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京阪沿線 3 つのモールで「DREAMY CHRISTMAS 2020」がスタート！ 

大人気のパンマルシェや、初登場のパールアクセサリーPOP UP SHOP も 
 

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）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、11 月 1 日（日）よりクリスマスプ

ロモーション「DREAMY CHRISTMAS 2020」をスタートいたします。 

クリスマスを存分にお楽しみいただける様々なイベントを各モールで展開し、また、華やかな装飾でクリスマスならではの

祝祭感を演出し、皆様をお迎えいたします。 

＜期間：11 月 1 日（日）～ ／ 場所：京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント TOPICS                                                            

|POP UP SHOP                                                            

期間限定ショップが館内のあちこちに登場します。ホリデーシーズンにぴったりのアイテムがきっと見つかるはず。 

 

イノブン クリスマスマルシェ ＜京阪シティモール＞ 

「クリスマスギフト」から「おうちを彩るインテリア」まで。 

心あたたまるクリスマスをイノブンからお届け 

いたします。 

 

【開催期間】11 月 4 日（水）～ 

12 月 25 日（金） 

【時間】10：00～21：00 

※最終日は 20：00 まで 

【場所】京阪シティモール 4F 吹き抜け会場 

エヌマルシェ ＜京阪シティモール＞ 

コットンパールや淡水パール、樹脂パールを使ったアクセサリーを 

ご用意いたしました。 

普段使いできるものからラグ 

ジュアリーなものまで、すべて 

作家によるハンドメイドの１点 

モノを幅広く取り揃えています。 

 

【開催期間】12 月 2 日（水）～12 月 8 日（火） 

【時間】10：00～21：00 ※最終日は 20：00 まで 

【場所】京阪シティモール 4F 吹き抜け会場 
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絹屋 ＜京阪シティモール＞ 

やさしさが込められたシルクの商品で、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です。 

 

 

 

 

【開催期間】12 月 10 日（木）～12 月 25 日（金） 

【時間】10：00～21：00 ※最終日は 20：00 まで 

【場所】京阪シティモール 4F 吹き抜け会場 

 

Fat Witch Bakery ＜京阪モール＞ 

“くずれたひとかけらでも 満足できる濃厚ブラウニー” 

本場 NY チェルシーマーケットで大人気の Fat Witch Bakery 

NY 本店、下鴨の京都店、心 

斎橋の大阪店と世界に３店舗 

だけ!! 

この度クリスマス限定商品も取 

り揃えています！この機会に 

濃厚な本物ブラウニーを是非ご賞味くださいませ。 

 

【開催期間】11 月 25 日（水）～12 月 1 日（火） 

【時間】11：00～21：00 

【場所】京阪モール 1f stageC（本館 1 階「M's STATIONERY」前） 

暁工房 ＜京阪モール＞ 

 

 

 

 

 

「真珠のまち」宇和島の熟練の彫金職人により一点ずつ丁寧に仕

上げられた高品質なパールジュエリー。大切な人への贈り物に、自

分へのご褒美やお守りに、一生もののジュエリーを。 

 

【開催期間】12 月 9 日（水）～12 月 15 日（火） 

【時間】11：00～21：00 

【場所】京阪モール 2f stageD（本館 2 階「ｸﾘｽﾋﾟｰ・ｸﾘｰﾑ・ﾄﾞｰﾅﾂ」前） 

 

my turn.（マイターンドット）＜京阪モール＞ 

大阪初出店!! 

子育て中の女性を中心とする、 

well-being なライフワーク 

チーム my turn と伊勢市の 

真珠卸会社により共同開発 

された my turn. 。 

“ふぞろい”に魅せられる、サスティナブルな本真珠アクセサリーをお

届けします。 

 

【開催期間】12 月 10 日（木）～12 月 13 日（日） 

【時間】11：00～21：00 

【場所】京阪モール 1f stageA（本館 1 階「SABON」前） 

 

 

|パンマルシェ  ＜KUZUHA MALL＞                                               

2018 年 10 月に初開催してから今回で第 4 回目となるパンマルシェ。 

くずはモールに店舗を構える「メルカートピッコロ」からは毎回催事で大人気のフルーツ 

サンド、「食パン工房春日」からはフレッシュバターと最高級生クリームを贅沢に使用 

した食パンが登場！ 

また、地元八幡市で人気の「べーぐる屋 自家製酵母ぱん roll」など、今回も魅力 

的なお店が勢揃いします。珈琲鑑定士が焙煎する「カフェサボローゾ」のコーヒーも 

おススメです！ 

 

