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２０１９年１０月１７日
近鉄不動産株式会社

天王寺公園の新エリア「てんしば i:na（イーナ）」１１月２２日（金）オープン

心躍るアクティビティと憩いの施設が登場！
～開業を盛り上げるイベントも多数開催！～
近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区／取締役社長：倉橋 孝壽）は、本年１１月２２日
（金）に新しく開業するてんしばゲートエリア「てんしば i:na（イーナ）」について、出店する各店舗
の詳細が決定しましたのでお知らせします。
てんしばゲートエリア「てんしば i:na（イーナ）」には、天王寺動物園来園者の期待と余韻を醸成す
るゲートエリアとして、天王寺動物園グッズショップ「ZOOQLE」や動物の絵本と出会えるカフェ
「天王寺MOONdSON（ムーンソン）」が登場するほか、都会の真ん中でボルダリングやアスレチッ
クなど、大人も子どもも心躍るアドベンチャー体験が楽しめるアクティビティ施設「PANZAてんしば
イーナ」が誕生します。
そのほか、バーベキュー施設「THE BBQ GARDEN in てんしばイーナ」、焼きたて特製ブレッズ
とグルメサンドイッチの「軽井沢フラットブレッズ

てんしばイーナ店」、豪快グリル料理と自家製パ

イビュッフェの「CRISP&LUCE」、３６５日ギフトとカフェのお店「GARDENERʼS TENNOUJI
てんしばイーナ店」も出店します。
「てんしば i:na（イーナ）」は、７店舗のアクティビティと憩いのコンテンツで構成され、都会の公
園ライフを満喫していただけるエリアとして、天王寺動物園の魅力をさらに高め、「てんしば」ととも
に天王寺・あべのエリアのさらなるにぎわい創出を目指します。
また、１１月２２日（金）のオープン当日から最初の週末となる２３日（土・祝）・２４日（日）の
３日間は、開業イベントとして、人気のアルパカとの写真撮影や天王寺動物園の動物とのふれあいイベ

ントやミニゲーム、パフォーマンスイベントなどを行う「てんしば i:na オープニングカーニバル」を
開催します。さらに、秋の風に吹かれながら、「ラクダ」や「ウサギ」など動物にまつわるポーズのヨ
ガをお楽しみいただける「てんしば アニマルヨガ」も開催いたします。
詳細については、別紙のとおりです。

【PANZAてんしばイーナ

イメージ】

【軽井沢フラットブレッズ
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てんしばイーナ店

イメージ】

別 紙

１．エリア概要について
〇所在地

：大阪市天王寺区茶臼山町５番５５号

〇オープン日 ：２０１９年１１月２２日（金）
〇エリア面積 ：約５，０００㎡
【全体配置図】

四天王寺

茶臼山エントランスエリア
(対象面積：約5,400㎡)

一心寺
通天閣
茶臼山

天王寺
動物園
動物園内
事業エリア

大阪市立美術館

天王寺公園エントランスエリア/
てんしば
(対象面積：約25,000㎡)

Ｎ てんしばゲートエリア/
てんしば i:na
(対象面積：約5,000㎡)
【てんしば i:na周辺配置図】

天王寺動物園てんしばゲート

天王寺公園エントランスエリア/
てんしば

天王寺動物園

てんしばゲートエリア/
てんしば i:na
【てんしば i:na（イーナ）完成予想イメージ】
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２．店舗の詳細について

⑤軽井沢フラットブレッズ
てんしばイーナ店
（グルメサンドイッチと
カフェの店）

②天王寺MOONdSON
（ムーンソン）
（動物の絵本と
出会えるカフェ）

動物園退園口

①ZOOQLE（ズークル）
（天王寺動物園グッズショップ）

てんしば入場口

③PANZAてんしばイーナ
（アクティビティ）

（運

④THE BBQ GARDEN
in てんしばイーナ
（バーベキュー）

⑦GARDENERʼS TENNOUJI
てんしばイーナ店
（ギフト＆カフェのお店）

：飲食店舗
：物販店舗
：運動施設
①（店

⑥CRISP ＆ LUCE
（クリスプアンドルーチェ）
（パイビュッフェレストラン）

名）ZOOQLE（ズークル）
営）株式会社近鉄リテーリング

（営業時間）９：３０～２０：００
（特

徴）
「もうひとつの動物園。ANIMAL GOODS MUSEUM」を
テーマに、天王寺動物園のオリジナルのグッズのほか、動物を
モチーフにしたぬいぐるみ、生活雑貨、服飾雑貨、菓子、
スーベニア等を販売。

