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おけいはんモール PRESS RELEASE 

京阪沿線 3 つのモールで「Minori Autumn Carnival」を展開！ 

ファッション、食、ハロウィンにちなんだ秋のイベントが満載 

 

株式会社京阪流通システムズ（以下、当社）が運営する京阪沿線の３つのショッピングセンター、京阪シティモール、

京阪モール、KUZUHA MALL において、昨年秋に開催した 3 モール合同イベントを今年も開催し、秋のファッション、食、

ハロウィンを存分にお楽しみいただけるような、オトクな企画や体験イベントを展開いたします。 

 

 

〔おけいはん MALL Minori Autumn Carnival〕 

実りの秋、食欲の秋、ファッションの秋、芸術の秋…。 

秋はあれもこれも楽しみたい！そんな“秋欲”を満たすために、 

京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL では「ファ 

ッション」、「食」、「ハロウィン」の３つのカテゴリーで秋を楽しみ 

つくすイベントを多数開催いたします。 

昨年秋に初開催となった３モール合同イベントを今年も開 

催し、京阪沿線にお住まいのお客様、施設近隣に通勤・通 

学されているお客様に、秋を存分に楽しんでいただけるような 

コンテンツを多数ご用意いたしました。にぎやかなカーニバルの 

ように、心踊る１ヶ月間をお届けいたします。 

期間：１０月１日（土）～１０月３１日（月）                            （イメージビジュアル） 

場所：京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL 
※おけいはん MALL とは…当社が展開する京阪沿線の３つのショッピングセンター、京阪シティモール（天満橋）、京阪

モール（京橋）、KUZUHA MALL（樟葉）のこと。 

 

 

〔イベント内容〕 

① ドキドキ・セール／ドキドキ・キャッシュバック抽選会／ドキドキ・おけいはんポイント５倍 

② トクトク・キャンペーン（ノベルティ等のご用意） 

③ モグモグ・イベント（飲食イベント） 

④ ワクワク・ワークショップ（体験イベント） 

⑤ ワクワク・ポップアップ・ショップ（期間限定ショップ） 

⑥ ジョイン・ザ・ハロウィン（ハロウィン関連イベント） 

イベントの詳細は各モールのホームページをご確認ください。 

 

 

① ドキドキ・セール／ドキドキ・キャッシュバック抽選会／ドキドキ・おけいはんポイント５倍 

セール（対象店舗のみ）や、キャッシュバック抽選会、おけいはんポイント５倍キャンペーン等、秋冬のトレンド商品

をオトクに手に入れられるチャンスです。 
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京阪シティモール 

ドキドキ・おけいはんポイント５倍 １０月２５日（火）～２７日（木） 

 

京阪モール 

ドキドキ・セール １０月５日（水）～１０日（月・祝） 

ドキドキ・キャッシュバック抽選会 １０月８日（土）～１０日（月・祝） 

 

KUZUHA MALL 

ドキドキ・セール １０月１日（土）～１６日（日） 

ドキドキ・ナンバーズ抽選会 １０月１日（土）～６日（木） 

ドキドキ・キャッシュバック抽選会 １０月 7日（金）～１０日（月・祝） 

 

② トクトク・キャンペーン 

対象店舗にてお買い上げいただいた方にノベルティのプレゼント等、期間中だけのオトクなイベントが満載。 

 

京阪シティモール 

トクトク・キャンペーン １０月１日（土）～１６日（日） 

 

③ モグモグ・イベント 

秋の味覚が続々登場するこの時期、食欲の秋を満たしていただけるイベントをたくさんご用意しております。今だけの

限定メニューや美味しい味覚をずらりと並べたポップアップショップ、その場でお楽しみいただける体験イベントなどが満

載！ 

 

京阪シティモール 

京阪シティモール厳選 ハーベスト・メニュー １０月１日（土）～３１日（月） 

 

京阪モール 

京橋うまいもん STREET １０月７日（金）～１０日（月・祝） 

秋の北海道フェア １０月２０日（木）～２６日（水） 

ハロウィンドーナツマーケット by クリスピー・クリーム・ドーナツ １０月２０日（木）～２６日（水） 

モロゾフハロウィンフェア １０月２７日（木）～３１日（月） 

 

