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K PRESS の表紙イラストモデルや KUZUHA MALL へのお試し出店など
夢が詰まった「KUZUHA MALL Presents 夢の福袋 2022」
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
ショッピングセンターKUZUHA MALL では、「KUZUHA MALL Presents 夢の福袋 2022」を WEB 限定で
e-kenet マーケットや HP にて販売いたします。K PRESS の表紙イラストモデルや KUZUHA MALL へのお試し出店な
ど、館内の人気 SHOP や京阪グループの会社、地域企業などとのコラボレーションで特別な福袋をご用意いたしました。

販売期間：2021 年 11 月 18 日(木)～12 月 20 日(月)
販売サイト：e-kenet マーケット URL：https://www.e-kenetmarket.net/
※e-kenet マーケットとは、㈱京阪カードが運営する通販サイトです。
KUZUHA MALL HP URL：https://kuzuha-mall.com/
※★印の付いている福袋のみ HP 応募フォームよりお申込が必要となります。
夢の福袋 2022
| K PRESS 表紙のイラストモデルになろう！福袋（限定 1 個）★
京阪グループ 沿線おでかけ情報誌「K PRESS」表紙のイラストモデルになれる権利！
イラストレーター黒岩多貴子さんの風景画の中に登場していただき、数ヶ月後には K PRESS の
表紙に採用予定です！
また、描いていただいたイラストは、拡大(A４～B4 程度）し、額縁に入れてプレゼント＆
KUZUHAMALL お買物券 1,000 円分も合わせてプレゼントいたします。
販売価格：50,000 円(税込)
【黒岩多貴子さん プロフィール】
大阪市生まれ。中の島美術学院 卒業。1992 年頃 イラストレーターとして活動を始める。
水彩イラストを中心に、手描き・デジタルなど、情報誌・雑貨・広告・ステーショナリー・カレンダー・挿し絵などの
イラストを制作。
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| グリーン購入サブスクチケット 3 回分 by SOW the Farm UNIVERSAL
（限定 10 個）
年3回、お部屋を彩るグリーンをお得に購入できるチケット販売！
内

容

：2022 年 3・6・9 月の 3 回、5,000 円(税込)までの商品を購入できるチケット。
チケットは購入時に 3 枚送付いたします。

配送方法：チケットはゆうパックでお届けします。
販売価格：14,000 円（税込）
購入特典：SOW the Farm UNIVERSAL でチケットをご利用の際、500 円分のクーポンを進呈します。

| LOGOS SHOP × アオゾラテーブル by Sotoaso 大自然を貸切！
デイキャンプ福袋（限定 1 個）
LOGOS SHOP のキャンプ用品レンタルと 600 坪を超える大自然のプライベート空間
「アオゾラテーブル by Sotoaso」の使用料がセットになった“手ぶらで行ける貸切デイ
キャンプ”を福袋価格でご提供！
日常から離れて、あなただけの特別な時間に癒されてみませんか？
日

程：2022 年 3 月 27 日(日)

内

容： (1) アオゾラテーブル貸切
設備：水道、AC 電源、仮設トイレ、駐車スペース
駐車可能台数：3 台まで
(2) LOGOS SHOP のキャンプ用品レンタル
貸出アイテム：テーブル、ベンチ、チェア、グリル、タープ、
荷物用コンテナ、BBQ カバー、炭
(3) 京阪百貨店のバーベキュー食材セット

時

間：10:00～18:00

場

所：アオゾラテーブル
（〒576-0016 大阪府交野市星田 9 丁目 54−5）

参加可能人数：4 人以上 20 人以下
販売価格：50,000 円～(税込)
※参加人数によって価格が変動いたします。
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| KUZUHA MALL でお店を開いてみませんか？（限定各 1 個）★
期間限定で KUZUHA MALL にお試し出店ができます。（飲食店・物販）
内

容：①お試し出店（飲食店）
〔場所〕南館ヒカリノモール 1F SANZEN-HIROBA 内区画
〔面積〕14.67 ㎡
〔設備〕電気容量 5000W（50A 100V）
②お試し出店（物販）
〔場所〕本館ハナノモール 2F 区画(チャオパニックティピー前)
〔面積〕84.25 ㎡
〔設備〕フィッティングルーム 2 室あり、区画内にレジ台、商品倉庫あり

