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南海電気鉄道株式会社

南海商事株式会社

東急不動産株式会社

大阪市営地下鉄・初の駅ナカ商業施設

「ｅｋｉｍｏ（エキモ）天王寺」、4月18日（木） 12：00に開業

オープニングセレモニー、オープニングキャンペーンを実施

大阪市交通局が2011年7月、『御堂筋線梅田・なんば・天王寺駅「駅ナカ」事業』の運営管理者として選定し

た、南海電鉄グループの南海商事株式会社（本社：大阪市中央区、社長：遠北光彦）と東急不動産株式会

社（本社：東京都渋谷区、社長：金指潔）は、大阪市営地下鉄として初となる駅ナカ商業施設「ｅｋｉｍｏ（エキ

モ）天王寺」（全11店舗）を、御堂筋線天王寺駅構内に、2013年4月18日（木）12：00、オープンいたします。

オープンに先立ち開業日の4月18日(木) 11：30より、オープニングセレモニーを開催いたします。

また、オープニングキャンペーンとして、ekimo天王寺をご利用いただいたお客様へのオリジナルグッズプレ

ゼントや、PiTaPaショッピングおよびOSAKA PiTaPaクレジットショッピングのポイントアップキャンペーンを実

施いたします。

また、各ショップにおいても限定商品の販売やオリジナルグッズのプレゼントなど、様々なキャンペーンを

実施いたしますので、この機会にぜひご利用ください。

オープニングセレモニーについて

オープン当日の4月18日（木） 11：30から、「ｅｋｉｍｏ天王寺」現地でオープニングセレモニーを開催します。

セレモニーではテープカットと同時に「ekimo時計」の点灯式を行います。

＜出席予定者＞

■主催者

大阪市交通局長 藤本 昌信

南海電気鉄道株式会社 常務取締役 流通営業本部長 金森 哲朗

東急不動産株式会社 執行役員 商業施設事業本部長 吉浦 勝博

■来賓

阿倍野区商店会連盟会長 岡山 哲熙

阿倍野区地域振興会常盤連合振興町会長 高岡 祥介

阿倍野区地域振興会金塚連合振興町会長 清水 英孝

【 ekimo時計 】 ekimo天王寺入口部分の柱に設置されたモニターに、デジタルの時刻表示とともに大阪市交通局

で募集した“笑顔写真”を1分毎に映し替える時計。

■オープニングセレモニー 開催概要

日時＝2013年4月18日（木） 11：30～11：55

※受付は11：00から行います。

場所＝「ｅｋｉｍｏ天王寺」

大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番48号

大阪市営地下鉄 御堂筋線

天王寺駅 地下１階コンコース

受付＝西改札前（ＷＥＳＴゾーン）



※「ｅｋｉｍｏ」のホームページを開設しております。あわせてご覧ください。http://www.ekimo.jp/

※本件について、当社と同時に大阪市交通局からもプレスリリースが出されております。

PiTaPaショッピングご利用のお客様に、ショップdeポイント10倍キャンペーンを実施（5月31日まで）。
通常100円で１ポイントの所、100円で10ポイントを進呈いたします。
また、ご利用のお客様には、ご利用金額に関わらず、先着でノベルティーをプレゼント（先着順・なくなり
次第終了）いたします。

・クリーナー 600名様 ・携帯ストラップ 1200名様

■実施期間 ： 2013年4月18日（木）～5月31日(金)

ＷＥＳＴゾーン ＥＡＳＴゾーン

ｅｋｉｍｏ天王寺 店舗概要

大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１番４８号 大阪市営地下鉄 御堂筋線 地下１階コンコース
西改札前（ＷＥＳＴゾーン）及び東改札前（ＥＡＳＴゾーン）

所 在 地
（アクセス）

店 舗 面 積

店 舗 数

営 業 時 間

定 休 日

売 上 目 標

乗 降 客 数

開 業 日

614㎡ （倉庫含む）

11店舗
（ＷＥＳＴゾーン：9店舗、ＥＡＳＴゾーン：2店舗）

10：00～22：00
（一部店舗は異なります。別紙資料参照。）

なし

年商18億円

大阪市営地下鉄 天王寺駅
1日あたり約25万人 （2011年度実績）

2013年4月18日（木）

OSAKA PiTaPaクレジット決済でお買い上げのお客様に、OSAKA PiTaPaポイント10倍キャンペーン実施（5
月31日まで）。
また、キャンペーン終了以降は常にポイントを２倍にいたします。