KUZUHA MALL 

くずはマルシェ 第一弾：１０月１日（土）、２日（日） 

第二弾：１０月 7日（金）～１０日（月・祝） 

キッチンカーマルシェ 第一弾：１０月１日（土）、２日（日） 

第二弾：１０月 7日（金）～１０日（月・祝） 

秋の味覚つめ放題 １０月１日（土）、２日（日）、８日（土） 

駅弁とうまいものフェア １０月６日（木）～１２日（水） 

秋の北海道フェア １０月１３日（木）～１９日（水） 
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④ ワクワク・ワークショップ（体験イベント） 

おうち時間を充実させたい秋にぴったりの体験イベントで新たな趣味を発掘してみては？週末に気軽にご参加いただ

くことができます。 

 

京阪シティモール 

クラフトハートトーカイ ハロウィン手作りクラフト １０月１５日（土）、１６日（日）、２２日（土）、２

３日（日） 

スターバックスコーヒー １９９６ブレンドのテイスティング １０月１５日（土）、２２日（土） 

無印良品 自分で作るマイバッグワークショップ １０月２２日（土）、２３日（日） 

イノブン ハロウィンランタンをつくろうの会 １０月２９日（土）、３０日（日） 

フローリスト京阪 多肉ワークショップ １０月２９日（土） 

フローリスト京阪 ハンギングテラリウム １０月３０日（日） 

 

京阪モール 

フローリスト京阪 ハッピーお花野菜レッスン １０月９日（日） 

 

KUZUHA MALL 

フルーツショップやまさく フルーツカービング体験 １０月２日（日）、９日（日） 

ルピシア 美味しいミルクティーの入れ方 １０月８日（土） 

 

⑤ ワクワク・ポップアップ・ショップ（期間限定ショップ） 

見ているだけでワクワクするような期間限定ショップで、秋の味覚やこの秋のファッションにマストなアイテムなど、秋を楽

しみつくす今だけのアイテムが手に入ります。 

 

京阪シティモール 

道の駅セレクトショップ みちのたより 開催中～１０月１２日（水） 

有機野菜のビオ・マルシェ １０月２０日（木）～２４日（月） 

野菜と果物の創作コンフィチュール ベジメリー １０月２９日（土）～３１日（月） 

 

京阪モール 

雑貨で旅するポーランド＆トルコ １０月５日（水）～１１日（火） 

“KAWAII"ザッカマーケット １０月１２日（水）～１８日（火） 

アクセサリーマルシェ １０月１８日（火）～３１日（月） 

オリジナル革小物市 １０月１９日（水）～２６日（水） 

 

⑥ ジョイン・ザ・ハロウィン（ハロウィン関連イベント） 

今年もハロウィンの季節がやってきました。こどもから大人まで、みんなで参加できるハロウィンイベントをご用意しており

ます。さぁ、みんなでジョイン・ザ・ハロウィン！ 

 

京阪シティモール 

シティモジャーナル読者特典 お菓子プレゼント １０月２９日（土）～３１日（月） 
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京阪モール 

ネイルズユニーク 気軽にハロウィンネイルをたのしもう！ １０月１日（土）～３１日（月） 

フローリスト京阪 秋の多肉植物ワークショップ １０月２日（日） 

ABC クッキング ハロウィンカップケーキを作ろう！ １０月８日（土）、２５日（火） 

ストリーム ボディジュエリーペイント体験会 １０月３０日（日） 

 

KUZUHA MALL 

おばけかぼちゃイベント 手形アートワーク １０月１５日（土）、１６日（日） 

ハロウィンメニュー １０月１５日（土）～３１日（月） 

ハロウィンポップアップショップ １０月１５日（土）～３１日（月） 

チョークアートでかぼちゃを描いてみよう １０月２２日（土）、２３日（日） 

ナチュラルキッチンアンド ハロウィンリース講座 １０月９日（日） 

ハロウィンキャンドルワークショップ １０月８日（土）～１０日（月・祝） 

ハロウィンパレード １０月２９日（土）、３０日（日） 

 

