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平成２４年４月２６日 

 

５月１７日（木）、「パラディ学園前」がリニューアルオープンします！ 

～新規専門店も１８店導入～ 

 

近鉄では、奈良線学園前駅前の商業施設「パラディ学園前」について、本年１月よりリニューアル工事を行

っていましたが、５月１７日（木）にグランドオープンすることとなりましたので、お知らせします。 

 

「パラディ学園前」は、当社が長年、住宅開発を手掛けてきた学園前地区の北玄関口に立地し、昭和５９年

の「北館（パラディⅠ）」、平成３年の「南館（パラディⅡ）」の開業以来、地元の皆様のショッピングの場と

してご愛顧いただいております。 

今回のリニューアルでは、３階および４階にて両館をつなぐ連絡デッキを増設して回遊性が大幅にアップし

たほか、専門店１８店が新規出店して新しい魅力をご提供します。エントランスや館内通路等の全面美装化や

トイレ・休憩スペースの拡充も行い、いっそう快適で便利なショッピングセンターとなっています。 

 詳細は別紙の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パラディ学園前」外観（南側） イメージパース 売場（南館２階） イメージパース 



 2

「パラディ学園前」リニューアル詳細 

 

１．グランドオープン日時  平成２４年５月１７日（木）１０時００分 

  

※全館グランドオープンに先立ち、近商ストア（スーパーマーケット、地下１階）は平成２４年４月２７

日（金）１０時００分にリニューアルオープンします。  

※南館の４階（レストランフロア）、５階（クリニックフロア）、６階（不動産営業所、学習塾、子育て支

援センター）は営業中です。 

 

２．リニューアルの内容 

 

（１）連絡デッキの増設等による回遊動線の向上 

①北館と南館を３階および４階レベルでつなぐ連絡デッキを増設し、北館と南館の一体感を強化すると

ともに、店舗配置の見直しに合わせて館内通路を再配置することで、回遊性を向上させました。 

②南館２階のメインエントランス導入部のスロープを拡幅し、来館動線を向上させました。 

 

（２）共用部分のイメージおよび快適性の向上 

①施設全体のデザインコンセプト「ガーデン」に基づき、館内通路、エスカレーターおよびエレベータ

ー周辺等、共用部分に木調の内装を多用することで、ナチュラルでやさしい雰囲気の空間を演出しま

した。また、施設の顔となる南側（駅側）の外壁に、木調ルーバーを用いた施設名称ロゴサインを配

置し、施設外観を親しみやすいイメージとしました。 

②全てのお客様用トイレを改修するとともに、新たに休憩室および授乳室を設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南館２階メインエントランス 

 イメージパース 

北館３階エスカレーター付近  

 イメージパース 
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（３）新規の専門店テナントの導入 

   ファミリーカジュアルファッション、レディスファッション、総合シューズ、ベビー・子ども用品、大

型書店、輸入食料品などの新たな専門店テナントを１８店導入し、お客様のニーズに応えるテナント構

成としました。（テナント構成は別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設名称ロゴマークを一新し、施設イメージの向上を図りました。 

庭に咲く花や緑をモチーフに、自然がくれるやさしさや楽しさ、気持ちよさを表現することで、お客様

に親しみを感じていただけるデザインとしました。 

 

新ロゴマーク「パラディ」 

 

専門店テナント 

（アパレル・雑貨・サービス等） 

不動産営業所・学習塾 

・子育て支援センター 

クリニック 

レストラン 

大型書店・専門店テナント 

レディスファッション・銀行 

輸入食品・ファストフード 

近商ストア（スーパーマーケット） 

・食料品専門店 

「パラディ学園前」 全体フロア構成図 

・・・駐車場 等・・・南館店舗・・・北館店舗
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３．投資額   約１３億円 

 

