、展示会、会議
を開催するのに最適なレイ
アウトです。

■大型映像設備

■展示用電力
■設備ピット
■バトン
■可動間仕切り
■荷物用エレベーター

移動型プロジェクター
フロントスクリーン（9.4ｍ×12ｍ…1面／6ｍ×8.1ｍ…2面）
1,450kVA
電気、ガス、給排水、通信回路
美術バトン、照明バトン
2分割・3分割利用時に使用
3台（3ｔ、4ｔ、4.5ｔ）

2分割利用（可動間仕切り利用）正面入り口（内側より）

利用例（会議）イベントホール前ロビー

利用例（展示会）利用例（懇親会）

外部と建物をつなぐエントランス空間で
気持ちのモードも切り替えます。
　京阪中之島駅の2番出口を上がれば、目の前には大阪国際会
議場の開放的なピロティ空間が広がります。この「外部と建物を
つなぐエントランス」が、私の好きな場所。好き…というより、毎日
ここを通るたびに公私さまざまな思いを切り分ける、セレモニー
スポットと言えるかもしれません。神社で言えば“鳥居”でしょう
か（笑）。こちらに来られるお客様も同じように、この鳥居を通っ
て「大切な会議やセレモニーに臨む気持ち」や「コンサートとい
う非日常の時間を楽しむ気持ち」を盛り上げていただければと思
います。
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私のお気に入りスポット 営業部　誘致一課　主任  日下　典之
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　イベントの休憩時間に、簡単に小腹を満たしたい…そんなニーズ
に応えて、大切にしているのは“お待たせしない”こと。シンプルで簡
単、けれどリーガロイヤルブランドのクオリティにもこだわったメ
ニューをご提供しています。ケーキ類はもちろん、サンドイッチやパ
ニーニ用のパンもホテル製。試行錯誤を重ねて、カフェキューブ用に
特別に焼いています。またコーヒー、紅茶もこだわりの豆や茶葉を使
用。お客様からは「ひと味ちがうね」と喜んでいただいています。

グランキューブ情報局

シェフからのメッセージ

リーガロイヤルホテルのケーキやパンが味わえる。
待ち合わせや休憩に、
気軽に寄りたいカフェスペース。

グランキューブ大阪に隣接するウォーターフロント、
中之島BANKSに「冬のビアガーデン」が登場。

広 と々した無柱空間は、レイアウトも演出も思いのまま。
スペースを分割して使用することも可能です。

Osaka 
International 
Convention 
Center 
Information

　カーブを描くガラス張りの「カフェキューブ」はモダンで明るい空間。イベントやコン
サートの待ち合わせや休憩時間に利用できる、カジュアルなカフェスペースです。メ
ニューはサンドイッチやパニーニ、カレーなどの軽食に加えて、スイーツ系がとっても
充実。リーガロイヤルホテル「メリッサ」のケーキや、プリンアラモード、パフェ、ワッフ
ル…甘党にはうれしいラインナップがずらり。最新のエスプレッソマシンを備えており、
コーヒーやカフェラテもおいしいと評判です。生ビールやグラスワインもあるので
「ちょっと飲みたい」リクエストにも応えます。

川沿いの水上デッキにテントを張った、その名も「みんなの牡蠣小屋」。
東北から直送した牡蠣や魚介類を、浜焼きスタイルでバーベキューしな
がら味わいます。産地直送だけあって鮮度は抜群。焼きたてのアツア
ツ、プリプリの牡蠣をほおばってビールをゴクリ…冬のビアガーデンも
いいものです。名物の「牡蠣のバケツ量り売り」が1㎏1000円、「地元漁
師オススメ本日の貝盛り合わせ」850円など、価格もかなりお手頃。東北
の復興応援も兼ねた、期間限定のお店です。

火災予防への姿勢が評価されました！
　平成25年10月29日（火）、大
阪市消防局において社団法人
大阪市防火管理協会が開催す
る「平成25年度  優良防火、防
災管理者表彰式」にて弊社も
受賞いたしました。

