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2021 年 10 月 13 日 

大阪府松原市・セブンパーク天美 

2021年 11月 17日（水） グランドオープン決定 
「LIVE STADIUM～普段の暮らしに・感動・興奮・驚きを～」をコンセプトに 

松原市と連携し、商業とエンターテイメントを融合した複合施設をオープン！ 
 

 

 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(代表取締役社長：井阪隆一)は、大阪府松原市に

「セブンパーク天美」を 2021 年 11 月 17 日（水）にグランドオープンすることを決定いたしま

した。 

セブンパーク天美は、『天美エリアから遊び心のあるあたらしさを発信したい』との想いから、

「LIVE STADIUM～普段の暮らしに感動・興奮・驚きを～」をコンセプトに、松原市と連携し

た地域の魅力の発信や利便性を追求する、商業とエンターテイメントを融合させた複合施設とし

て開業いたします。今回は、大阪初上陸・新業態店舗のテナントや、多数の新テナント、新サー

ビスの情報を公開いたします。また、開催予定のオープニングイベント及び、松原市と連携した

イベント「まつばらマルシェ 2021」についてもお知らせいたします。 

セブンパーク天美では、新型コロナ感染症対策を実施し、お客様はもとより従業員の「安心・

安全」な施設運営に努めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「大阪初」「新業態」の店舗も登場！ 

セブンパーク天美には、大阪初、新業態店舗を含む、注目の約 200 店舗が集結いたします。

大阪に初出店するのは、新鮮なお魚を各地から取り揃えた「魚河岸 中與商店,中與食堂」や、

360°音に包まれた至上の空間でここでしか味わえない「音」と「コーヒー」を楽しめる「グッ

ドサウンドコーヒー」。新業態での出店となるのは、地元乳業メーカーによるソフトクリームの

お店「The Gramps & Cream」、大衆中華料理の専門店「大福飯店」です。様々な業種・業態の

店舗が集積することにより、毎日を特別にする空間を創出いたします。 
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■第 12 回 まつばらマルシェ 2021 について 開催期間：11 月 13 日（土）～12 月 19 日（日） 

セブンパーク天美では開催期間中の 2 日間に、地産ブランド「La Matsubara」認定事業者な

どによる出店やパフォーマンスイベント「セブンパーク天美 de マルシェ」及び、地元野菜を

販売する「安心野菜 de マルシェ」の開催を予定しております。 

 

セブンパーク天美 de マルシェ 

 セブンパーク天美における施設内外の催事場において、松原市を中心とした物販や各種イベン

トを実施いたします。松原市ドリームアンバサダーの Dream Aya さんやカンテレとのコラボ企

画も予定しております。 

 

 

 

 

 

安心野菜 de マルシェ 

 松原産のとれたて新鮮野菜をマルシェ価格にて販売いたします。大阪エコ農産物の認証を受け

た松原市のオリジナルブランド「まったら愛っ娘（まなっこ）～松原育ち～」も数多く取り揃え

ております。*午前中のみの販売を予定。 

 

 

 

 

 

 

■松原市との連携について 

セブンパーク天美と松原市が連携し松原市の地域活性化や観光地の魅力発信をするため 

セブンパーク天美の施設を活用した取り組みを実施いたします。 

 

① 松原市民図書館との連携 

松原市民図書館で借りた本を返却できる「返却ポスト」を設置 

 いたします。また、市民図書館のリサイクル本を、自由に読む  

ことができるスペースもご用意しております。 

 

② 市政情報の発信 

館内のデジタルサイネージを活用し、松原市のさまざまな市政 

情報の発信やまちなか観光のご案内などを実施いたします。また、 

 松原市自慢や季節の美しさ、市内の催事等について写真パネルで  

ご紹介してまいります。 

JA 大阪中河内オリジナルキャラクター

「あぐりん」 

Dream Aya  
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■セブンパーク天美の安心・安全の取り組み 

 セブンパーク天美では、新型コロナ感染症対策を実施し、お客様はもとより従業員の「安

心・安全」な施設運営に努めて参ります。 

具体的には、感染症対策として有効な換気システムの導入、検温、手指消毒などの推奨を行っ

て参ります。フードコート等には飛沫防止パーテーションを設置しております。また、セブンパ

ーク天美では当施設の混雑状況をホームページでご確認いただけます。ご来場の際には是非ご利

用ください。ほか、具体的な取り組みは以下の通りとなっています。 

 

