
［ekimo第2弾］ 

関西地下鉄最大の駅ナカ商業施設「ekimoなんば」開業。 

2013年8月23日 

 

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 

関西地下鉄最大の駅ナカ商業施設「ekimoなんば」開業へ。 
 

大阪市営地下鉄駅ナカ「ekimo」シリーズ第2弾、「ekimoなんば」が10月31日開業。 

流行情報の発信拠点「ランキンランキン」が関西初出店するなど話題の店も登場！ 

 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：細井康史）と東急不動産株式会社（本社：東京都渋

谷区、社長：金指潔）は、今年10月に御堂筋線なんば駅地下1階コンコースに開業を予定していた、駅ナカ商業施設

「ekimo（エキモ）なんば」の開業日を10月31日に決定しました。併せて、出店する全19店舗も決定いたしました。 

 大阪市交通局として初めての駅ナカ商業施設として今年4月

18日に御堂筋線天王寺駅に開業した「ekimo天王寺」に続いて、

「ekimoなんば」が10月31日に御堂筋線なんば駅地下1階コン

コースに開業いたします。「ekimoなんば」は、「ekimo」シリーズ

（天王寺・なんば・梅田）の中でも売場面積が最も広く、関西地

下鉄の中では、最大の規模となります。「ekimoなんば」は

NORTHゾーンとSOUTHゾーンの2つのゾーンから構成され、 

NORTHゾーンに11店舗、SOUTHゾーンに8店舗出店いたします。

今後は、「ekimoなんば」に続き、2014年春に「ekimo梅田」の開

業を予定しております。   

［ekimoなんばテーマ］ 

「ekimoなんば」は「visitor support」をテーマに「愉（エンターテイメント）」をプラス 

『便利＋愉（エンターテイメント）』 

NORTHゾーン完成予想図 
※写真はイメージです。完成時は変更になる場合があります。 

オールターゲット 

天王寺 ⇒ enjoy life support 

なんば ⇒ visitor support 

梅 田  ⇒ worker support 

３駅それぞれの個性に応じた「もっと」「more」を提案していきます。 

『 便利  “＋α ”  』    
彩 

愉（エンターテイメント） 

？ 

 御堂筋線のターミナル駅「天王寺・なんば・梅田」に続々と誕生する「ekimo」シリーズでは、駅ナカ商業施設として求
められる便利さはもちろん、各駅の利用者の特性に応じたテーマ設定し、駅毎の個性に応じた「もっと」「more」＝
“+α ”を提案していきます。今回「ekimoなんば」では、「visitor support」をテーマとし、『便利』に『愉（エンターテイメン
ト）』をプラスしました。 