　この表彰は、事業所における消防用設備等
の維持管理や自衛消防訓練などの防火管理業
務について、常に適正かつ熱心に取り組んで
いる姿勢を評価されたものです。これからも、
お客様の安全、安心のため、火災予防に努めま
す。

　広さ2600平方メートル、高さ9.4ｍという広大な空間。柱が1本もない
から制約を受けない開放的なイベントホールです。レイアウトや演出が
思いのままにできる自由な大空間は、催しの規模に応じて分割が可能。
利用面積が細かく設定できるので、各種展示会やイベント、会議、レセ
プション…と幅広い目的にご利用いただけます。プロジェクターやスク
リーンといった大型映像設備はもちろん完備。設備ピット、バトン、可動
間仕切り、荷物用エレベーターも揃っており、何よりも「使いやすさ」に
重点を置いたホールです。

2F

リーガロイヤルホテル宴会調理部国際会議場調理支配人
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DATA
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気持ちのモードも切り替えます。
　京阪中之島駅の2番出口を上がれば、目の前には大阪国際会
議場の開放的なピロティ空間が広がります。この「外部と建物を
つなぐエントランス」が、私の好きな場所。好き…というより、毎日
ここを通るたびに公私さまざまな思いを切り分ける、セレモニー
スポットと言えるかもしれません。神社で言えば“鳥居”でしょう
か（笑）。こちらに来られるお客様も同じように、この鳥居を通っ
て「大切な会議やセレモニーに臨む気持ち」や「コンサートとい
う非日常の時間を楽しむ気持ち」を盛り上げていただければと思
います。
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最大天井高16.8ｍの開
放感あふれるドーム型天
井。世界のVIPをお迎えす
る国際会議にふさわしい、
ハイグレードな雰囲気と設
備を備えた空間です。

特別会議場
フロアガイドFloor Guide イベントカレンダーEvent Calendar

Conference room & Hall

Restaurant & Cafe

12F

全25室の会議室が揃って
おり、いずれもフリーアクセ
スフロア。部屋を組み合わ
せることで10名から1,000
名規模の会議、レセプショ
ン、展示会に対応。

会議室
12F・11F・10F・8F・7F・5F

最大2,754名を収容可能
な大空間。国際会議、各
種式典、コンサートまで、可
変ステージによって多彩な
用途に対応する上質の大
規模空間です。

メインホール
5F

柱が1本もない広さ2,600
㎡、高さ9.4ｍの大空間。レ
イアウトも演出も思いのま
ま、各種展示会やイベント、
会議、レセプションに。規模
に応じて分割も可能です。

イベントホール
3F

地上80ｍの最上階から大阪を一望
する最高のロケーション。メニューは
南欧風の洋食メニューが中心です
が、ランチは和定食もご用意してい
ます。個室も2室（6～18名様）あり。

グラントック
12F レストラン

キューブサンク
5F

カフェキューブ
2F

カフェテリア

ティールーム

営業／ 11：00～ 14：00（Ｌ.Ｏ14：00）　TEL ／ 06-6441-1485
※貸切営業の場合もございますので、予めお問い合わせください。
※時間外はご予約にて承ります。

セルフサービススタイルで、上質な
料理を気軽なお値段で楽しめるカ
フェテリアです。
※「Mzone」がご利用いただけます。

営業／ 11：00～ 15：00（Ｌ.Ｏ15：00）　TEL ／ 06-4803-5563
※催事の状況により、営業時間を延長する場合もあります。

モダンなインテリアの中でくつろぎの
ひとときを。喫茶メニューを中心に、
カレーやサンドイッチなどの軽食もご
用意しています。
※「Mzone」がご利用いただけます。