（オープニング特典）
１，０００円（税抜）以上お買い上げのお客様にマルシェバック
をプレゼント
※各日先着２００名様、１１月２５日（月）まで
②（店
（運

【グッズ

イメージ】

名）天王寺MOONdSON（ムーンソン）
営）株式会社インディゴ

（営業時間）１０：００～１９：００
（特

徴）
外国絵本・生物植物図鑑を揃えるストリートカフェ
スペース。定期的な動物の絵本等の読み聞かせイベント
なども開催。

（メニュー例）
自家製天然酵母スパイスベーグル、自家製天然酵母
ベーグルマスタードサンド、チョコブロックケーキと
アイスのハーフカップ、シナモンブロックケーキと
アイスのハーフカップ

等

【天王寺MOONdSON

（オープニング特典）
チョコブロックケーキとアイスのハーフカップのアイスをダブルに変更
※１２月２２日（日）まで
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イメージ】

③（店
（運

名）PANZA（パンザ）てんしばイーナ
営）株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン

（営業時間）sorarun! (アスレチック/屋外）１０：００〜１７：００
noborun! (ボルダリング/屋内）平⽇１０：００〜１９：００

⼟⽇祝１０：００〜２０：００

※屋外、屋内共に不定休

（料

金）sorarun!

アドベンチャーコース

３，０００円（税込）

（小学生～、身長１２０cm～、体重３０kg～１２０kg）
※身長１２０cm～１４０cmの方には大人の方のお付添が必要（利用料金同額）
プレイフルコース

１，５００円（税込）（４才～、体重３０kg未満）

※小学生未満のお子様には大人の方のお付添が必要（５００円 税込）
noborun!

２，０００円（税込）（身長１２０cm～、体重２０kg～１２０kg ）
※小学生以下お子様には大人の方のお付添が必要（利用料金同額）

（特

徴）
「アドベンチャー体験を全ての人に」をコンセプトに、都会の真ん中でスリリングなアスレチッ
クやボルダリングなど、ココロ踊るアドベンチャー体験を楽しんでいただく施設。屋外施設
「sorarun!」は、高さ最大８mのアドベンチャーコースと小さなお子様も遊べるプレイフルコー
スを設定。屋内施設「noborun!」は世界トップクラスのクライミングメーカーが開発したエン
ターテイメントアクティビティ。

（オープニング特典）
オープニング記念ステッカー又はお菓子のいずれかをプレゼント
※お一人様１つ

【sorarun!

④（店
（運

無くなり次第終了

イメージ】

【noborun!

イメージ】

名）THE BBQ GARDEN in てんしばイーナ
営）株式会社デジサーフ

（営業時間）１２：００～２２：００ (土日祝は１１：００～）
（料

金）大人１，５００円、小学生７５０円（税別）
※BBQ機材一式・必要調味料、消耗品含む
飲み放題

１，５００円（税別）～/１名

※平日 ４時間、土日祝 ３時間（LO：終了３０分前）
予約食材

１，7８０円～（１名分）（税別）

（オープニング特典）
WEBからの予約で、プレミアム飲み放題
１，５００円→１，３００円（税別）

【THE BBQ GARDEN in てんしばイーナ】
イメージ

※年内実施（予定）

WEB予約はコチラから⇒https://digiq.jp/tenshiba/
１０月２２日（火・祝）１0：００～予約受付開始

（特

徴）
アメリカンビンテージスタイルなウッド調の空間で、優雅にバーベキューを楽しめるTHE BBQ
GARDEN。食材・ドリンク持ち込み、機材は手ぶらでOKのバーベキュー場。お好みの食材や飲
み物を持ち込んでの「食材持込プラン」のほか、飲み放題と選べる食材がセットになった「手ぶ
らBBQプラン」も。ソフトドリンクからビールやカクテルまで、飲み放題も充実。２名様から予
約可能。