［愉ポイント ①］ 

流行発信ショップ「ランキンランキン」が関西初出店。最旬商品はここでチェック！ 

 北側のNORTHゾーンに関西初出店する、流行発信ショップ「ランキンランキン」。化粧品や雑貨、日用品、菓子、加工

食品、飲料、書籍などのあらゆる「ランキング上位商品」と、これから流行るであろう「注目商品」だけを集めたショップで

す。常時、約300種類のランキングカテゴリーで約1,000アイテムを展示販売し、ランキング順位の変動によるアイテム

入れ替えのほか、流行や季節に合わせたカテゴリーの入れ替えを行うことで、常に新鮮な情報・商品を提供しています。 

 「ランキンランキン」は、「リアルな雑誌」のような感覚で情報収集と商品購入ができ、以前から各メディアを通じ全国の

方から関心を集めています。関西初出店となる「ランキンランキンなんば店」では既存の首都圏店舗にはない、関西な

らではのランキングカテゴリーを取り扱うなど新たな試みも行っていく予定です。 

［愉ポイント ②］ 

人気キャラクターショップ「しろたん」が登場！ 

 人気キャラクター「しろたん」と仲間たちの雑貨やぬいぐるみ、お菓子が揃う「しろたんフレンズパーク」が北側のNORTH

ゾーンに初出店。「しろたん」は、1999年にデザイナー「やまだえま」によって誕生したキャラクターで、抱きぐるみで大人

気に。有名人にもファンが多く、癒しキャラクターとして子供から大人まで幅広く愛されています。8月8日にはCD「しろた

んマーチ」も発売されました。ekimoなんば店では、ぬいぐるみ、ステーショナリー、アクセサリーなどを展開し、ekimoなん

ば限定アイテムの販売も予定しています。 

※各写真は店内イメージです。 

※写真は店内イメージです。 



※ホームページを開設しています。あわせてご覧ください。http://www.ekimo.jp/ 

※当社と同時に大阪市交通局からも本件がプレスリリースされております。  

［愉ポイント ③］ 

“てんちゃん”につづく新しいイメージキャラクターが仲間入り！ 

 ekimoシリーズのキャッチフレーズ「駅ナカから、咲かそう。」をイメージしたekimoなんばの新しいキャラクターが仲間

入りします！ 

 今はまだオープン前の「種をまいている」段階をイメージし、種の状態です。開業時に、花が咲いてekimoなんばのイ

メージキャラクターとしてお目見えする予定です。 

 ekimo天王寺のイメージキャラクター“てんちゃん”の妹として誕生する新メンバーを、よろしくお願いいたします。 

ekimo天王寺 

 

イメージキャラクター 

「てんちゃん」 

ekimoなんば 

オープン前 

イメージキャラクター 

「たねちゃん」 

ekimoなんば 

イメージキャラクターは？ 

 

お愉しみに！ 

？ 

［愉ポイント ④］ 

みんなの笑顔が咲き誇る、「ekimo時計」が登場！ 

 「ekimoなんば」のシンボルとして、「駅ナカから咲かそう。」をテーマに、みんなの笑顔が

咲き誇る「ekimo時計」が設置されます。 

  「ekimo時計」は、施設内の柱に設置される大型モニターに、デジタルの時刻表示ととも

に、笑顔写真が１分ごとに映し出される時計です。 

 大阪市交通局では、この「ekimo時計」に表示する“みんなの笑顔写真”を募集しています。 

  ・応募ページ・・・http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/ekimo-tokei/ 

  ・応募締切・・・2013年9月16日（月・祝） 23：59 

 詳しくは、応募ページにてご確認ください。 
ekimo時計の 

イメージ 

http://www.ekimo.jp/
http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/ekimo-tokei/
http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/ekimo-tokei/
http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/ekimo-tokei/


デザインコンセプト 

 『自然×ひろがり』 

「visitor support」をしていきたいなんば駅。 

 ナチュラルミックスをテーマにした環境の中、地下施設

ならではの点在する柱を中心に、曲線的で有機的なデザイ

ンを構築。ナチュラルな風合いと空間全体の広がり感を創

出することで、「visitor」をおもてなしします。 

ｅｋｉｍｏなんば施設概要 

大阪市中央区難波一丁目9番7号 
大阪市営地下鉄 御堂筋線 地下１階コンコース 

＊下記MAPオレンジ部分の共用通路が改装されます。 

所 在 地 

（アクセス） 

店 舗 面 積 

店 舗 数 

営 業 時 間 

定 休 日 

乗 降 客 数 

開 業 日 

1,047㎡  

19店舗 
（NORTHゾーン：11店舗、SOUTHゾーン：8店舗） 

10：00～22：00 
（一部店舗は早朝・深夜営業しております。各店舗
の時間は別紙資料に記載。）  

なし 

大阪市営地下鉄 なんば駅 
1日あたり約33万人 （2012年度実績） 

2013年10月31日（木） 

 大阪二大繁華街のミナミの玄関口となる「なんば駅」は、関西NO.2の乗降客数を誇るターミナルでありな
がら、大型商業施設だけでなく「道頓堀」に代表される観光スポットや「大阪松竹座」、「なんばグランド花
月」等の文化芸能施設が多くあることから、国内外からの観光客、買い物客が多いことが特徴です。 
 
 NORTHゾーン（北改札前）は、道頓堀やアメリカ村等の観光スポットへのエントランスロビーになる場所。
SOUTHゾーン（中改札から南北改札）は、南海グループが開発・運営するなんばＣＩＴＹ・なんばパークス
等大型商業施設が多く、鉄道乗換客も多い場所。 
 
 そんな場所で、国内外からの観光客や鉄道乗換で日常的に利用されている乗降客等にご利用頂けるよう、
『便利』なショップだけでなく、幅広い人に『愉』しんで頂けるトレンドとエンターテイメントを発信する
ショップを展開致します。 