■実施期間 ： 2013年4月18日（木）～5月31日(金)

OSAKA PiTaPa ポイント10倍キャンペーン

限定商品の販売やオリジナルグッズのプレゼントなど、様々なキャンペーンを実施いたします。
詳細については別紙をご覧ください。

各ショップ キャンペーン内容

オリジナルグッズ プレゼント

「ekimo天王寺」のマスコットキャラ
クター“てんちゃん”がデザイン
されたキュートな付箋紙。
オフィスやご自宅での毎日に
彩りをプラスしましょう。

「ekimo天王寺」全11店舗のいずれかのショップ1店舗で、1,500円（税込）以上お買い上げいただいた方、全

店合計で先着3,300名様にekimo天王寺オリジナルグッズをプレゼントいたします。

■実施期間 ：
2013年4月18日（木）～各店ごとになくなり次第終了

■配布場所 ： 各ショップにてお買い上げ時にお渡し

※レシートの合算はできません。
※お買い上げ金額に関わらず、お一人様につき１点の

お渡しとなります。

PiTaPa ショップdeポイント10倍キャンペーン



ＷＥＳＴゾーン

1 Discoat Petit ディスコートプティ 【ファッション・服飾雑貨・生活雑貨】

人気のカジュアルショップ、ディスコートが駅ナカ業態として初出店。女の子のライフスタイルに
フューチャーし、ベーシックで着回しのきくアイテムと雑貨を展開します。

新業態

2 Daily russet デイリーラシット 【服飾雑貨・生活雑貨】

ラシットがお届けする雑貨ブランド。人気のバッグはもちろん、アクセサリーやキッチングッズ、ス
テーショナリーなど、毎日を楽しく演出するアイテムをたくさん展開します。

関西初出店

3 pink lemontree ピンクレモンツリー 【アクセサリー・服飾雑貨】

自分らしくオシャレを楽しむチャーミングな女性に向けた、ファッションアクセサリーブランドです。
毎日をHAPPYにしてくれるアイテムをご提案します。

阿倍野・天王寺エリア初出店

4

真っ白な店内で、死海のミネラルで有名なイスラエル発のボディケアコスメや、乙女心をくすぐる
スイートなライフスタイル雑貨を展開します。

5
earth music&ecology premium store
アース ミュージック＆エコロジー プレミアム ストア

オシャレ着から通勤、カジュアルまで女性の様々なシーンで楽しんでいただけるナチュラルガーリッ
シュなアイテムを展開します。

阿倍野・天王寺エリア初出店／駅ナカ初出店Laline ラリン 【コスメ・生活雑貨】

【ファッション・服飾雑貨】

別紙資料 ｅｋｉｍｏ天王寺 各店オープニングキャンペーン

※記載の価格はすべて税込金額です。
※限定商品・プレゼントについては、なくなり次第終了とさせていただきます。

★PRESENT 4/18～4/22
7,000円以上お買い上げの方に先着で
・non-noコラボトート
・夏の新作カタログ
・20％OFFクーポン
をプレゼント！
※なくなり次第終了