 

〔ビジュアルテーマ〕 

「秋のぜんぶは、わたしのもの」 

秋を迎えると欲張りになる、そんないくつになってもわくわくした気持ちを抑えられない女性の気持ちを、あたたかみのあるチ

ョークアートでカラフルに表現しました。 

 

 

〔ビジュアル制作アーティストプロフィール〕 

白墨堂（Hakubokudo）／尾崎 有花 

１９８０年１０月２１日生まれ 広島県出身 埼玉県在住。１０歳の頃より子供 

絵画教室に通い、水彩画や油彩画に触れる。小学校卒業とともに絵画から離れるが、 

２００７年にオーストラリアに渡り、オイルパステルを使用して描くチョークアートの技術を 

学ぶ。帰国後２００９年より、チョークアートの受注制作・教室を始め、日本全国から 

２００名以上の受講生が訪れている。 

２０１０年以降、百貨店を中心に定期的に展示会、ワークショップを開催。ドイツや上 

海等、海外の展示会出展も始める。２０１３年には、台湾のアートコンペティションで、 

人気投票２位を獲得。 

２０１４年にも、日本の横浜赤レンガ倉庫で行われた絵画コンペティションで洋画部門２位を獲得。 

２０１５年からライブハウスでのライブペイントをきっかけにライブパフォーマンスも始め、NY での展示会参加の際には、現

地のギャラリーや街角、セントラルパークにて似顔絵の即興ライブペイントを行う。 

２０１５年～２０１６年チョークアート教本をシリーズで４冊出版。講師としてもさらに活躍の場を拡げている。 
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■会社概要 

商号  ：株式会社 京阪流通システムズ 

代表者 ：代表取締役 上野 正哉 

本社  ：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1 番 1 号 KEIHAN CITY MALL 3F 

     TEL：06-6944-3087 FAX:06-6944-3047 

設立  ：平成 14 年 8 月 8 日 

事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業 

資本金 ：100 百万円 

URL   ：http://www.mall-keihan.co.jp/ 

 

 

■各店舗情報 

・京阪シティモール／TEL:06-6944-5088(代表) 〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1-1 

営業時間：ショッピング 10：00～21：00／カフェ・レストラン 11：00～23：00 

※一部店舗は営業時間が異なります。 

アクセス：京阪電車・地下鉄・市バス「天満橋」駅下車すぐ 

     駐車場 約 600 台／提携駐車場含（有料、お買い物での優待あり） 

営業面積：約 32,000 ㎡ 店舗数：約 100 店舗 

URL  ：http://www.citymall.jp 

 

・京阪モール／TEL: 06-6353-2525 (代表) 〒534-0024 大阪市都島区東野田町 2-1-38 

営業時間：ショッピング 10：30～21：00／レストラン店舗により異なる 

※一部店舗は営業時間が異なります。 

アクセス：京阪電車・JR・地下鉄「京橋」駅下車すぐ 

     駐車場 約 200 台（有料、お買い物での優待あり） 

営業面積：約 10,800 ㎡（京阪百貨店除く） 店舗数：約 120 店舗 

URL  ：http://www.keihan-mall.jp 

 

・KUZUHA MALL／TEL: 072-866-3300 (代表) 〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町 15-1 

営業時間：ショッピング 10：00～21：00／レストラン 11：00～23：00 

※一部店舗は営業時間が異なります。 

アクセス：京阪電車「樟葉」駅下車すぐ 

     駐車場 約 3,000 台（有料、お買い物での優待あり） 

営業面積：約 72,000 ㎡ 店舗数：約 240 店舗 

URL  ：http://kuzuha-mall.com 

 

以上 

 

■本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします■ 

株式会社 京阪流通システムズ 販売促進室 明渡（あけど）・西 

ＴＥＬ：06-6940-2108 

ＭＡＩＬ：akedo-r@mall-keihan.co.jp  nishi-r@mall-keihan.co.jp 