ＭＤコンセプト 

『便利＋愉（エンターテイメント）』 
“＋α” 

別紙資料  ｅｋｉｍｏなんば 店舗構成について 

SOUTHゾーン完成予想図 
※写真はイメージです。完成時は変更になる場合があります。 

想 定 売 上 年商19億円 

NORTH 

ゾーン 

SOUTH 

ゾーン 



 『便利＋愉（エンターテイメント）』のMDコンセプトを実現させるべく、『便利』なショップと『愉』の

あるショップをバランス良く展開していきます。 

 『便利』の部分には、コンビニエンスストアの「アンスリー」、ＡＴＭの「三井住友銀行」、「りそな銀

行」、そして海外からの観光客向けに多言語メニューをご用意しているカフェの「クレバー1953」、観光ガ

イドブックや大阪本を多数扱うブックストア「天牛堺書店」等を取り揃えました。 

 『愉』の部分には、関西初出店のショップも登場。NORTHゾーンには、エンターテイメント性をコンセプ

トに、関西初として、商品をランキング形式で多種多様な商品トレンドを紹介しなんばの新名所・待ち合わせ

スポットと期待される「ランキンランキン」、人気キャラクターしろたんの楽しい雑貨やぬいぐるみが揃う

｢しろたんフレンズパーク｣を誘致しました。また、忙しい人にもちょっとした時間でご利用頂けるポイントメ

イクやヘアメイクの「アトリエはるか」、週替わりで話題のお店のスイーツが楽しめる「スイーツボックス」

が出店します。また、 SOUTHゾーンには、通勤通学の際のちょっとした時間にもファッショントレンドを

チェックして頂けるようなショップを取り揃えました。女性向け雑貨、アクセサリーの「ラ シュシュ」、ア

パレルの「ディスコートプティ」、カバンの「アートバーグ」、シャツで定評のある「ブリックハウス バイ 

トウキョウシャツ」等男女ともにお楽しみ頂けるファッションゾーンです。全店舗夜22時まで営業しており

ますので、お仕事などで遅くなってもご利用して頂けます。 

関西初でなんばの新名所・待ち合わせスポットと期待される話題店も出店。 

ekimoなんば 店舗配置図 

① World Wedding ワールドウェディング 

② atelier haruka アトリエはるか 

③ CLEVER 1953 クレバー1953 

④ JINS ジンズ 

⑤ ranKing ranQueen ランキンランキン 

⑥ SWEETS BOX スイーツボックス 

⑦ アンスリー 

⑧ 天牛堺書店 

⑨ chambre de charme cote 

    シャンブル ドゥ シャーム コテ 

⑩ Sirotan Friends park  しろたんフレンズパーク 

⑪ りそな銀行ATMコーナー 

⑫ tutuanna チュチュアンナ 

⑬ BRICK HOUSE by Tokyo Shirts 
    ブリックハウス バイ トウキョウシャツ 

⑭ ART/BERG アートバーグ 

⑮ ANOTHER SIDE SQUARE 
    アナザー サイド スクエア 

⑯ Discoat Petit ディスコートプティ 

⑰ La Chou Chou ラ シュシュ 

⑱ R・terrace アールテラス 

⑲ 三井住友銀行ATMコーナー 

NORTHゾーン SOUTHゾーン 

新業態：4店 なんばエリア初出店：6店 関西初出店：2店 

関西駅ナカ初出店：2店 駅ナカ初出店：1店 

① 

② 

③ 

④ 

⑦ ⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑲ 

⑱ 



ｅｋｉｍｏなんば 出店店舗のご紹介／NORTHゾーン 

1 World Wedding ワールドウェディング 【サービス】 

結婚式場案内のワールドウェディングが、駅ナカに初オープン。会社帰りに、お買い物の途中に、気
軽に立ち寄れる便利な駅ナカで、プロのブライダルコーディネーターが理想の式場をご案内します。 

●主な取扱商品／結婚式場案内 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／http://www.worldwedding.jp 
●運営会社／株式会社ワールドウェディング堺 

