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株式会社京阪流通システムズ

クリスマスプロモーション Press Release 第一弾

「DREAMY CHRISTMAS 2018」
手塚治虫作品 漫画『リボンの騎士』とコラボレーションします！
株式会社京阪流通システムズでは、運営する 4 つの商業施設、京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL、
京都タワーサンドにおいて、10 月 25 日(木)よりクリスマスプロモーションを順次スタートいたします。
今年のクリスマスは、手塚治虫の漫画『リボンの騎士』新装版の出版を記念して 4 つの商業施設でコラボレーションし、
さまざまなイベントを展開します。世代を超えて愛される手塚治虫作品の世界を、大人から子どもまであらゆる世代のお
客様に届けてクリスマスを彩ります。
詳細は以下の通りです。

「DREAMY CHRISTMAS 2018」 概要
▶ 期間
2018 年 10 月 25 日(木)～12 月 25 日(火)
▶ 会場
京阪シティモール(天満橋)、京阪モール(京橋)、KUZUHA MALL(樟葉)、京都タワーサンド(京都)
▶ コンテンツ
① 漫画『リボンの騎士』出版記念 ミニエキシビジョン開催
② 手塚治虫マンガ電子図書館「TEZUKA SPOT」を期間限定導入
③ 京都タワー塔体の一日限定特別ライトアップ
④ モール内の書店で新装版をお買い上げの方にノベルティをプレゼント
⑤ チョコレートをテーマにしたクリスマス装飾をモール内に展開
⑥

モール内のカフェやベーカリーで『リボンの騎士』コラボメニューを販売

※詳細は後日 Press Release 第二弾で発表予定。

⑦

重ね捺しスタンプラリーを実施

※詳細は後日 Press Release 第二弾で発表予定。
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株式会社京阪流通システムズ
～手塚治虫 生誕 90 周年～ 漫画『リボンの騎士』新装版 出版記念
国民的漫画家・手塚治虫の漫画『リボンの騎士』新装版が 10 月 27 日に全国発売されます。少女漫画史に輝く金字塔。
女と男、ふたつの心をもったサファイアの、王位をめぐる切ない恋と冒険の物語。全 700 ページの原画を最新技術でスキャニン
グ。読みやすい大判(B5 判)で登場。

上下巻セット【限定版】 リボンの騎士
箱入り上下巻セット 本体価格 3,600 円＋税
《 仕 様 》B5 変型／箔押し化粧箱入り
《限定付録》活版印刷による謹製「サファイア」ポートレート 2 種

単行本 リボンの騎士 上下巻 各 1,600 円＋税

ブックデザイン：有山達也＋岩渕恵子(アリヤマデザインストア)
『リボンの騎士』 ©Tezuka Productions
(リトルモア刊)

イベント TOPICS
|①漫画『リボンの騎士』出版記念 ミニエキシビジョン開催
京都タワーサンドと KUZUHA MALL で、『リボンの騎士』の
世界観を楽しめるミニ展示を行います。
印象的なシーンや台詞を複製原画とインスタレーションで展開
し、女と男、2 つの心の間で揺れ動く主人公サファイアをはじめ、
手塚治虫の描いた、力強くも愛に溢れた絵と作品の魅力が
感じられる空間が登場します。
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株式会社京阪流通システムズ
【日程･場所】
《第一弾》10 月 25 日(木)～10 月 30 日(火)

9 時～21 時

京都タワーサンド 2 階階段踊り場
《第二弾》12 月 2 日(日)～12 月 12 日(水)

9 時～21 時

京都タワーサンド 2 階階段踊り場
《第三弾》12 月 14 日(金)～12 月 19 日(水) 10 時～19 時(最終日は 18 時まで)
KUZUHA MALL 本館ハナノモール 3 階「くずはアートギャラリー」
※観覧は無料です。 ※京都タワーサンドでの展示はインスタレーションのみとなります。

|②手塚治虫マンガ電子図書館「TEZUKA SPOT」を期間限定導入
京阪沿線及び京都府内商業施設では初めてとなる「TEZUKA SPOT」が登場。スマートフォン、タブレット、PC などで閲
覧することができるエリア限定の漫画配信サービスで、下記の店舗にてご利用条件を満たした方にご利用いただけます。
今回閲覧できる作品は『リボンの騎士』全 2 巻、『リボンの騎士 少女クラブ版』全 1 巻の計 3 巻分となります。新装版
として出版されるシリーズと合わせてデジタルの世界でも『リボンの騎士』を楽しむことができます。
※店舗によってご利用条件が異なります。決定次第各施設のホームページでご案内いたします。

