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Press Release 

 

 

KUZUHA MALL（くずはモール） 夏の NEW OPEN＆7 月イベント情報  

★「ラコステ」「トミー ヒルフィガー」をはじめ、新店５店舗がオープン！ 

★丸太早切り選手権、テント組み立て、キックバイク体験など「アウトドアパーク」開催！ 

 

 

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ショッピン

グモール KUZUHA MALL（枚方市楠葉花園町 15-1）は、６月から９月にかけて 5 店舗を新規オープンします。また、７

月に夏イベント「アウトドアパーク」を開催します。 

 

大阪有数のベッドタウンである枚方市の京阪電車樟葉駅に隣接する KUZUHA MALL には、「ラコステ」「トミー ヒルフィガ

ー」といったインターナショナルブランドをはじめ、新店が続々オープンします。 

 

  NEW SHOP ピックアップ                                                        
 

■「ラコステ」 6/4(金)OPEN 

フランスの伝説的テニスプレイヤーであり優れた発明家でもある、

ルネ・ラコステが 1933 年に設立したプレミアム ライフスタイル ブラン

ド「ラコステ」が登場。ル・クラブというテニスのクラブハウスからインスパ

イアされた最新の店装にはテニスのラケットやコートから採用したディ

テールがちりばめられています。ポロシャツはもちろん、人気のカジュア

ルウエアに、昨今愛用者の多いシューズ、アクセサリーまでレディー

ス・メンズの両方を展開します。 

 
 

 

 

 

■「トミー ヒルフィガー」 6/23(水)OPEN  

1985 年に NY で誕生したプレミアム ライフスタイル ブランド「トミー 

ヒルフィガー」。デザイナーのトミー・ヒルフィガーが慣れ親しんだ東海岸の

クラシック・アメリカン・クールなスタイルにモダンなテイストを加えた、遊び

心と上品さが特徴です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■本件に関するお問い合わせ先■ 

株式会社 京阪流通システムズ くずは事業部 広報担当：青野・安田・中西 【TEL】072-866-3340 

KUZUHA MALL 広報事務局（プランニング・ボート内）山村、古川、福嶋 【TEL】06-4391-7156
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  NEW OPEN 予定店舗一覧                                                          

 
店名 オープン日 場所・業種・店舗紹介 

なんぼや 

 

6/1(火) 

本館ハナノモール 3 階    
買取専門店 

「なんぼや」は、お客様が使用しなくなったブランド品、 
時計、宝石、貴金属などの買取専門店です。 
不要なモノを捨てるのではなく、リユースすることで地球に 
やさしく、賢く有意義なライフスタイルを提供いたします。 

ラコステ 
 6/4(金) 

本館ハナノモール 1 階 
レディース&メンズファッション 

前頁ピックアップに記載 

トミー ヒルフィガー 

6/23(水) 

本館ミドリノモール 1 階    
レディース&メンズファッション 

前頁ピックアップに記載 

ABC-MART 
GRAND STAGE 

7/16(金) 

本館ハナノモール 1 階 
シューズ、ウェア 

【靴だけじゃない ABC-MART】 
最新のトレンドを発信するアンテナショップ。 
NIKE を中心にシューズ・アパレルともにグランドステージ 
だけのトップモデル商品をご用意しております。 

スターバックス 

9 月上旬 

本館ハナノモール 1 階 
スペシャルティ コーヒーストア 

高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出した 
エスプレッソがベースのバラエティ豊かなドリンクをはじめ、 
ペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。 

 

 

  イベント 概要覧                                                           

 

|アウトドアパーク  ※3 密回避のため、3 週に分けて開催                                                               

■期間 ①7/2(金)～4(日) ②7/10(土)・11(日) ③7/17(土)・18(日) 

■参加費 全て無料 

 