殺菌灯* 

館内の休憩スペース、授乳室の天井に殺菌灯を設置いたします。室内の空気を器具内部の紫外

線にて除菌し、清潔な空気を放出いたします。    *「ジョキーン」® パナソニック㈱ 

 

店内換気 

イベントなどでとくに密になりやすい中央吹抜けの AMAMI STADIUM、ニューまったら横

丁に気流誘引ファンを設置し換気を促進してまいります。 

 

光触媒コーティング 

赤ちゃん休憩室、授乳室はもちろん、従業員スペースの室内等、利用頻度の高い場所や家具等

を抗菌光触媒でコーティングいたします。 

 

館内 CO2 制御 

館内 CO2 濃度をセンサーにて測定し、客数に応じて外気導入量調節。省エネルギーにも繋が

ります。また人が密集しやすいフードコート、キッズスペースに混雑の目安として CO2 濃度を

表示予定です。 

 

■「感動・興奮・驚き」を創り出す、感染対策に配慮した快適に働く環境を用意 

休憩室・リラクシングルーム 

 コミュニケーションがとりやすく、グループで休憩が取れるエリアと、パーソナルな休憩がと

れる対面防止型のレイアウトを採用する事で、リラックスしながらもコミュニケーションをとり

やすい休憩室をご用意いたしました。 

 また使用する家具においては抗菌機能に加えて抗ウイルス機能を持たせたメラミン化粧板や「耐

アルコール」「耐薬品性能」など高機能なレザーを使用した機能性素材を採用しております。 
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■テナント情報 

セブンパーク天美では、話題のテナントを含めた約 200 店舗が出店予定です。その中でも、

大阪初上陸・新業態の新店舗を一部ご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わが屋のお肉が、本格レストランの味に！ 

「肉の松屋」 

農林水産大臣賞のお味をご家庭で味わう。名物の味

付焼肉、すき焼き・しゃぶしゃぶから、肉汁爆発メ

ンチカツ、大人気のコロッケ・唐揚まで松屋でお肉

を買うと最高の味わいに。 

 

 

圧巻!!あたためて食べる肉巻き寿司と伊勢うどん 

「伊勢や」 

巻きたての肉巻き寿司をお客様のシーンや季節、

行事に合わせ、お好みのアソートをお楽しみ下さ

い。 

【新業態】地元乳業メーカーによるソフトクリー

ムのお店「The Gramps & Cream」 

「ミルクレット」や学校の給食でおなじみ「新泉牛

乳」が手がけるソフトクリーム専門店。 

皆様へ楽しい時間を提供いたします。 

【大阪初・新業態】 

大型鮮魚専門店「魚河岸 中與商店,中與食堂」 

新鮮なお魚を全国各地から取り揃え、鮮魚専門店の

感動を地域の皆様にお届けいたします。専門店なら

ではの美味しいお魚を中與食堂とともに是非ご堪能

ください。 

地域密着の青果店！「にしだ」 

新鮮な野菜と果物を食べていただきたい。不足し 

がちな毎日の食事に、食材をご提供したいと考え 

ております。ご来店お待ちしております。 
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肉卸直営ビフテキ重専門店 

「ビフテキ重・肉飯 ロマン亭」 

肉卸を営む老舗問屋が、プロの目で見極め選び抜い

た牛肉を、旨味を閉じ込めながら焼き上げました。

至上の「口福」をもたらしてくれる、懐かしくも優

しい味わいです。 

【大阪初】360°音に包まれたコーヒーショップ 

「グッドサウンドコーヒー」 

総合エンタテインメント企業エイベックスとのコラ

ボレーション。360°音に包まれた至上の空間でここ

でしか味わえない「音」と「コーヒー」を楽しめま

す。 

【新業態】堺市発！地元に愛されるあっさりコク

旨餃子「和風生餃子はっしん」 

安心・安全・新鮮をモットーに毎朝包みたての餃子

をご提供。お子さまも大好き♪コスパも良いと口コ

ミで高評価！焼売等の点心も大人気で、通販でのお

取り寄せも可能です。 

【新業態】皆が待っていた。大衆中華料理の専門店

「大福飯店」 

大衆中華料理をご家庭に手軽にお持ち帰り。焼豚、酢

豚、油淋鶏、エビチリなどの王道中華を取り揃えてお

ります。あっさり清湯スープのラーメンは、イートイ

ンでどうぞ。 
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あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝い 