出店期間：2022 年 3 月 1 日(火)～2022 年 3 月 31 日(木)の期間中
開催時間：10:00～20:00
販売価格：①150,000 円(税込) ②200,000 円(税込)
〈それぞれ水道光熱費込〉
そ の 他 ：①・②共に現状有姿での区画提供となります。

| その他福袋
①テナントコラボ
商品名

スケートボード
エントリースペシャル福袋
by ムラサキスポーツ

KUZUHA MALL で
癒されたい！
ビューティ＆
カフェチケット福袋

飲食チケット
（レストラン）

価格
（税込）

15,000 円

販売
個数

15 個

7,000 円

15 個

4,000 円

10 個

内容

スケートボードを始めたい！そんな初心者にぴったりな
エントリー5 点セットを特別販売！
さらに購入者限定で無料レッスンを実施します！
・エントリー5 点セット
（スケートボード、ヘルメット、プロテクター、 小物、
タオル）

ビューティ体験チケットとカフェチケットがセットに
なったおトクな福袋。頑張った自分を労わって
あげませんか？心とカラダをリフレッシュしましょう！
・ヘアエステコース（Evoluty）
・アロマトリートメント 30 分（モンサンミッシェル）
背中・脚(背面・前面)・デコルテ＆腕の 3 つの中
からお好きな 1 カ所を選んでいただけます
・カフェ 1,000 円分利用券（アフタヌーンティー・
ティールーム）
（チケット有効期限：2022 年 2 月末
※3 店舗分それぞれのチケットを注文後発送
いたします。）
6,000 円相当の飲食代金が 4,000 円で購入できるチケット綴り
1,500 円チケット×4 枚で 1 セット
※対象店舗は e-kenet マーケットにてご確認ください。
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商品名

価格
（税込）

販売
個数

飲食チケット
（カフェ）

2,000 円

20 個

ライブにチャレンジ
inSANZENHIROBA 貸切
（伴奏付）

夢の電車貸切
2022 年福袋
これで君も京阪電車の
運転士だっ！！
出発進行～！！

内容

4,000 円相当の飲食代が 2,000 円で購入できるチケット綴り
500 円チケット×8 枚で 1 セット
※対象店舗は e-kenet マーケットにてご確認ください。

3個

南館ヒカリノモール 1F「SANZEN-HIROBA」を
2 時間まで貸し切り、ライブ等を開催できます。
島村楽器講師の演奏付きで夢のライブを開催し
よう！

5,000 円

3個

南館ヒカリノモール 1F「SANZEN-HIROBA」の電車シミュレーターを運転し放
題！また運転士の制服を着用（無料貸出し）して写真撮影もできます。
運転士になりきれる特別な思い出づくりに。
・電車シミュレーター2 時間フリーパス
・キッズ制服写真撮影
・京阪電車カレンダー1 部
・京阪電車クラフトペーパー5 部
・KUZUHA MALL お買い物券
3,000 円分

価格
（税込）

販売
個数

内容

10,000 円

②グループ会社コラボ
商品名

琵琶湖汽船
メグミ号貸切！
記念日プラン福袋★

琵琶湖汽船
ミシガンロイヤルルーム
記念日プラン福袋★

450,000 円

150,000 円

1個

プロポーズや誕生日など大切な記念日に…！
1 隻チャーターで貴方だけのオリジナルクルーズを
描いてみませんか。プライベートで楽しめる打上げ
花火付きです。
・メグミチャーター料（２時間、大津港発着）
・打上げ花火（50 発、約２分）
・花火申請手続料
・KUZUHA MALL からのお楽しみプレゼント付
き！
※その他オプションとして、バルーン装飾・花束・
フルーツ盛合せ等もございます。
（別途費用発生／打合せ要）

1個

ミシガンの貴賓室「ロイヤルルーム」を貸し切って、
ご家族・ご友人だけのお祝いパーティーにご利用
いただけます。
・ミシガン 80 乗船料（大津港発着・80 分間
クルーズ）
・ランチブッフェ代
・ロイヤルルーム貸室料
・KUZUHA MALL からのお楽しみプレゼント付
き！
※その他オプションとして、記念写真撮影や花束
手配等承ります。（別途費用発生／打合せ
要）
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商品名