<①7/2(金)～4(日) >  

・ロゴスショップ presents テントフェスタ 

■内容：ロゴスのおまつり「テントフェスタ」開催！夏休みのキャンプデビューを 

考えている皆様を応援します。キャンプの最重要アイテム＝テントを 

実際に見て、触って、さらには組立て体験をしていただくことで、 

夏休みのキャンプの準備と練習にお役立てください。 

■会場：本館ハナノモール 3F ロゴスショップ店舗内、ロゴスショップ店舗前 

■時間：店舗営業時間に準ずる 

■定員：随時受付 

      ※混雑時は人数制限を設ける場合がございます。 

■対象：全年齢対象 
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<②7/10(土)・11(日) > 

・コンズサイクル presents KON’S KIDS キックバイクチャレンジ 

■内容：キックバイクを使って、インストラクターと遊びながら楽しく学ぶスクールです！ 

幼児期の公道デビュー前に少しでも安全に乗れるお手伝いをさせて 

いただきます。 

※キックバイク、ヘルメットはこちらでご用意いたします。 

■会場：南館ヒカリノモール 1F SANZEN-HIROBA 

■時間：(1)はじめてのキックバイク  

①11:00～11:45 ②14:30～15:15 

(2)KON’S KIDS エンジョイスクール  

①12:30～13:15 ②16:00～16:45 

■定員：各回 10 名 

※受付・整理券配布は、各回の 30 分前からとさせていただきます。 

■対象：(1)3 歳、4 歳 (2)5 歳、6 歳  

 

・キッズボルタリング体験 

■内容：大人気のキッズボルタリングが、くずはモールに登場！ 

ホールドの色で難易度が変わるので、幅広い年齢のお子様に体験して 

いただけます。床面には厚いマットを敷いていますので安全に楽しめます。 

■会場：南館ヒカリノモール 1F SANZEN-HIROBA 前 

■時間：10:00～18:00（※所要時間約 3 分） 

■定員：各日 100 名 

※当日 10:00 より SANZEN-HIROBA 前 キッズボルタリング体験受付にて 

参加整理券を配布いたします。 

※参加時間は参加整理券配布時の希望順となります。 

■対象：幼児 3 歳以上 小学生以下  

      ※未就学児の参加は保護者の方、同伴でお願い致します。 

 

<③7/17(土)・18(日) > 

・ LOGOS SHOP presents 設営９０秒！？エアマジックドーム組み立てタイムアタック 

■内容：大人気のエアテント「Tradcanvas エアマジックドーム M」を使用した 

設営タイムアタックチャレンジ。 

お子様でも簡単にテントの設営が行えます。 

■会場：南館ヒカリノモール 1F SANZEN-HIROBA 

■時間：11:00～16:00 

■定員：随時受付 

※混雑時は人数制限を設ける場合がございます。 

■対象：全年齢対象 

 

 

 

 



2021年 6 月 24 日 

株式会社京阪流通システムズ 

4 

 

Press Release 

・丸太早切り選手権＆繊細！丸太 100g 測り切り！ 

■内容：お父さん、あなたのかっこいいところを見せる時が来た！丸太を何秒で切れるかを 

計測し、タイムが早かった方は良いモノがもらえるかも!? 

女性の方やお子様にオススメの繊細！丸太 100g 測り切り！も同時開催。 

切った丸太は、コースターとしてお持ち帰りいただけます。 

■会場：南館ヒカリノモール 1F SANZEN-HIROBA 

■時間：①10:30～12:00 ②13:00～14:30 ③15:00～16:30  

■定員：各回先着 26 名×2 種 

※受付にて種目を選んでいただき整理券配布。 

■対象：全年齢対象 

※未就学児は保護者同伴推奨。 

 
 
※イベントやオープン日は場合により変更になる可能性がございます。 
 

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 

KUZUHA MALL では以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止を行っております。 

➣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いたしております。 

➣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いたします。 

➣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 1-1 KEIHAN CITY MALL 3 階 
T E L：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/ 
 
■施設情報 
KUZUHA MALL  
住    所：〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町 15-1  TEL：072-866-3300 (代表)  
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：https://kuzuha-mall.com 
 

http://www.mall-keihan.co.jp/
https://kuzuha-mall.com/

