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バレンタインデーのギフトは京阪沿線３つのモールで。 

見て楽しい、食べて美味しいチョコレートが登場！ 

 

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 において、１月１８日（金）よりバレンタインプロモーションを順次スタートいたします。 

これは京阪沿線の３つのショッピングセンターにおいて、かねてより強化しているギフトプロモーションの取り組みを今年度

も重点的に行なうためのもので、ワークショップや期間限定の POP UP SHOP、また、「#Millennialpink」をテーマにし

た共通ビジュアルを全館で展開いたします。ぜひ、この期間だけのチョコレートやギフトを探してみませんか？ 

 

 

概要                                                                   

▶ 期間：１月１８日（金）より順次展開 （２月１４日（木）まで） 

▶ 場所：京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL 

▶ 主なワークショップ／POP UP SHOP 

思わず参加したくなるワークショップや、見ているだけで楽しいチョコレートの POP UP SHOP が登場！ 

タオルでつくるクマのぬいぐるみ(無印良品) 1 月 26 日（土） 

「しなやかなタオル」を使って贈り物にピッタリなクマのぬいぐるみをつくりませんか。 

 

【時間】①14：00～、②15：00～(各回 30 分) 

【場所】KUZUHA MALL 本館ハナノモール 2 階「ニコアンド」横 

【参加費】790 円(税込) 【定員人数】各回 8 名 

デコクッキーを作ろう！(ABC Cooking Studio) 

アイシングでクッキーをかわいくデコレーションしませんか？ 

 

2 月 8 日（金）KUZUHA MALL 

【時間】10：00～20：00～(所要時間 10 分) 

【場所】KUZUHA MALL 本館ハナノモール 1 階「ZARA」前 

【参加費】無料 【対象】小学生以上 

 

2 月 12 日（火）京阪モール 

【時間】①11：00～20：00～(所要時間 10 分) 

【場所】京阪モール本館 1 階「M's stationery」前 

【参加費】無料 【参加条件】体験レッスンのご予約 【定員】先着 100 名様限定 

キットカット ショコラトリー 2 月 1 日（金）～2 月 14 日（木）まで 

キットカット ショコラトリーは、2003 年以来、“キットカット”の開発に 

携わり、これまで数々の監修商品の開発を通じて“キットカット”の 

新しい魅力を発掘してきた“ル パティシエ タカギ”のオーナーシェフ 

高木康政が全面監修した“キットカット”です。 

 

【時間】10：00～20：00 

【場所】KUZUHA MALL 本館ミドリノモール 1 階グランドアトリウム(小) 
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ヴィレッジ ヴァンガード POP UP SHOP 2 月 1 日（金）～2 月 14 日（木）まで 

ヴィレッジ ヴァンガード限定ヨッポギ チョコ味が登場！ 

 

【時間】10：00～21：00 ※最終日は 20：00 まで 

【場所】KUZUHA MALL 本館ミドリノモール 2 階「ローリーズファーム」前 

KOBE CHOCO by AIDA general store 2 月 9 日（土）～2 月 14 日（木）まで 

味わい深く、選んで楽しい心が動くチョコレート。 

 

【時間】10：00～20：00 

【場所】KUZUHA MALL 本館ハナノモール 1 階「アーバンリサーチドアーズ」前 

 

 
※上記内容は１月１７日（木）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をご確認ください。 

 

ビジュアルについて                                                             

▶ ビジュアルテーマ 「#Millennialpink」 

近年ミレニアル世代を中心に人気を集めているミレニアルピンクをテーマにしました。 

愛情・女性といったイメージを持つピンクで、ポジティブで幸福感あふれるバレンタインを 

演出します。 

 

▶ ビジュアルコンセプト 「もっと自由に、もっと楽しく」 

バレンタインを毎年の義務や形式的な行事ではなく、感謝や愛情を表現する機会と 

捉え、自由で楽しい表現としました。 

ギフトを選ぶ時や贈る時の「楽しむ気持ちや姿勢」を大切にしてほしい、そんな想いをこ 

めました。 

 

 

ビジュアル制作アーティスト 

金谷 裕子 www.moypup.net 

 

ペインティング、コラージュ、アニメーション、インスタレーションなど様々な手法で作品を 

制作し、展覧会などで発表している。また、ファッションブランドとのコラボレートや、 

ミュージシャンへのアートワークの提供、アウトドアフェスティバルやショーウィンドーでの 

インスタレーションの展開、ワークショップの開催など幅広く活動している。 

 

 

 

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 