2 atelier haruka アトリエはるか 【メイクアップ】 なんばエリア初出店 

3 CLEVER 1953 クレバー1953 【カフェ】 

エスプレッソ系カフェメニュー等のリフレッシュドリンクやアルコールメニューと、生パスタやサン
ドイッチ、スイーツのフードメニューを提供。都市型の一日に対応する、アクティブなカフェです。 

●主な取扱商品／ドリンク・サンドイッチ・生パスタ・アルコール 
●営業時間／6:00～23:00 
●URL／ http://www.908clever.com 
●運営会社／帝塚山クレバー株式会社 

新業態 

6 SWEETS BOX スイーツボックス 【週替りスイーツ】 

「駅ナカのお菓子箱」をイメージした、有名ブランドや話題のショップが“週替り”で楽しめるス
イーツ専門店です。 

●主な取扱商品／洋菓子・和菓子 
●営業時間／10:00～22:00 
      （週替り最終日のみ21:00まで） 
●URL／ http://www.sweetsbox.jp 
●運営会社／株式会社京阪ザ・ストア 

なんばエリア初出店／駅ナカ初出店 

4 JINS ジンズ 【メガネ・サングラス】 

高機能・高品質なメガネを低価格でご提供します。薄型非球面レンズ付きのメガネが4,990円から、 
乱視や近視が強くても追加料金は0円。パソコンメガネ「JINS PC」はメガネをかけない方にも大好評。 

●主な取扱商品／メガネ・サングラス 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／http://www.jins-jp.com 
●運営会社／株式会社ジェイアイエヌ 

5 【流行発信ショップ】 

●主な取扱商品／雑貨・コスメ・食品・書籍 
●営業時間／10:00～22:00（予定） 
●URL／http://www.ranking-ranqueen.net 
●運営会社／株式会社東急レクリエーション 

ranKing ranQueen ランキンランキン 関西初出店 

毎日を楽しく便利にする、さまざまなジャンルのグッズから「今流行っているもの、これから注目さ
れそうなもの」のみをピックアップ。約300種類のランキングで展示販売しています。 

●主な取扱商品／ヘアセット・メイク・レッスン 
●営業時間／10:00～22:00（土曜・日曜・祝日の予約時には午前8時より時間外営業いたします） 
●URL／http://www.haruka.co.jp 
●運営会社／株式会社アトリエはるか 

ウェディングやパーティへのご出席、ちょっとしたお出かけの前に。プロのアーティストの技術で、
手軽にキレイに変身を。ご要望をお伺いしながら、お客様の新しい魅力をご提案します。 



7 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。 

●主な取扱商品／おにぎり・パン・ドリンク・お菓子 
●営業時間／6:00～23:00 
●URL／http://www.nankaifood.com/an3.html 
●運営会社／南海フードシステム株式会社 

9 

「simple, colorful, reasonable」をテーマに、毎日の生活の側にあり、豊かで明るい気持ちにしてく
れるような洋服と雑貨を集めたセレクトショップです。 

●主な取扱商品／レディスウェア 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／ http://www.ambidex.co.jp 
●運営会社／株式会社シャンブル ドゥ シャーム  

chambre de charme cote 
シャンブル ドゥ シャーム コテ 【ファッション・服飾雑貨】 関西初出店 

りそな銀行ATMコーナー 【サービス】 

ATMを2台設置し、新たなキャッシュポイントとしてお客様の利便性向上を図ります。 

●主な取扱商品／ATM 
●営業時間／平日7:00～23:00、土曜7:00～21:00、日曜・祝日8:00～21:00 
●URL／http://www.resona-gr.co.jp 
●運営会社／株式会社りそな銀行 

11 

8 

新刊書籍に加え、古本の販売、買取も行っています。通勤、通学、お出かけの合間にも気軽に立ち寄
れる、快適な空間をご提供。大阪本も多数取り揃え、訪れるお客様をサポートします。 

●主な取扱商品／新刊書籍・雑誌・古本 
●営業時間／7:00～23:00 
●URL／http://www.tengyusakai-shoten.co.jp 
●運営会社／株式会社天牛堺書店 