「3COINS＋plus」 

生活雑貨・インテリア雑貨・服飾雑貨・モバイルア

イテム・キッズアイテムなど、様々なアイテムを

300 円を中心に、幅広く取り揃えております。 

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店 

「デコホーム」 

普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるよ

うなアイテムまでを女性目線でセレクトし、品質や

デザインはもちろん、お手頃な価格を実現するイン

テリア雑貨のお店です。 

無印良品はくらしのすべてが揃います。 

「無印良品」 

着心地の良いウエアや、素材にこだわった食品。 

そして使い勝手を考えた、シンプルで機能的なステ

ーショナリーや家具まで、くらしまわりのすべてが

揃います。 

韓国コスメを買うなら SAMI セブンパーク天美店へ 

「Cosmetic SAMI」 

流行韓国コスメから定番の化粧品まで多数ご用意！

お手頃な価格で『美』と『笑顔』をご提供いたしま

す。テスターも取り揃えております。お気軽にお試

し下さいませ。 

原宿発祥のライフスタイルショップ 

「AWESOME STORE」 

デザイン性の高いオリジナル商品を驚きの低価格 

帯でご提供致します。シンプル＆ナチュラルをベ 

ースに、遊び心を加えた雑貨アイテムを多数取り 

揃えております。 
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■オープニングイベント情報 

 セブンパーク天美では「ライブ」をキーワードに、バーチャルな世界とリアルな空間を融合さ

せ、地域のみなさまに感動・興奮・驚きをお届けすべく、11 月 17 日（水）のグランドオープン

に向け、様々なオープニングイベント、プロジェクトを計画しております。本オープニングを筆

頭に、商業施設の枠を超えて、デジタル、ニューノーマルといった時代のニーズに応え、賑わい

あふれる「劇場型モール」として地域を盛り上げてまいります。続報にもご期待ください。 

 

   ・AMAMI STADIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリジナルソング 楽曲制作担当にボカロソングの雄、「40mP」が就任！ 

動画再生数が 1 億回を突破するなど、幅広い年代に絶大な人気を誇る『40mP』がセブンパー

ク天美「オリジナルソング」の楽曲制作担当に就任。オリジナルソングの歌い手には、バーチャ

ル・シンガー「初音ミク」が参加。このコンビから生まれるハーモニーをもとに迫力の音と映像

を映し出す大型ビジョン＆AMAMI STADIUM で、オープニングイベントとして 11 月 20 日

（土）にライブパフォーマンスを予定しています。 

 

          【40mP 氏コメント】 

          セブンパーク天美のメインホールに設置される超大型ビジョン。 

そこにこれから映し出されるであろう様々なコンテンツや訪れる人々 

の姿を想像しつつ、直感的にワクワクするような言葉を繋ぎ合わせて 

歌詞を書きました。 曲は初音ミクの声の魅力が発揮できるようなメロ 

ディーや歌わせ方を意識しています。 ぜひ大型ビジョンで初音ミクが 

登場する映像とともに楽しんでいただきたいです。 
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クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロ 

ディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」 

です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネ 

ット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクタ 

ー」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ 

展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界中に

拡がっています。 

 

光と音が乱舞する！夢のドローンライブショーを 11 月 21 日(日)開催！ 

新たなエンターテイメントとして世界的にも注目を集めるドローンショー。セブンパーク天美

では、LED ドローンを駆使し日本国内で数々のショーをプロデュースする地元大阪の企業

「T2R」と、オープニングイベントでタッグを組むことが決定いたしました。 

「Digital Media&EntertainmentTechnology 先端技術による様々なコミュニケーションの創

造」をコンセプトに、博覧会や展示会、セレモニーなど多種多様な屋外・屋内イベントでのドロ

ーンフライトにて成功をおさめる T2R。中でも高度なテクニックが求められる屋内ドローンシ

ョーでは、国内最多 50 台による美しいフォーメーションを披露しています。セブンパーク天美

でも迫力の音と映像をシンクロさせたライブショーを予定しております。 

 