‐４‐

⑤（店
（運

名）軽井沢フラットブレッズ てんしばイーナ店
営）株式会社FOUR SEEDS FOODS

EXPRESS

（営業時間）１１：００〜２２：００（LO２１：0０）
※季節により変更有

（特

徴）
店内焼きたての特製ブレッズに、こだわりの新鮮野菜、ジューシーなグルメメニュー、厳選され
た具材とソースがバランスよくたっぷり詰まった１ランク上のグルメサンドイッチを提供。

（メニュー例）
グルメサンドイッチ、パニーニ、スープ、グリルメニュー、
フラッドブレッズピザ、各種スイーツ 等
（オープニング特典）
各日先着５０名様に「シューロング

カスタード」１００円ご購入券

（通常２５０円⇒１００円（税込））をプレゼント

【軽井沢フラットブレッズ

⑥（店
（運

※１２月６日（金）まで

てんしばイーナ店

イメージ】

名）CRISP＆LUCE（クリスプ アンド ルーチェ）
営）株式会社エイトJAPAN

（営業時間）１１：００～２２：００ （LO２１：００）
（特

徴）
光あふれる店内でサクサクのパイビュッフェを。店内で焼き上げる自慢の自家製パイは
１０種以上！その他にも豪快なグリル料理や、契約農家直送の野菜を使用したサラダ、フォト
ジェニックな自家製ジェラートなどのデザートを含む全６０種以上のお料理をビュッフェスタイ
ルで心ゆくまでお楽しみいただけるお店。

（メニュー例）
パイとグリル料理をメインに全６０種以上のビュッフェ料理を提供

（オープニング特典）
アニマル柄自家製パンをプレゼント（お一人様１つ）
※ランチ・ディナーそれぞれ各日先着５０名様、１１月２９日（金）まで

【CRISP＆LUCE

‐５‐

イメージ】

⑦（店
（運

名）GARDENERʼS TENNOUJI てんしばイーナ店
営）株式会社タカショー

（営業時間）《物販》 １１：００〜２０：００
《カフェ》１１：００～２２：００（LO２１：００）

（特

徴）

《物販》

大切な方へのプレゼントや頑張った自分へのご褒美のプレゼントを買える「３６５日ギフ
ト」のお店。植物や雑貨などのギフト商品で構成。店内の講習エリアで、カルチャー講習
などを行い、手作りギフトを作れる体験も可能に。ギフトで１番大切なラッピングにもこ
だわり、国内のお客様には動物をモチーフにしたラッピング、インバウンドのお客様には
てんしばに咲き誇る桜の木をイメージした桜柄のラッピングをご用意。

《カフェ》 すべての方が笑顔になれるカフェ。ハンバーグなどの洋食ランチ、可愛いデザート、夜
はテラス席でお酒や美味しいディナーを楽しめる。３０種類のマグカップをご用意し、
毎日違うマグカップでコーヒーが飲めたり、気に入ったカップを隣の物販エリアで購入し
たりすることも可能。

