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PRESS RELEASE 

おまつり委員会 Presents 

初開催 サステナブルイベント 

「お野菜まるごとたのしみ隊！」実施について 

 
株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）では、若手社員を中心

に発足した「おまつり委員会」によるサステナブルイベント「お野菜まるごとたのしみ隊！（以下、本企

画）」を実施いたします。 

 

私たちの生活を一変させた新型コロナウイルス感染症や、7 月より始まったレジ袋有料化。これらは今

までのライフスタイルを見つめなおし、これからの未来を考えるきっかけとなりました。 

そんな中、当社モールを通じて「リアルにしかできない」体験を提供し続けるおまつり委員会もまた、

施設の臨時休業やイベントの中止を余儀なくされましたが、新しい生活様式によって求められることと

は何かを考え、当たり前を見つめなおし、お客様とともに持続可能な世界に近づくための第一歩を踏み出

したいと思います。 

そんな私たちが考えるサステナブルイベント第一弾は「フードロス削減」をテーマに、野菜の廃材で 

ハンカチを染める実演イベントや POP UP SHOP を紹介します。 

 

〔イメージ〕 
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おまつり委員会は、京阪沿線の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。 

 

―イベント概要ー 

〔タイトル〕 

「お野菜まるごとたのしみ隊！」  

 

〔内容〕 

お野菜でハンカチが染まる！？普段は捨ててしまうような野菜の余りを使って染色する実演イベント

を実施いたします。見て聞いて、触ってみて食べるだけじゃない野菜の楽しさを発見しませんか？ 

また、無印良品による無選別・不揃いシリーズの POP UP SHOP や、イノブンによる傷ついて販売でき

なくなってしまった野菜や果実の実や皮などで染めた鞄の POP UP SHOP などを開催します。 

 

〔各イベント〕 

 

  

WORKSHOP お野菜ぬり絵の 

カレンダー作り 

野菜で染める！ 

実演会 

 

概 要 

季節の野菜が描かれたカレンダーを色とりどりに

塗ってみよう！作ったカレンダーはプレゼント。 

  

お野菜でハンカチが染まる？いつも捨ててしま

う野菜の廃材で染める実演会。参加者には 

お土産もご用意。 

イベント開催日 

※施設により異なる 

10 月 17 日(土) 

11 月 1 日(日) 

10 月 18 日(日) 

11 月 3 日(火・祝) 

開催場所 KUZUHA MALL／京阪シティモール KUZUHA MALL／京阪シティモール 

参加費用 無料 300 円 

予約 事前予約制 

KUZUHA MALL／京阪シティモールにて、 

お電話で受付。 

事前予約制 

KUZUHA MALL／京阪シティモールにて、 

お電話で受付。 

協力会社 mizuiro tezomeya 
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※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 10 月 1 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。 

 

 

 

おまつり委員会は、公式の「Facebook」、「Instagram」がございます。 

各 SNS にて「おまつり委員会」を検索。 

 

 

■新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた本企画の取り組みとお客様へのお願いについて 

 【本企画の取り組みについて】 

 １、おまつり委員会ならびに出店者について日々の検温を実施いたします。 

２、おまつり委員会ならびに出店者はマスクまたはそれに代わるものを着用し、 

接客させていただきます。 

 ３、接触を避けるため、コイントレーでの現金授受や必要最低限の会話やサービスに限らせて 

いただく場合がございます。 

 ４、イベント会場には、消毒液を設置しております。また、会場、備品につきましては適宜消毒・ 

清掃を行います。 

POP UP SHOP ヘルシーベスト 無印良品 イノブン 

 

 

概 要 

作られた食べ物が、全部

みんなのお腹の中に入る

をコンセプトに、「フードロス

削減」に取り組んだ野菜

や果物などを販売します。 

ひとつの商品ができるまでのプロセ

スを徹底的に見直し商品化され

た、かたちや大きさはいろいろでも

おいしさは変わらない、無選別・

不揃いシリーズを集めました。 

傷ついて販売できなくなってしま

った野菜や果実の実や皮などで

染めた鞄。 

厚みがあり、ポケットがたくさんあ

るため、毎日様々なシチュエー

ションで大活躍する「ベジバッグ」

が 4F イノブンより登場！ 

 

開催日程 

場所 

10 月 9 日（金） 

～10 月 12 日（月） 

京阪モール 

10 月 17 日（土）～ 

 18 日（日） 

KUZUHA MALL 

11 月 1 日（日）～ 

3 日（火・祝） 

京阪シティモール 

 

11 月 1 日（日）～ 

3 日（火・祝） 

京阪シティモール 
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 ５、ワークショップ会場は、ソーシャルディスタンスを保つため、座席の間隔をあけさせていただき 

ます。 

 ６、受付・イベント会場の対面する箇所には飛沫感染防止シートを設置しております。 

 ７、混雑状況により、入場制限をさせていただく場合がございます。 

  

【お客様へのお願いについて】 

 １、ワークショップ受付時には、検温を実施いたします。ご協力ください。 

37.5℃以上の場合は、参加をお断りさせていただきます。 

 ２、ワークショップ参加時には、大人・お子様に限らずマスクの着用をお願いいたします。 

   ご持参の無い場合は、各施設のマスク取扱店舗にてご購入をお願いする場合がございます。 

 ３、体調のすぐれない方は、ご来場をお控えください。 

   体調不良によるご予約のキャンセルはお電話にて承ります。 

 ４、ワークショップにて使用する備品（クレヨンなど）のお客様同士での共有はご遠慮願います。 

   お 1 人様・ご家族ごとにお楽しみいただける数をご用意しております。 

 

その他、各施設ではお客様および従業員の健康や安全確保を最優先に、様々な取り組みを行っておりま

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 松下 靖 

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 11：00～22：00 

※一部店舗は営業時間が異なります。 

※コロナウイルス感染症防止のため営業時間が異なる場合がございます。 

アクセス：京阪電車・Osaka Metro「天満橋」駅・大阪シティバス「天満橋」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。 

※コロナウイルス感染症防止のため営業時間が異なる場合がございます。 

アクセス：京阪電車・JR・Osaka Metro「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 
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・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。 

※コロナウイルス感染症防止のため営業時間が異なる場合がございます。 

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）・砂平（すなひら） 

ＴＥＬ：06-6944-3046／06-6940-2108 

ＭＡＩＬ：akedo-  r@mall-k  eihan.co.jp ・ sunahira-y@mall-keihan.co.jp   


