内覧会申込書を同封しております。

News Release

2017 年 11 月 2 日

大阪・日本橋、築 70 年（500 ㎡）の長屋をリノベし、グランピングがテーマの
カフェ、ゲストハウス、インテリアの複合施設が、11/15 誕生
～アウトドアシーンをイメージした料理 50 種を、リゾートソファが並ぶ緑あふれる空間で提供～
焼きたてスフレが人気のカフェ運営やリノベーションを手がける株式会社美想空間（本社所在
地：大阪市西区、代表取締役：鯛島康雄）は、なんばパークスとでんでんタウンの間に建つ築
70 年の長屋（約 500 ㎡）をリノベーションし、グランピングをテーマにしたカフェ、ゲストハ
ウス、インテリア（グリーンの販売・提案、ショールーム）の複合施設を、11 月 15 日（水）に
オープンします。増加する外国人旅行客や大型商業施設が近い地の利を生かし、外国人や女性に
親しまれる空間に再生、地域活性の起爆剤となることを目指しています。オープンに先立ち、11
月 14 日（火）に報道関係者向け内覧会を行います。
※グランピング（Glamping）とは、「グラマラス」
（魅力的な、ワクワクさせる）と「キャンピング」をかけ合わせた造語で、
快適な空間でアウトドア気分を楽しむレジャーのスタイルを指す

日本橋を「住まい」の新たな情報発信基地に
当社は「More Fun!! More Happy!!」を企業理念に、
住宅リノベのほか、自社で設計・施工したカフェ「Fun
Space Cafe」を大阪市内 3 カ所で運営、その経験を生
かした店舗リノベ・開業支援などを行っています。今
回リノベしたのは、なんばパークス裏にありながら人
の流れから取り残され、長く空き家として放置されて
いた築 70 年の長屋。リノベを通じて地域を再生したい
という当社の想いとオーナーの地域再生への想いが一
致し、プロジェクトが始動しました。周辺には DIY
Factory や CRASH GATE などインテリア関連店舗、住宅
展示場もあり、ミナミエリアの新しいインテリア関連
情報発信基地となることを目指します。
上）店長セレクション TODAY’S お肉プラッター1680 円/1

人 前 。 左 下 ） 数 量 限 定 ！ 日 本 橋 BURGER(ラ ン チ セ ッ
独創的なショップ４店が集結
ト)1300 円。右下）ダッチオーブン料理も多彩に用意。写
1 階半分（98.68 ㎡）は４部屋のゲストハウス「glam 真はエビとブロッコリーのアヒージョ 780 円。
Lodge」に、1 階前面部分（150.1 ㎡、内 18 ㎡はテラス
席）
と2階
（134.9 ㎡）
は、
カフェ＆ダイニング「FUN SPACE
DINER」に再生します。カフェは約 100 席、グランピン
グ感のあるリゾートソファや緑あふれる空間で、自家
製生ハムなどのシャルキュトリ、肉感満載の「日本橋
バーガー」
、ダッチオーブン料理など、アウトドアシー
ンをイメージした料理約 50 種を提供します。
2 階残り（115.3 ㎡）は、個性的なシダ植物などで新
しいボタニカルライフを提案する「NOOSA（ヌーサ）
」の
外観イメージ
日本初店舗と、弊社のショールームに再生。一角にはキッ
ズスペースを開設し、子育て中の女性も訪れやすい施設を
目指します。