天牛堺書店 【書店】 なんばエリア初出店 

Sirotan Friends park しろたんフレンズパーク 

人気キャラクター”しろたん”と仲間たちの楽しい雑貨やぬいぐるみ、お菓子が揃うお店です。
ekimoなんばの限定品もご用意しています。 

●主な取扱商品／ぬいぐるみ・ステーショナリー・アクセサリー 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／ http://www.creativeyoko.co.jp 
●運営会社／株式会社クリエイティブヨーコ 

【キャラクター雑貨】 新業態 10 



ART/BERG アート・バーグ 【服飾雑貨】 

インダストリアルな雰囲気のメンズ、レディースの服飾雑貨店舗。バッグを中心に、シューズ、サイ
フ、小物類など、素材にこだわった商品を提案します。 

●主な取扱商品／バッグ・シューズ・サイフ・小物 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／ http://www.art-berg.co.jp 
●運営会社／株式会社アート・バーグ 

テイストや商品のバリエーションによる「探すワクワク感」「個性」「カルチャー発信」をキーワード
に、カジュアル・トレンド・ベーシックを融合した“ブランドセレクト型”メンズ＆レディスストア。 

●主な取扱商品／メンズウェア・レディスウェア・服飾雑貨 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／http://www.assq.jp 
●運営会社／株式会社ワールド 

Discoat Petit ディスコートプティ 

1日をハッピーにシフトする。モノ、コト、オリジナルアイテムを中心に、ベーシックで使いやすい
ウェア、服飾雑貨、生活雑貨をセレクトスタイルで展開します。 

●主な取扱商品／レディスウェア・バッグ・アクセサリー 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／http://www.discoat.jp 
●運営会社／株式会社パル 

ANOTHER SIDE SQUARE 
アナザー サイド スクエア 【ファッション・服飾雑貨】 

【ファッション・服飾雑貨・生活雑貨】 

La Chou Chou ラ シュシュ 【アクセサリー・服飾雑貨】 

La Chou Chou（ラ シュシュ）はフランス語で“お気に入りの場所”。宝石のようなアクセサリー
がたくさんちりばめられた空間で、時には可愛く、時には美しく、女性を演出します。 

●主な取扱商品／アクセサリー・服飾雑貨 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／ http://www.accejapan.co.jp 
●運営会社／株式会社アクセジャパン 

関西駅ナカ初出店 

なんばエリア初出店 
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新業態 

BRICK HOUSE by Tokyo Shirts 
ブリックハウス バイ トウキョウシャツ 【ファッション】 13 

60年以上のシャツ作りのノウハウを活かし、ドレスシャツからカジュアルシャツまで、色・柄・サイ
ズ・デザインを豊富にラインナップ。値頃感のある価格設定も魅力なシャツ専門店です。 

●主な取扱商品／メンズシャツ・レディスシャツ・ネクタイ 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／http://www.tokyo-shirt.co.jp 
●運営会社／東京シャツ株式会社 

なんばエリア初出店／関西駅ナカ初出店 

ｅｋｉｍｏなんば 出店店舗のご紹介／SOUTHゾーン 

tutuanna チュチュアンナ 【靴下・雑貨】 

毎日をおしゃれに楽しく装うための、ファッション感度の高いソックスを、シーズンごとタイムリー
に提案します。 

●主な取扱商品／靴下・パンスト・雑貨 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／ http://www.tutuanna.co.jp 
●運営会社／株式会社チュチュアンナ 

12 

なんばエリア初出店 



三井住友銀行ATMコーナー 【サービス】 

生体認証・IC対応のATMを5台設置しています。 

●主な取扱商品／ATM 
●営業時間／平日・土曜8:00～23:00、日曜8:00～21:00 
      （祝日は当該曜日の営業時間） 
●URL／http://www.smbc.co.jp 
●運営会社／株式会社三井住友銀行 

19 

R・terrace アールテラス 【生活サポート情報・リペア】 

御堂筋線なんば駅に一番近い生活情報ショップ。映画・旅行情報や靴・鞄の修理。新幹線等の切符・回
数券、商品券、図書カード、美術館、遊園地など、暮らしに役立つ各種チケットを取り扱っています。 

●主な取扱商品／各種チケット、靴・鞄の修理 
●営業時間／10:00～22:00 
●URL／http://www.shinnankai.co.jp 
●運営会社／新南海ストア株式会社 

18 新業態 