営業／ 9：00～ 19：00（Ｌ.Ｏ18：30）
TEL ／ 06-4803-5561

1月
January

2階客席
後部

株式会社
大阪国際会議場

9F

カフェテリア
キューブサンク

会議室502

会議室501

5F

イベントホール

3F

地下駐車場
エレベータ

案内板

受付

電光掲示板

リーガロイヤル
ホテルへの出入口

正面出入口

地下駐車場入口

地下駐車場出口

プラザステージ

1F
カフェキューブ
ティールーム

2F

10 F会議室
1009会議室

1008

会議室
1003 会議室

1002
会議室
1001

会議室1010

会議室1005

会議室1006

会議室1004

会議室1007

特別会議場

12 F
レストラン
グラントック

屋上庭園

会議室
1202 会議室1203

会議室1201

同時通訳ブース

11 F

ビジネス
センター

会議室1102
会議室1101

同時通訳ブース

1階客席
後部

7F

会議室702
会議室701

同時通訳ブース

2階客席
前部

8F会議室806

会議室802

会議室801

会議室805

会議室804
会議室803

11（土）～12（日）

13（月・祝）

25（土）

25（土）～26（日）

28（火）

第１７回日本病態栄養学会年次学術集会

第１４回天空囲碁大会ｉｎ水都・中之島

青木隆治　ＣＯＮＣＥＲＴ　ＴＯＵＲ　２０１４

日本心エコー図学会第１８回冬期講習会

イ・ジュンギ　アジアツアー２０１４

3月
March

2（日）

8（土）～9（日）

13（木）～15（土）

20（木）

21（金・祝）～22（土）

21（金・祝）

26（水）

OsakaPrix 第15回クラッシックバレエ・コンクール

ＳＴＲＯＫＥ2014　※詳細は3ページ

リクナビＬＩＶＥ 大阪

第13回近畿介護支援専門員研究大会 大阪大会

私立恵比寿中学

平成２５年度　大阪教育大学学位記・修了証書授与式

2月
February

2（日）

6（木）～8（土）

8（土）

9（日）

11（火・祝）

13（木）～14（金）

15（土）

15（土）～16（日）

18（火）～19（水）

22（土）

22（土）

VitaminR W6クエスト☆不良行進曲

第37回日本てんかん外科学会（2/6～7）･第53回日本定位・機能神経外科学会（2/7～8）

「器楽合奏２０１４」

第16回関西ステージマーチングフェスティバル

2014年大阪民医連 学術運動交流集会

大塚商会　実践ソリューションフェア２０１４

リクナビＬＩＶＥ 大阪

OsakaPrix 第15回クラッシックバレエ・コンクール

第56回全国家の光大会

第129回中材業務及び感染対策研究会

「ヤナセ感謝の日　2014」

AEDエレベーター お手洗い
主催者の都合により日時や内容等が変更になる場合がありますので、大阪国際会議場ホームページ（http://www.gco.co.jp/）の「イベントカレンダー」をご確認ください。

身障者用お手洗い 男性用お手洗い 女性用お手洗いエスカレーター

アニメロミックスpresents　田村ゆかりLOVE♡LIVE 2014 Spring
*Fruits Fruits♡Cherry*supported by JOYSOUND



9 10

最大天井高16.8ｍの開
放感あふれるドーム型天
井。世界のVIPをお迎えす
る国際会議にふさわしい、
ハイグレードな雰囲気と設
備を備えた空間です。

特別会議場
フロアガイドFloor Guide イベントカレンダーEvent Calendar

Conference room & Hall

Restaurant & Cafe

12F

全25室の会議室が揃って
おり、いずれもフリーアクセ
スフロア。部屋を組み合わ
せることで10名から1,000
名規模の会議、レセプショ
ン、展示会に対応。

会議室
12F・11F・10F・8F・7F・5F

最大2,754名を収容可能
な大空間。国際会議、各
種式典、コンサートまで、可
変ステージによって多彩な
用途に対応する上質の大
規模空間です。

メインホール
5F

柱が1本もない広さ2,600
㎡、高さ9.4ｍの大空間。レ
イアウトも演出も思いのま
ま、各種展示会やイベント、
会議、レセプションに。規模
に応じて分割も可能です。