★PRESENT
お買い上げの先着1,000名様に
新作カタログ（500円OFFクーポン付き）を
プレゼント！

●スペシャルプライスをご用意！
大人気「マルチボタンカーディガン」
を3,192円でご提供。
（通常価格3,990円）

☆限定商品
ekimo天王寺店限定 レオパードトートバッグ
・Sサイズ

1,365円【限定100個】
・Mサイズ

1.680円【限定100個】

★PRESENT
お買い上げの先着100名様に
「Daily russet オリジナルポーチ」を
プレゼント！

☆限定商品
「ラッキーバッグ」 1,050円
ヘアアクセを中心とした
アクセサリーの詰合せ。
【限定80個】

★PRESENT
お買い上げの先着200名様に「10％OFFクーポン」を
プレゼント！
※クーポンは次回3,150円以上のショッピング時に利用可能

☆限定商品
「SOAPRISE BOX」
5,000円
人気のコスメやお洒落な
雑貨がたっぷりのお得な
福袋 【限定100個】

★PRESENT
3,000円以上お買上げ
の先着100名様に「ミニ
フレグランススプレー
（ルームフレグランス）」
をプレゼント！

●スペシャルプライスをご用意！
「オードトワレ」を
2,950円でご提供！
トロピカルなフルーツ
の香り。
（通常価格5,900円）



7 ココカラファイン 【ドラッグストア】

「みなさまのココロとカラダを元気にしたい」と願いを込めて“ココカラファイン”と名付け
ました。「おもてなしＮｏ.１」を合言葉にサポートします。

8
Aoyama Flower Market 
青山フラワーマーケット

旬のお花を多数取り揃え、花と緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルをご提案します。人気のライ
フスタイルブーケの他、ご要望に応じたオーダーギフトも承ります。

9 フレッシュベーカリー神戸屋 【ベーカリー】

イーストフード・乳化剤無添加の食事パン、こだわり素材のサンドイッチ、季節のフルーツを使用し
たデニッシュなど、朝昼夜の食シーンに合った商品をご提供します。

阿倍野・天王寺エリア初出店

10 アンスリー 【コンビニエンスストア】

通勤・通学・お出かけのシーンでお役に立つコンビニとして、お手頃で美味しいおにぎり、話題の商
品など豊富に取り揃えていきます。

11 Lycka リュッカ 【アクセサリー・服飾雑貨】

Lyckaはスウェーデン語で「幸せ」。アクセサリー・モバイルグッズ・時計など幅広いアイテムを取
り揃えた雑貨ブランドです。あなただけの「Lycka～幸せ～」をご提案します。

阿倍野・天王寺エリア初出店

関西初出店

ＥＡＳＴゾーン

【フラワーショップ】 阿倍野・天王寺エリア初出店

6 Rope Picnic PASSAGE ロペピクニック パサージュ 【服飾雑貨・生活雑貨】

パリのアーケード、“PASSAGE”のような元気で親しみやすい空間の店内。服飾雑貨から生活雑貨
まで幅広いアイテムをご提案します。

関西初出店´

☆限定商品
オープン記念
「ハッピーバッグ」
2,500円

★PRESENT
2,000円以上お買上げの先着400名様に
「限定ショッパー」をプレゼント！
8,000円以上お買上げの先着70名様には
さらに「ネイルケアセット」もプレゼント！

★PRESENT
お買い上げの先着1万名様に
「100円OFFクーポン×3枚」をプレゼント！
・配布期間：4/18〜なくなり次第終了
・使用可能期間：5/1〜5/31
※クーポンは1,000円以上のショッピングに利用可能

●スペシャルプライスをご用意！
「カウンセリング化粧品」
が定価より30％OFF！
※一部除外品あり
※左記割引クーポンの併用も可能

☆限定商品
「お花のスターターキット」 3,150円
シザーやフレッシュフラワーフード、お花のレシピが満載の「青山
フラワーマーケットブック」に、バラ1輪をセット。お花を始めたい
人にぴったりのスターターキットです。【限定20セット】

★PRESENT
1,050円以上お買い上げの
先着100名様にバラの石鹸
「ローズアロマ」をプレゼント！

★PRESENT
4/18〜4/20
500円以上お買い上げのお客様に
「おすすめパン」をプレゼント！

スペシャルプライスをご用意！ 4/18～4/24
●おにぎり 全品100円

※150円以上の商品 ※手巻き寿司は20円OFF
●パン「おいしさ宣言」シリーズ 全品100円
●爽健美茶 500ml（各種） 120円（通常価格147円）

●午後の紅茶 500ml（各種） 120円（通常価格147円）
●じゃがりこ（各種） 30円OFF
●野菜生活（各種） 88円（通常価格108円）
※他にもスペシャルプライス商品を取り揃えています。

☆限定商品
ホっとするイラストが魅力の
「くるみボタンヘアゴム

（アニマル柄）」
840円
【限定6個】

★PRESENT
2,500円以上
お買上げの
先着100名様に
「ロゴ入りグラス」
をプレゼント！


