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母の日／父の日のギフト選びは京阪沿線３つのモールで。 

プレゼントキャンペーンやワークショップが登場します！ 

 

株式会社京阪流通システムズ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 では、４月１１日（木）より母の日／父の日のギフトプロモーションを順次スタートいたします。 

ワークショップや期間限定の POP UP SHOP に加え、生花を使用した華やかな共通ビジュアルを全館で展開いたしま

す。また、KUZUHA MALL では「お母さん お助けギフト」と題して、家事のプロフェッショナルをご家庭に派遣するプレゼン

トキャンペーンを行います。ぜひ、この期間だけのギフト選びをお楽しみください。 

 

概要                                                                    

▶ 期間：４月１１日（木）より順次展開 （６月１６日（日）まで） 

▶ 場所：京阪シティモール（天満橋）、京阪モール（京橋）、KUZUHA MALL（樟葉） 

 

主なイベント                                                               

|「お母さん お助けギフト」プレゼント  ＜KUZUHA MALLのみ＞                              

KUZUHA MALL各店舗（※TOHOシネマズ、一部サービス店舗除く）にてお買上げいただいた方を対象に、一会計

3,000円以上（合算不可）で1枚応募用紙を進呈。ご応募いただいた方の中から抽選で10名様に、「ハウスクリーニ

ング」または「料理のプロフェッショナル」をご家庭へ派遣するサービス20,000円分をプレゼント！ 

 

●ハウスクリーニング：京阪の家事サービス「カジスキー」 京阪電鉄不動産株式会社 http://kajiski.jp 

 

 

 

 

 

   清掃箇所の汚れや状態に合わせて、専用洗剤と道具を使いながら、細部まで徹底クリーニングいたします。 

レンジフード、キッチン、浴室、エアコン、トイレ＆洗面所セットなどからお選びいただけます。 

・例 1）レンジフード＋魚焼きグリル＋キッチン上下戸棚（表面）  

・例２）エアコン 1 台（お掃除ロボットなし）＋エアコン室外機 1 台 

※駐車場スペースのご用意をお願いしております。駐車できない場合は一律900円（税込）が別途必要です。 

 

●料理のプロフェッショナル：「お届けリストランテ」 株式会社2JOY https://www.otodoke-ristorante.com/ 

 

 

 

 

 

料理のジャンルは和洋中や各種エスニックなどお客様のお好みに応じたメニューをお選びいただけます。 

http://kajiski.jp/
https://www.otodoke-ristorante.com/
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《ダブルチャンス》 

ご応募いただいたお客様の中から100名様限定で、「ハウスクリーニング」でご利用いただける500円分のサービスチケット

をプレゼント！ 

 

※応募用紙はなくなり次第終了といたします。 

※ご当選者様のご連絡先等個人情報はサービス提供会社へ提供いたします。 ※サービス提供地域には指定がございます。 

※その他注意事項に関しまして、詳細は KUZUHA MALL のホームページ、館内ポスター、リーフレット等をご確認ください。 

 

|ワークショップ                                                              

ハーバリウムとボックスフラワー、選べるワッペンポーチ講座（ナチュラルキッチン アンド） 4 月 19 日（金） 

人気のハーバリウム、お花を敷き詰めたボックス、選べるオリジナルの刺繍ワッペンを 

付けてデイリーに使えるポーチの 3 アイテムが作れる講座です。 

ハーバリウムは Thank you♪のタグ付きです。 

 

【時間】①11：00～、②13：00～、③15：00～（所要時間約 40 分～45 分） 

【場所】KUZUHA MALL 本館ミドリノモール 3 階「水嶋書房」横 

【参加費】1,620 円（税込） 【定員人数】各回 8 名 【ご予約】事前予約制※当日枠があれば受付可 

【予約先】KUZUHA MALL 本館ミドリノモール 3 階「ナチュラルキッチン アンド」 072-855-7324 

ファブリックパネル作り（ユザワヤ） 5 月 4 日（土・祝）・5 月 5 日（日・祝） 

パネルに生地を貼りつけて、オシャレでかわいいインテリア雑貨を作っていただけます。 

 