イベントホール
3F

地上80ｍの最上階から大阪を一望
する最高のロケーション。メニューは
南欧風の洋食メニューが中心です
が、ランチは和定食もご用意してい
ます。個室も2室（6～18名様）あり。

グラントック
12F レストラン

キューブサンク
5F

カフェキューブ
2F

カフェテリア

ティールーム

営業／ 11：00～ 14：00（Ｌ.Ｏ14：00）　TEL ／ 06-6441-1485
※貸切営業の場合もございますので、予めお問い合わせください。
※時間外はご予約にて承ります。

セルフサービススタイルで、上質な
料理を気軽なお値段で楽しめるカ
フェテリアです。
※「Mzone」がご利用いただけます。

営業／ 11：00～ 15：00（Ｌ.Ｏ15：00）　TEL ／ 06-4803-5563
※催事の状況により、営業時間を延長する場合もあります。

モダンなインテリアの中でくつろぎの
ひとときを。喫茶メニューを中心に、
カレーやサンドイッチなどの軽食もご
用意しています。
※「Mzone」がご利用いただけます。

営業／ 9：00～ 19：00（Ｌ.Ｏ18：30）
TEL ／ 06-4803-5561

1月
January

2階客席
後部

株式会社
大阪国際会議場

9F

カフェテリア
キューブサンク

会議室502

会議室501

5F

イベントホール

3F

地下駐車場
エレベータ

案内板

受付

電光掲示板

リーガロイヤル
ホテルへの出入口

正面出入口

地下駐車場入口

地下駐車場出口

プラザステージ

1F
カフェキューブ
ティールーム

2F

10 F会議室
1009会議室

1008

会議室
1003 会議室

1002
会議室
1001

会議室1010

会議室1005

会議室1006

会議室1004

会議室1007

特別会議場

12 F
レストラン
グラントック

屋上庭園

会議室
1202 会議室1203

会議室1201

同時通訳ブース

11 F

ビジネス
センター

会議室1102
会議室1101

同時通訳ブース

1階客席
後部

7F

会議室702
会議室701

同時通訳ブース

2階客席
前部

8F会議室806

会議室802

会議室801

会議室805

会議室804
会議室803

11（土）～12（日）

13（月・祝）

25（土）

25（土）～26（日）

28（火）

第１７回日本病態栄養学会年次学術集会

第１４回天空囲碁大会ｉｎ水都・中之島

青木隆治　ＣＯＮＣＥＲＴ　ＴＯＵＲ　２０１４

日本心エコー図学会第１８回冬期講習会

イ・ジュンギ　アジアツアー２０１４

3月
March

2（日）

8（土）～9（日）

13（木）～15（土）

20（木）

21（金・祝）～22（土）

21（金・祝）

26（水）

OsakaPrix 第15回クラッシックバレエ・コンクール

ＳＴＲＯＫＥ2014　※詳細は3ページ

リクナビＬＩＶＥ 大阪

第13回近畿介護支援専門員研究大会 大阪大会

私立恵比寿中学

平成２５年度　大阪教育大学学位記・修了証書授与式

2月
February

2（日）

6（木）～8（土）

8（土）

9（日）

11（火・祝）

13（木）～14（金）

15（土）

15（土）～16（日）

18（火）～19（水）

22（土）

22（土）

VitaminR W6クエスト☆不良行進曲

第37回日本てんかん外科学会（2/6～7）･第53回日本定位・機能神経外科学会（2/7～8）

「器楽合奏２０１４」

第16回関西ステージマーチングフェスティバル

2014年大阪民医連 学術運動交流集会

大塚商会　実践ソリューションフェア２０１４

リクナビＬＩＶＥ 大阪

OsakaPrix 第15回クラッシックバレエ・コンクール

第56回全国家の光大会

第129回中材業務及び感染対策研究会

「ヤナセ感謝の日　2014」

AEDエレベーター お手洗い
主催者の都合により日時や内容等が変更になる場合がありますので、大阪国際会議場ホームページ（http://www.gco.co.jp/）の「イベントカレンダー」をご確認ください。