セブンパーク天美の魅力を体感！ 

AMAMI LIVE VISION プロジェクト 11 月 28 日(日)開催！ 

施設の特徴でもあるメインホール AMAMI STADIUM にそびえ立つ約 520 インチの大型

LED ビジョン。この縦型ビジョンを使った映像発表のイベントを開催。 

 セブンパーク天美の魅力をはじめ、地域の方々たちとともに創る映像や、企業の SDGsなど

をテーマにした映像など、様々なメッセージを映像クリエイターたちによって表現します。 

 当日は映像作品の上映・クリエイターや企業担当者によるトークショーなど、映像を通じて

松原の魅力を発信します！ 

 

◎「セブンパーク天美」WEB サイト紹介 

11 月のオープンに先駆けて、セブンパーク天美で開催される様々なイベント情報やテナント情

報、環境への取り組み、求人情報などを紹介しています。 

・サイト URL：https://amami.sevenpark.jp/teaser/ 

 

◎「セブンパーク天美」企業様向け WEB サイト 

セブンパーク天美は大型 LED ビジョン広告やサイネージ広告、イベント協賛、スペースレンタ

ルなど、企業様のマーケティング活動をサポートするメニューを多数ご用意しております。 

・サイト URL：https://space.ario.jp/sponsor/ 

https://amami.sevenpark.jp/teaser/
https://space.ario.jp/sponsor/
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■セブンパーク天美 の概要 

施設名称 セブンパーク天美（SEVEN PARK AMAMI） 

所在地 大阪府松原市天美東三丁目 500 番地 

代表者 セブンパーク天美 支配人：秋本和宏 

事業者 株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク 

敷地面積 約 67,000 ㎡ 

売場面積 約 45,000 ㎡  

建物構造 店舗：1 階～3 階、駐車場：4 階、5 階、屋上階、平面駐車場 

テナント店舗数 約 200 店舗 

駐車場 約 2,100 台 

駐輪場 約 1,100 台 

グランドオープン 2021 年 11 月 17 日（水）10：00～21:00 ※店舗により営業時間が異なります。 

 

 

 

営業時間 

スーパー「ライフ」１F  
10：00～21：00 

※11/18（木）からは 9:30～21:00 

飲食店舗        11：00～22：00 

TOHO シネマズ 4F    
10：00～24：30 

※11/18（木）からは 9:00～24:30 

 

■「建物リース」の仕組みを活用した運営 

セブンパーク天美の建設にあたっては、芙蓉総合リースの「建物リース」の仕組みを活用して

おります。これにより、施設の保有にかかる事務・管理業務を始めとした様々な負担を軽減する

ことができ、魅力ある施設の運営に集中することが可能となります。 

 

＜芙蓉総合リース株式会社＞ 

1969 年設立、様々な設備機器（動産）を対象とした「リース」を中心としつつ、商業施設等を

対象とした「不動産リース」にも積極的に取り組む。同社は不動産事業を通じて地域生活の利便

性向上と豊かな暮らしづくりに取組んでいる。 
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■アクセス 

『セブンパーク天美』が誕生する「松原天美」は、国道 309 号、阪神高速「大和川線・松原

線」が交わるクロスポイントに位置し、広域からのアクセスに優れております。駅は近鉄南大

阪線「河内天美」駅から徒歩約 15 分となります。 

 近鉄バスが河内天美駅前と『セブンパーク天美』を結ぶ一般乗合バスを運行します。（近畿運

輸局認可申請中） 

お出かけの際は便利な近鉄バスを是非ご利用下さい。（運賃：大人・子供 100円） 

セブンパーク天美公式ホームページにて当店の混雑状況が確認できますので、ご来場される際

は是非ご活用いただきますよう宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
素材ダウンロード URL：https://bit.ly/37ocPNz  パスワード：amami 

https://bit.ly/37ocPNz