（オープニング特典）
物販とカフェ

全品１０％オフ

※２０２０年１月２０日（月）まで

【GARDENERʼS TENNOUJI てんしばイーナ店

‐６‐

イメージ】

３．てんしば i:na オープニングイベント「てんしば i:na オープニングカーニバル」実施概要
てんしば i:naの開業を彩るオープニングイベントとして、開業当日の１１月２２日（金）から３日間、
「てんしば i:na オープニングカーニバル」と題し様々なイベントを展開します。天王寺動物園との共催に
よる動物ふれあいイベントや人気のアルパカのお散歩＆写真撮影会、カーニバルゲーム（ミニゲーム）、
手回しオルガンパフォーマンス等、小さいお子様も楽しめる、動物との出会いやわくわくにあふれたイベ
ントを開催します。
〇日 程：２０１９年１１月２２日（金）、２３日（土・祝）、２４日（日） ※雨天決行（荒天中止）
〇場 所：てんしばゲートエリア「てんしば i:na」周辺
〇主 催：近鉄不動産株式会社
【１】天王寺動物園共催イベント
・日程 ： ２０１９年１１月２２日（金）、２３日（土・祝）、２４日（日）
・内容 ： ①テンジクネズミとのふれあいコーナー
各日１３：００～１３：３０、１４：３０～１５：００
（各回５０名限定）
②動物のおはなし
各日１４：００～１４：２０、１６：００～１６：２０
・参加 ： 無料
【テンジクネズミ】
写真提供：天王寺動物園

【２】アルパカのお散歩＆写真撮影会
・日程 ： ２０１９年１１月２３日（土・祝）
１２：００～、１３：３０～、１５：００～
（写真撮影会実施時間・１回３０分程度）
・内容 ： 今人気のアルパカがてんしば i:naに登場。
てんしば i:na周辺をお散歩し、写真撮影会を実施します。
・参加 ： 無料
ただし、撮影会の参加はてんしば i:na内店舗ご利用の方に
限ります。

【アルパカ】

【３】カーニバルゲーム
・日程 ： ２０１９年１１月２２日（金）、２３日（土・祝）、２４日（日）
１１：００～１９：００（２２日は１０：００～１９：００）
・内容 ： 小さなお子様でも楽しめるミニゲーム。
・参加 ： 無料
ただし、てんしば i:na内での店舗ご利用の方に限ります。

【カーニバルゲーム

‐７‐

イメージ】

【４】手回しオルガンパフォーマー
・日程 ： ２０１９年１１月２３日（土・祝）、２４日（日）
１日３回実施予定
・内容 ： ノスタルジックな温かみのある音色のフランス製手回しオルガンで、
誰もが知っている曲を演奏しながらてんしば i:na内を練り歩きます。
途中で、お客様の手回しオルガン体験を挟んだり、
ミニサークルショーをしたりして盛り上げます。
【パフォーマー イメージ】

４．てんしば i:na オープニングイベント「てんしば アニマルヨガ」実施概要
てんしば i:naの開業を記念して、ホットヨガスタジオLAVAプレゼンツの「てんしばアニマルヨガ」を開
催します。小さなお子様連れのご家族・カップル・ご友人同士、老若男女、ヨガ経験問わず、だれでも気
軽にご参加いただける無料イベントです。秋の風に吹かれながら、芝生の上で楽しい時間をお過ごしいた
だけます。
〇日 程：２０１９年１１月２２日（金） １１：００～１２：００
２３日（土・祝）、２４日（日） 各日１１：００～１２：００・１４：００～１５：００
〇場 所：天王寺公園エントランスエリア「てんしば」芝生エリア
〇主 催： LAVA International
〇料 金：無料
〇持ち物：ヨガマット ※レンタルはございません。

※会場には更衣室がありませんのでご注意ください。
〇内 容：①エビバリヨガ！
障がいの有無や年齢、性別を問わず、誰でも楽しめて、カラダも心も温まるヨガ。
全身を動かすことができるため、気軽にリフレッシュでき、座位・立位のいずれでも全身の
バランスが整うため、ウォ―ムアップを兼ねて実施します。
（ポーズ例）

【手あてのポーズ（胸）】

【合掌ツイスト】

②アニマルヨガ
「ラクダ」や「ウサギ」など動物にまつわるポーズがいくつも登場します。
複数回参加いただいても楽しめるよう、各回ごとにどんな動物が登場するかはお楽しみです。
（ポーズ例）

【ラクダのポーズ】

【ウサギのポーズ】

【トラのポーズ】

※中止の場合は前日１７：００までに、てんしばHP・LAVA公式HPに掲載いたします。
以
‐８‐

上