身障者用お手洗い 男性用お手洗い 女性用お手洗いエスカレーター

アニメロミックスpresents　田村ゆかりLOVE♡LIVE 2014 Spring
*Fruits Fruits♡Cherry*supported by JOYSOUND



〈電車〉
●京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」（2番出口）すぐ
●JR大阪環状線「福島駅」から徒歩約10分
●JR東西線「新福島駅」（3番出口）から徒歩約10分
●阪神本線「福島駅」（3番出口）から徒歩約10分
●大阪市営地下鉄「阿波座駅」（中央線1号出口・千日前線9号出口）から徒歩約10分

〈バス〉
●JR「大阪駅」駅前バスターミナルから、 大阪市営バス（53系統 船津橋行）
　または（55系統 鶴町四行）で約15分、「堂島大橋」バス停下車すぐ
●シャトルバスが、「リーガロイヤルホテル」とJR「大阪駅」桜橋口の間で運行しており、ご利用いただけます
　（定員28名）
●中之島ループバス「ふらら」で地下鉄・京阪「淀屋橋駅」（4番出口・住友ビル前）から約15分

●編集･発行/株式会社大阪国際会議場   ●発行日/2014年3月7日   ●http://www.gco.co.jp/

COVER PHOTO STORY 表紙のグランキューブ

この印刷物は環境に配慮した植物油インクを使用しています。
グランキューブ便りは、地球にやさしい広報誌。

　トピックスのコーナーでもご紹介いたしましたが、平成26
年度以降当社が引き続き大阪府立国際会議場の指定管理
者に指定されました。グランキューブ便りにおきましても、ご利
用者の皆さまのお役に立てるよう、また読者の皆さまに有益
な情報提供ができるよう努めてまいります。引き続きご愛読
よろしくお願いいたします。
　関西外国語大学の皆さまには、当会議場の魅力を再発見
して頂きました。PBLを通じて良いご縁ができましたことに大
変感謝いたします。学生の皆さまが社会人になった時、今度
はお客様としてお会いできるのを楽しみにしています。（Ｍ）

　私たちは関西外国語大学国際言語学部の学生です。
ＰＢＬ（課題解決型授業）の一環で広報誌の作成に参
加させていただきました。関西以外から来たメンバーも
多く、「グランキューブ」もその建物も、最初のうちはピ
ンときませんでした。しかし調べていくうちに有名な建
築家の黒川紀章氏がこだわりをもって設計された興味
深い建物だとわかりました。私たちが本編では触れられ
なかった部分もたくさんあるので、またグランキューブ
大阪で見つけてみてください。

編集後記

OSAKA INTERNATIONAL CONVENTION CENTER CORP.

　　　　　　大阪市北区中之島5丁目3番51号
Tel.06(4803)5555（代表） Fax.06(4803)5620

ックであたたかな色合いの、いかにも心地良さそうな座席。この椅子に座っ

たことがある…という方も多いのではないでしょうか？そうです、グラン

キューブ大阪5階の「メインホール」です。1階席のシートは、その名もエグゼクティブ

シートと呼ばれ、ゆったりとくつろげる広さとアームレストが付いた設計。長時間でも

疲れを感じません。ライティングテーブルが引き出して使えたり、8ヵ国の同時通訳装

置が備えてあったり、設備や音響も最高のものが整備されています。

　メインホールでは国際学会や各種式典などオフィシャルな催しはもちろん、コン

サートやダンス、ファッションショーなど“ノリの良い”舞台もたくさん開催されてい

ます。というのも、このホール

は会場のスタイルを臨機応変

に変えられる「可変型」ホール

だから。例えば舞台を大きく広

げたり、双方向から舞台を挟

むセンターステージ型にしたり

…目的に合わせてフレキシブ

ルに変身する、魅力的な大規

模空間なのです。

シ

写真　岡タカシ
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