ひらパー2 時間限定
貸切福袋

ひらパーイルミネーション
輝く夜を
2 時間限定貸切福袋

京阪バスに泊まる？！
京都タワーホテル×
定期観光バス 福袋

京阪百貨店
くずはモール店
おすすめ！
グルメ福袋定期便

京阪電車
びわこ号で
メモリアルフォト撮影

“GOOD NATURE
ACTIVITY”
農薬不使用
「白子タケノコ」の
収穫体験

価格
（税込）

800,000 円

540,000 円

35,000 円

100,000 円

50,000 円

8,000 円

販売
個数

内容

1個

ひらかたパークでアトラクション（日中 2 時間プラ
ン）を貸し切って、思い出を作ろう！
子ども会での遠足、会社レクリエーションなどにもご
利用ください。
KUZUHA MALL からのお楽しみプレゼント付
き！

1個

ひらかたパークの夜を贅沢に貸し切って、記念に
残るスペシャルな夜を！
フォトウェディングにもおススメです！
KUZUHA MALL からのお楽しみプレゼント付
き！

1個

・京都タワーホテル内客室「京阪バスコンセプト
ルーム」の宿泊
・京都定期観光バス A コース「京都三大名所～
金閣寺・銀閣寺・清水寺～」のチケット
・手土産と購入特典付き！

5個

カニ・フグ・牛肉など京阪百貨店のバイヤーが選ぶ
豪華な食材を 1 ヶ月に 1 回（全 12 回）お届し
ます。
また、ご購入者に KUZUHA MALL お買い物券
5,000 円分を進呈！（第 1 回目の食材発送
時に同時郵送）
おうちで、ちょっと贅沢してみませんか？

1個

1970 年に定期運行を終了した「びわこ号」を模した、「びわこ号（びわこ号式塗
装車両※大津線 600 形）」車両内部や車両前で、プロのカメラマンによる家族
写真（記念写真）を撮影します。
・プロのカメラマンによる記念写真を撮影
※撮影データは後日メールでお送りいたします。
・撮影終了後、京阪電車グッズをプレゼント！

10 個

京都府南部を中心に生産される最高級品“白子タケノコ”の収穫体験が、
GOOD NATURE STATION の特別企画として手ごろな価格で楽しめます。
竹林のなかで、ウグイスの声を聴きながらの“竹林浴”も体験可能！
・京都市伏見区の「市民農園 風緑」
で、タケノコ収穫体験（収穫したタケノコは持ち
帰り OK）
・GOOD NATURE MARKET
1500 円相当オリジナルギフト
・KUZUHA MALL お買物券 500 円分
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商品名

“GOOD NATURE
ACTIVITY”
希少価値の高い
有機いちごの収穫体験

価格
（税込）

販売
個数

4,000 円

10 個

価格
（税込）

販売
個数

内容

日本全体のいちご収穫量のうち、わずか 0.002％しか収穫されない有機 JAS 認
定いちごの生産に取り組む「かみむら農園」のいちごがお腹いっぱい食べられます！
・京都府八幡市 かみむら農園でのいちご
収穫体験（いちご 1P お持ち帰り）
・GOOD NATURE MARKET
1,500 円相当オリジナルギフト
・KUZUHA MALL500 円分のお買物券

③地元企業コラボ
商品名

パナソニック パンサーズの
お好きな選手と
記念撮影付き！

10,000 円

20 個

観戦ペアチケット福袋

FC ティアモ枚方の
選手とマンツーマン
トレーニング

10,000 円

3個

内容

パナソニック パンサーズの観戦ペアチケット
（2022 月 1 月 8 日(土)・9 日(日)を予定。）
選手サイン入りポスター、さらに！当日お好きな
選手と記念撮影ができます。

JFL に所属する FC ティアモ枚方は、枚方・寝屋川・交
野を中心とする北河内地域から J リーグ昇格を目指して
活動しています。
FC ティアモ枚方の選手から 1 対 1 でサッカーを教わるこ
とができます！
1 時間ほど一緒にサッカーを楽しめる貴重な機会です。

※内容は変更、中止になる場合がございます。
※各商品詳細は e-kenet・マーケット、KUZUHA MALL HP をご確認ください。
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症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。
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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 松下 靖
本
社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1-1 KEIHAN CITY MALL 3F
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 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