【開催期間】11 月 14 日（土）・15 日（日）・21 日（土）・22 日（日） 

【時間】10：00～18：00 

【場所】KUZUHA MALL 本館ハナノモール 1F・本館ミドリノモール 1F 
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▶メルカートピッコロ           ▶食パン工房春日                ▶べーぐる屋 自家製酵母ぱん roll  ▶カフェサボローゾ 

 

 

|つづく！未来の大人達へ キテミテ中之島2020  ＜京阪シティモール＞                          

中之島エリアで開催中のアートイベント「キテミテ中之島」。 

みんなの駅美術館 Annex 0to1 の会場として、 

京阪シティモール 8F 特設会場にアート作品を展示します。 

二人のアーティストと「いきもの」をテーマに募集したお客様の 

作品をコラボレーション！ 

 

【開催期間】11 月 17 日（火）～12 月 27 日（日） 

【時間】10：00～22：00 

【場所】京阪シティモール 8F 特設会場 

 

 

|おひめさまごっこプロジェクト  ＜KUZUHA MALL＞                                     

もうすぐクリスマス。お姫様・王子様に変身して、くずはモールで遊ぼう！おいしいものを食べたり、クリスマスツリーと写真を

撮ったりクリスマスのお買い物をしたり、お姫様・王子様気分で楽しく遊べるイベントです！ 

 

【開催期間】12 月 19 日（土）・20 日（日） 

【時間】11：00～19：00（最終受付 17：00） 

【場所】KUZUHA MALL 本館ハナノモール 2F デリス タルト＆カフェ横 

【参加条件】1 人当日 2,000 円（税込）以上のレシートで 1 回ご参加いただけます 

【年齢制限】小学生以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※上記内容は 10 月 29 日（木）時点のものであり、変更になる可能性がございます。 

※イベントの詳細は各モールのホームページをご確認ください。 
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ビジュアルテーマ                                                              

 ～つなぐ、つむぐ～「PEARL STORY」 

 

パールの宝石言葉として込められた意味には「健康・無垢・長寿・富・純潔 

・円満・完成」などがあり、大切な家族や友人、仲間など身内に対する愛情 

の象徴とされ、切れ目なく円を描くパールのネックレスは、その形から、縁を結 

ぶとされています。 

気品高く美しい、それでいて身近でありながら、人の気持ちに寄り添う真珠に 

重ね合わせて、心温まるホリデーシーズンを展開します。 

 

 

 

 

 

主な装飾箇所                                                              

①各モールのエントランスゲートは物語の始まりを彷彿させるデザインに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶京阪シティモール B1F 入り口                           ▶KUZUHA MALL 本館ハナノモール 1F 入り口 

 

 

②高さのある空間を活かした立体感のある展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶京阪モール 1F VP ステージ 
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③タイニーハウスフォトスポットが登場。                  ④飲食店が連なる連絡通路には暖かみを 

窓からのぞくと何か見えるかも・・・                     感じられるイルミネーションが 3 年ぶりに一新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶KUZUHA MALL 本館ミドリノモール 1F                            ▶KUZUHA MALL 本館ダイニングストリート 2F 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取り組みについて 

京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL では以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大予防を行っております。 

➣国や自治体の方針に合わせ対策をしております為、状況に応じて営業時間短縮や臨時閉店をする場合がございます。 

➣各施設の入館制限をする場合がございます。また、店舗により入店制限をしています。 

➣トイレのハンドドライヤーを使用禁止としております。  ➣館内の休憩用のベンチを一部撤去しております。 

➣館内の喫煙専用室は一部利用制限をさせていただいております。 

➣従業員の検温・マスク着用での接客・手洗い・うがいを励行いたします。 

➣従業員がマスクやフェイスシールドを着用して接客をさせていただきます。 

➣接触をさけるため、コイントレーでの現金受渡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あり、接客対応や 

サービス水準が従来とは異なる場合がございます。 

➣営業時間中に館内の清掃や換気を適宜実施しております。 

➣当社社員と従業員に対して、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利用を促進しています。 

 

■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 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：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 

U R L：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 番 1 号 

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 490 台／提携駐車場含（有料、お買い物での優待あり） 
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営業面積：約 32,000 ㎡ 店舗数：約 100 店舗 

U R L：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 

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 

U R L：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 

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 

U R L：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・西 

ＴＥＬ：06-6940-2108 

ＭＡＩＬ：akedo-r@mall-keihan.co.jp  nishi-r@mall-keihan.co.jp 