【時間】①11：00～、②13：00～、③14：00～（所要時間約 30 分～） 

【場所】KUZUHA MALL 南館ヒカリノモール 2 階「トイザらス・べビーザらス」前 

【参加費】約 1,000 円（税込）～ 【定員人数】各回 5 名（対象年齢小学生以上） 

【ご予約】事前予約制※当日枠があれば受付可 

【予約先】KUZUHA MALL 南館ヒカリノモール 1 階「ユザワヤ」 072-864-0660 

 

|POP UP SHOP                                                           

絹屋 5 月 2 日（木）～5 月 14 日（火）まで 

自分が使って“心地いい”と感じるもの。大切な人と分かち合いたくなるもの。 

そんな使って嬉しい、もらって嬉しい気持ちが広がっていくブランドが“絹屋”です。 

やさしさが込められたシルクの商品で、今よりもっと自分も他人も大切にできるはずです。 

 

【時間】10：00～21：00 ※最終日は 20：00 まで 【場所】京阪シティモール 4 階吹き抜け会場 

キテキテ 5 月 7 日（火）～5 月 14 日（火）まで 

京都発、昔ながらの和の表情をみせつつ今の京都らしさがプラスされた新しい京都 

スタイル、“来て！来て！” “着て！来て！”。 

京都らしい伝統的な和のモチーフをはじめ、自社で運営する美しい庭園”白龍園” 

からイメージするグラフィックを T シャツや雑貨に落としこんだアイテムを展開。 

 

【時間】10：30～21：00 【場所】京阪モール本館 1 階「SABON」前 
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花としずく 5 月 8 日（水）～5 月 21 日（火）まで 

花や自然、動物をモチーフとした、アクセサリーや雑貨を、ハンドメイド作家が直接 

販売いたします。 

母の日のワークショップとして、無添加コスメ作りとハーバリウムディスペンサーも開催 

いたします。 

 

【時間】10：30～21：00 【場所】京阪モール本館 2 階「クリスピー・クリーム・ドーナツ」前) 

※上記ワークショップ／POP UP SHOP の内容は４月 9 日（火）時点のものであり、変更になる可能性がございます。 

※画像はイメージです。 

※イベントは内容ごとに日時、場所が異なります。詳細は各モールのホームページ、館内ポスター、リーフレット等をご確認ください。 

 

ビジュアル                                                                  

▶ テーマ：「THANK YOU MY DEAR」 

２０１９年のビジュアルモデルは王室の権力争いや格差など、多くの 

苦難を乗り越えた真実の愛が今なお語り継がれるヴィクトリア女王と 

アルバート公のカップル。 

母の日の定番ギフトである生花を使用した表現で、「理想の夫婦」を 

アーティスティックに展開します。 

 

 

 

ビジュアル制作アーティスト 

PLANTICA http://plantica.net/ 

 

花に関係するアート、ファッション、ライフスタイル、カルチャー…それぞれの領域を繋げ 

ながら、スペースデザイン、インスタレーションアート、テキスタイルデザイン、プロダクトデ 

ザイン、アートディレクションまで手がけるフラワーアート・ユニット。 

 

大型商業施設やリゾート施設の空間演出、LVMH Group、NIKE、STARBUCKS、TOYOTA などのイベント装花や、CM

や広告など多方面で装花ディクションを行っている。 

 

日本が誇る花文化の現在形を世界へ発信するため、国内外問わず精力的に活動している。近年はミラノ万博・日本館の装

花を担当（日本館は展示デザイン部門「金賞」受賞）、タイ王国・故プミポン国王の一周忌追悼式典の装花を担当、モナ

コ公国・カロリーヌ王女主催のフラワーアートイベントに招待されインスタレーションを披露（作品で使用した特製花器を献上）。 

 

フランス放送局「Canal Plus」や海外放送「NHK World」「Design Talks」のドキュメンタリー番組に取材されるなど、国内

外のメディアからも活動が注目されている。 

 

毎年好評のポストカードが今年も登場。 

ギフトと一緒に気持ちを伝えるきっかけづくりとして 

お客様にお配りいたします。また、店内のおすすめ 

ギフトにも目印としてポストカードを添え、ギフト選び 

のお手伝いをいたします。 
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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  ：2002 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 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 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 