【日程・場所】
《第一弾》10 月 25 日(木)～11 月 15 日(木)：京都タワーサンド B1 階 FOOD HALL
※上記日程のうち土日祝を除く平日の 14 時から 17 時までの時間限定です。

《第二弾》11 月 16 日(金)～11 月 30 日(金)：京阪モールホテル館 2 階「タブレスクック＆ジョナサンズブックストア」
《第三弾》12 月 1 日(土)～12 月 13 日(木)：KUZUHA MALL 本館ダイニングストリート 2 階「HOMELLA」
《第四弾》12 月 14 日(金)～12 月 25 日(火)：KUZUHA MALL 本館ハナノモール 3 階「タリーズコーヒー」
|③京都タワー塔体の一日限定ライトアップ
『リボンの騎士』新装版の出版を記念して、主人公サファイアのトレードマークでもある帽子に付いた大きなリボンが赤色で
あることにちなんで京都タワーが一日限定で赤く染まります。
【日時】
10 月 25 日(木)18 時～24 時
|④3 つのモール内の書店で新装版お買い上げノベルティをプレゼント
『リボンの騎士』新装版の出版を記念して、京阪シティモール、京阪モール、
KUZUHA MALL 内の書店で箱入り上下巻セット【限定版】または単行本の
上下巻セットをお買い上げの方、先着 50 名様に、サファイアのイラスト入り
オリジナルバッグをプレゼントいたします。
※各店舗先着 50 名様限定です。
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株式会社京阪流通システムズ
【日程】

【場所】

11 月 1 日(木)よりスタート

京阪シティモール 7 階「ジュンク堂書店」
京阪モール本館 2 階「紀伊国屋書店」
KUZUHA MALL 本館ミドリノモール 3 階「水嶋書房」
KUZUHA MALL 本館ハナノモール 3 階「ヴィレッジヴァンガード」

|⑤チョコレートをテーマにしたクリスマス装飾を 3 つのモール内に展開
手塚治虫が作品を描く際に好んで食べていたとされるチョコレートをイメージした装飾を京阪シティモール、京阪モール、
KUZUHA MALL の館内に施し、美味しく楽しいクリスマスムードを演出します。

【日程】

【場所】

11 月 1 日(木)よりスタート

京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL

※⑥モール内のカフェやベーカリーで『リボンの騎士』コラボメニューを販売について、⑦重ね捺しスタンプラリーを実施についての詳細は後日
Press Release 第二弾で発表予定。
※記載の内容は 10 月 18 日時点のものです。
※イベントの詳細は京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL、京都タワーサンドのホームページをご覧ください。
※画像はイメージです。
※イベントは都合により予告なく内容が変更・中止となる場合がございます。

■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

本社

：〒540-0032

中島 政人

大阪市中央区天満橋京町 1 番 1 号 KEIHAN CITY MALL 3F

TEL：06-6944-3087
設立

FAX:06-6944-3047

：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/
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株式会社京阪流通システムズ
■各店舗情報
・京阪シティモール／TEL:06-6944-5088(代表)
所 在 地：〒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 ㎡
URL

店舗数：約 100 店舗

：http://www.citymall.jp

・京阪モール／TEL: 06-6353-2525 (代表)
所 在 地：〒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）
URL

店舗数：約 170 店舗

：http://www.keihan-mall.jp

・KUZUHA MALL／TEL: 072-866-3300 (代表)
所 在 地：〒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 ㎡
URL

店舗数：約 240 店舗

：http://kuzuha-mall.com

・京都タワーサンド／TEL:075-746-5867(代表)
所 在 地：〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町 721 番地（京都タワービル内）
営業時間：1F・2F

9：00～21：00／B1F

11：00～23：00

※一部店舗は営業時間が異なります。
アクセス：JR・地下鉄・近鉄電車・市バス「京都」駅下車徒歩 3 分
営業面積：約 2,620 ㎡ 店舗数：約 55 店舗
U

R

L：http://kyoto-tower-sando.jp/

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

■書籍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 リトル・モア 福桜(ふくざくら)
ＴＥＬ：03-3401–1042

ＭＡＩＬ：fukuzakura@littlemore.co.jp