本件に関するメディアからのお問い合わせ先
株式会社美想空間 (担当：木村)
〒550-0013

大阪府大阪市西区新町 1-11-21

森本興産ビル 4F

ホームページ http://bisoukuukan.com/
ＴＥＬ：06-6543-2103 ＦＡＸ：06-6543-2104

参考資料
■メディア向け内覧会 開催概要
※参加ご希望の方は同封の申込用紙にご記入後 FAX、もしくはメールにてお申し込みください。
日時： 11 月 14 日（火）第１部 12:00〜15:00 第 2 部 17：00～20：00
場所： FUN SPACE DINER（大阪市浪速区日本橋西 1-3-26）
内容： ① 立食試食会
ご提供予定メニュー例 ※仕入れの状況などにより変更の可能性があります
・オリジナルのフルーツジャードリンクを含む約 20 種
・欲張りさんやね。渾身の前菜盛り合わせ。
・魚介の旨みを堪能。旨み凝縮！アクアパッツァ。
・どどんっ！肉汁祭り！！店長セレクション TODAY'ｓお肉プラッター など。
②リノベーションの Before/After がわかる動画の再生
など。
■FUN SPACE DINER メニュー一例
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1.欲張りさんやね。渾身の前菜盛り合わせ。2.ロメインレタスのシーザーサラダ 3.とりあえずはこれ。パル
マ産熟成生ハム＆サラミミラノ。4.オマール海老がどんどこどーんっ！！！店長特製ダッチオーブン de ブイ
ヤベース 5.生果実もっさりメイソンジャーカクテル 6.キャラメルスフレ

■施設イメージ図
住所： 大阪市浪速区日本橋西 1-3-26
【全体マップ、詳細マップ】
（全体）

カフェ部分 1 階 イメージ図

（詳細）

カフェ部分 2 階 イメージ図

■ FUN SPACE DINER ＆ Glam Lodge 地図

■美想空間が手がけるリノベーションの特徴
MORE FUN!! MORE HAPPY!!
『美想空間と出逢ったすべての人に、もっと楽しく、もっと幸せに』
美想空間と出逢ったすべてのお客様、スタッフ、職人さんがお家づくりを楽しみ、生活を楽しむ。
仕事も楽しむ。リノベーションを通じて、もっと楽しく、もっと幸せになる。美想空間はそんな
会社であり続けたいと思っています。
【美想空間の店舗デザイン】
当社は、大阪市西区と天保山、心斎橋 OPA の 3 カ所で、当社が設計・施工した自社カフェ Fun
Space Cafe を運営しています。そのノウハウを生かし、個人宅だけでなく店舗のリノベーショ
ンも数多く手がけています。
美想空間の店舗デザインは、コンセプトづくりからマーケティング、販促活動までトータルに
プロデュース。お客様のビジョンをしっかりとお聞きした上で、明確なお店のコンセプトづくり、
マーケティング、経営設計、店舗の運営方法、販促活動まで、経験と実績で培ったノウハウを伝
授しながら、トータルにプロデュースしています。
また、素材感を大切にしたデザインが得意です。古材のあたたかみ、モルタルや鉄の無骨さと
いった本物の素材感にこだわります。あますぎず、かっこつけすぎない、ほどよい素材感が居心
地のよい空間を生み出します。
■株式会社美想空間 概要

社名

株式会社美想空間

代表取締役

鯛島康雄

所在地

〒550-0013

設立

2003 年 5 月

従業員数

28 名（2016 年 9 月現在）

事業内容

住宅リノベーション、店舗デザイン、飲食店の運営

大阪府大阪市西区新町1-11-21

森本興産ビル4F

株式会社美想空間 (担当：木村)
ＴＥＬ：06-6543-2103 ＦＡＸ：06-6543-2104 Email: kimura@bisoukuukan.com

日本橋 FUN SPACE DINER & Glam Lodge オープン
メディア向け内覧会
【日時】2017 年 11 月 14 日（火）
第一部 12：00～15：00 第二部 17：00～20：00
【場所】FUN SPACE DINER & Glam Lodge 大阪市浪速区日本橋西 1-3-26）
ご参加いただける場合は、お手数ですが FAX かメールにてお申し込みをお願い申し上げます。
※準備の都合上、11 月 10 日（金）までにお申し込みをお願い申し上げます。
御社名
所属・部署名
媒体名
お名前
ご連絡先

ＴＥＬ

ＦＡＸ

当日のご連絡先
メールアドレス
ご人数
ご同伴者様のお名前
カメラ

有（ＥＮＧ／スチール）／無

ご参加希望の時間帯

第一部

発売日／放送日

月

／
日

第二部