４．「パラディ学園前」概要 

所在地    奈良市学園北１丁目９番１号ほか 

構造・規模  北館：鉄筋コンクリート造地下１階地上４階建 

           南館：鉄筋コンクリート造地下２階地上７階建 

敷地面積   ６，８２７㎡（北館、南館、敷地内道路を含む） 

延べ面積   北館：１１，５１６㎡ 

南館：１７，８５９㎡ 

連絡デッキ：４９㎡ 

店舗面積   北館：５，３６２㎡ 

       南館：６，９０３㎡ 

店舗構成   物販２８店舗、サービス１０店舗、飲食６店舗、クリニック７店舗、その他７店舗（全

５８店舗） 

          （従前：物販２２店舗、サービス３店舗、飲食６店舗、クリニック７店舗、その他５店    

舗、全４３店舗） 

開業年月  「北館（パラディⅠ）」：昭和５９年１１月 

「南館（パラディⅡ）」：平成３年９月 

 

以 上 



■「パラディ学園前」店舗一覧
≪物販店舗≫

業態 店舗名 位置 備考

本・文具・雑貨 啓林堂書店 南館3階 新店

宝石・宝飾品 ベレーザ 〃

洋品雑貨 パオリ 〃

婦人服・服飾雑貨 ヌフ 南館2階

婦人洋品 ブティックシャン 〃

婦人服 Ｍ２（エムニ） 〃 新店

婦人洋品 ＤＡＫＳ ＳＨＯＰニシタニ 〃

婦人服 ブティックしんどう 〃

靴下・服飾雑貨・靴 stream market（ストリームマーケット） 〃 新店

婦人服 ネクストアイ 〃

婦人洋品雑貨 アモングレ 〃

ベビー・子ども生活関連用品 西松屋 北館3階 新店

バラエティ雑貨 バラエティ１０１（イチマルイチ） 北館2階 新店

婦人衣料 ハニーズ 〃 新店

バッグ ラパックス 〃 新店

雑貨・本 ヴィレッジヴァンガード 〃 新店

For Casual Life マックハウス 〃 新店

シューズ総合 グランチヨダ 〃 新店

１００円ショップ セリア 北館1館 新店

特選陶器 ひろ 〃

宝石・時計・メガネ・化粧品 セイコー堂 〃

婦人服・洋品 ラフィーネ・はら 〃

毛糸・服飾手芸 クラッシーキタダ 〃

輸入食品 ジュピター 南館1階 新店（奈良県内初）

スーパーマーケット 近商ストア 南・北館地下1階 直営１２店舗のテナント含む

奈良漬・おつけもの 山崎屋 南館地下1階

御菓子司 鶴屋徳満 〃

※ドラッグストアも出店予定（新店）

≪サービス店舗≫

業態 店舗名 位置 備考

リラクゼーション ヒーリングサロン　リ・ボディ 南館5階

保険代理店 保険ほっとライン 北館3階 新店

携帯電話・その他関連商品 ウィルコムプラザ 〃 新店

リラクゼーション Ｒｅｌａｘ（リラックス） 〃 新店

まつ毛エクステ・ネイルサロン サロンドオリーブ 〃 新店

美容室 小出美容室 〃

理容・美容室 ヘアーサロン ユイ 〃

ファッションリフォーム リフォーム菱美 北館1階

クリーニング クリーニングみかさ 〃

合鍵複製・靴修理 ミスターミニット 〃



≪飲食店舗≫

業態 店舗名 位置 備考

焼肉・しゃぶしゃぶ 食道園 南館4階

お好み焼き ぼてぢゅう 〃

中国西安料理 王楽園 〃

そば・うどん 家族亭 〃

イタリアン食堂 プレーゴ！ 〃

サンドイッチ＆カフェ サブウェイ 南館1階 新店

≪クリニック≫

業態 名称 位置 備考

歯科 アップルデンタルクリニック 南館5階

形成外科・美容外科 ウエダ形成外科・美容外科クリニック 〃

痛みの診療所 かわたペインクリニック 〃

泌尿器科 きわもと泌尿器科クリニック 〃

耳鼻咽喉科 こばやし耳鼻咽喉科 〃

調剤薬局 サエラ薬局 〃

歯科 有山診療所 北館3階

≪その他施設≫

業態 名称 位置 備考

不動産仲介 近鉄不動産学園前賃貸センター 南館6階

住宅リフォーム 近鉄不動産株式会社　近鉄のリフォーム　ニューイング学園前 〃

学習塾 馬渕教室 〃

近鉄「楽・元気」プラザ 〃

奈良市地域子育て支援センター「Ｓａｙａ（さや）」 〃

銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 南館2階

銀行 りそな銀行 〃
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