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おけいはんモール PRESS RELEASE 

おまつり委員会 Presents 

「おじいちゃん おばあちゃんへ一緒に大好きを伝え隊！」 

の実施について 

 

株式会社京阪流通システムズ（以下、当社）による、敬老の日特別企画「おじいちゃん おばあちゃ

んへ一緒に大好きを伝え隊！」を実施致します。 

 

京阪沿線３つのショッピングセンターである京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL をご利

用いただくお客様に、「敬老の日」に併せて、おじいちゃん、おばあちゃんへの感謝の気持ちや大好き

な気持ちを伝えるためのプレゼントをつくるワークショップイベントを開催致します。手づくりにこだ

わった世界にひとつのプレゼント、そして思い出に残る１日をプロデュースします！ 

 

この度の取り組みは、京阪沿線３つのショッピングセンターをご利用いただく地域のお客様と直接のコ

ミュニケーションを通じて、お客様と運営者が共に「リアルなつながり」を感じ、一緒に「忘れられな

い思い出」を作り上げていくことを目的としております。 

今後も「おまつり委員会」は自由な発想をもとに当社モールを通じて「リアルでしかできない」体験を

提供し続けることで、それぞれのモールが立地する地域の魅力を高め、地域のお客様との「リアルなつ

ながり」を持つショッピングセンターを目指して運営いたします。 

 

※おけいはんモール PRESS RELEASE 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）の合同プレスリリースのこと 

 

 

―イベント概要ー 

〔タイトル〕 

「おじいちゃん おばあちゃんへ一緒に大好きを伝え隊！」  

 

〔内容〕 

おじいちゃん、おばあちゃんへ感謝の気持ち、大好きな気持ちを直接お伝えしたいお客様を当社モールや

SNS で事前及び当日に募集をし、お客様と「おまつり委員会」、協力店舗でプレゼント作りをお手伝いし

ます。「おまつり委員会」と一緒に大好きなおじいちゃん、おばあちゃんを笑顔にしませんか。 
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〔各イベント〕 

※予約開始は、各モールの HP や館内ポスターでお知らせいたします。 

※イベント内容は 8 月 18 日時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります 

 

 

〔イメージ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォトフレーム         デニムコースター       梅こぶ茶とラベル 

 

 

 

 

イベント名 

世界に一つだけの 

フォトフレームを 

プレゼントし隊！ 

楽しい！かわいい！

カラフル苔玉を 

プレゼントし隊！ 

オリジナルの 

デニムコースターを 

プレゼントし隊！ 

オリジナルラベルで 

梅こぶ茶を 

プレゼントし隊！ 

概 要 

フォトフレームにシール

やリボンなどで装飾

し、お客様の思い出

写真をセット。オリジ

ナルフォトフレームとし

てプレゼント。 

ミニ観葉植物とカラフ

ルな刺繍糸を使って

苔玉づくりにチャレン

ジ！インテリアの一部

としておじいちゃんお

ばあちゃんにプレゼン

ト。 

デニム地でできたコー

スターに好きな文字

や絵を描いてデコレー

ションした、オリジナル

コースターをプレゼン

ト。 

感謝のメッセージや手

形スタンプ、お絵描き

入りのオリジナルラベ

ルをつくり、おいしい梅

こぶ茶入りの箱にセッ

トしプレゼント。 

イベント開催日 

※施設により異なる 

9 月 9 日（土） 

9 月 10 日（日） 

9 月 9 日（土） 

9 月 10 日（日） 

9 月 16 日（土） 

9 月 17 日（日） 

9 月 18 日（月） 

9 月 16 日（土） 

9 月 17 日（日） 

9 月 18 日（月） 

開催場所 

京阪シティモール 

京阪モール 

KUZUHA MALL 

京阪シティモール 

京阪モール 

KUZUHA MALL 

京阪シティモール 

京阪モール 

KUZUHA MALL 

京阪シティモール 

京阪モール 

KUZUHA MALL 

参加費用 500 円 500 円 なし なし 

予約 事前予約 事前予約 予約不要 予約不要 

協力店舗/協力会社 
無印良品 京阪園芸㈱  ㈲浪花昆布茶本舗 
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おまつり委員会は、公式の「facebook」、「instagram」がございます。 

各 SNS を「おまつり委員会」で検索。 

 

 

■会社概要 

商号  ：株式会社京阪流通システムズ 

代表者 ：代表取締役社長 中島 政人 

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 
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・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 28,300 ㎡（京阪百貨店、K ぶらっと、KiKi 京橋含む） 店舗数：約 170 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 おまつり委員会 明渡（あけど）・高本（たかもと） 

ＴＥＬ：06-6944-3046／06-6940-2108 

ＭＡＩＬ：akedo-r@mall-keihan.co.jp ・ takamoto-k@mall-keihan.co.jp   


