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西日本最大のターミナル駅「梅田」の中心地に
大阪市営地下鉄「駅ナカ」商業施設「ekimo梅田」 4月4日開業
イタリア発のファストファッション「カルツェドニア」が日本初上陸！
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4月に御堂筋線梅田駅地下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）梅田」の開業日を2014年4月4日に決定しました。また、出店する全14店舗も決定いたしましたのであわ
せてお知らせいたします。
［ekimo第3弾］

西日本最大のターミナル駅「梅田」の中心地に大阪市営地下鉄「駅ナカ」商業施設「ekimo梅田」開業
大阪市交通局初の駅ナカ商業施設として昨年4月18日に御堂
筋線天王寺駅に開業した「ekimo天王寺」、昨年10月31日に御
堂筋線なんば駅に開業した「ekimoなんば」に続いて、「ekimo」シ
リーズ第3弾「ekimo梅田」が御堂筋線梅田駅地下1階コンコース
に開業いたします。「ekimo梅田」は、7駅10路線が集まり、西日
本最大の乗降客数を誇る巨大ターミナル「梅田」の中心部とも
言える御堂筋線梅田駅の中改札から南改札の間に誕生します。

完成予想図
※上記完成予想図はイメージです。完成時は変更になる場合
があります。

［ekimo梅田テーマ］

「ekimo梅田」は「worker support」をメインテーマに「躍（おどる）」をプラス

『便利＋躍（おどる）』
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を設定し、駅毎の個性に応じた「もっと」「more」＝
“+α ”を提案していきます。 梅田は、西日本最大のターミナルであり、オフィスワーカーをはじめ買い物客、鉄道乗換
客、観光客など多彩な人達が集まる街です。今回「ekimo梅田」では、「worker support」をメインテーマとし、駅の個性
に応じた“+α ”として、『便利』に『躍（おどる）』をプラスしました。
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 ”
オールターゲット

』

天王寺 ⇒ enjoy life support

彩（いろどり）

なんば ⇒ visitor support

愉（エンターテイメント）

梅 田 ⇒ worker support

躍（おどる）

イタリアからレッグウェア＆ビーチウェアの「カルツェドニア」が国内初出店！
国内で初出店となる「カルツェドニア」は、イタリアのヴェローナで1987年に創業し、ヨーロッパを中心に約
1800店舗を展開するレッグウェア、ビーチウェアショップです。レディスだけでなく、メンズやキッズもラインナ
ップされており、バリエーション豊かに様々なアイテムをご提案します。キュートなソックスや、機能性にもこ
だわったストッキング＆レギンス、ビーチに映えるカラフルなビキニなど、イタリア感覚のデザインで皆様の
毎日を楽しく彩ります。

※各写真はイメージです。

“てんちゃん” “なっち”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梅田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梅田のイ
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”、そしてekimoなんばのイメージキャラクター“なっち”の妹として誕
生するekimo梅田の新イメージキャラクターを、よろしくお願いいたします。

？

ekimo天王寺

ekimoなんば

イメージキャラクター
「てんちゃん」

イメージキャラクター
「なっち」

ekimo梅田
オープン前
イメージキャラクター
「たねちゃん」

ekimo梅田
イメージキャラクターは？
お楽しみに！

みんなの笑顔が咲き誇る、「ekimo時計」が登場！
「ekimo時計」は、“駅ナカから咲かそう。”というテーマのシンボルとして、施
設内の大型モニターに、時刻表示と併せて笑顔写真が１分ごとに映し出され
る時計です。
この「ekimo時計」を、 「ekimo天王寺」 「ekimoなんば」に続いて「ekimo梅田」
の施設内にも設置します。
大阪市交通局が募集した“みんなの笑顔写真”の中から、抽選で選ばれた
写真が3施設の「ekimo時計」で放映される予定です。ぜひご期待ください！

ekimo時計の
イメージ

別紙資料

ｅｋｉｍｏ梅田 店舗構成について
ＭＤコンセプト

『便利＋躍（おどる）』
“＋α”
大阪のフロントエントランスとなる「梅田駅」は、西日本最大の乗降客数、日本一の商業床面積を誇る
ターミナルであり、近年「グランフロント大阪」等の開発が進み脚光を浴びる「キタエリア」の中心です。
そんな場所で、忙しいオフィスワーカーをメインターゲットに、駅を利用される幅広いお客様に向けて、
『便利』でかつ心『躍』るショップを展開いたします。『躍』には活「躍」、飛「躍」の意味も込められて
おり、ekimo梅田を利用することで、自分の時間を有効にお使いいただき、お客様が更に飛躍出来るよう
「worker support」をしていきます。

デザインコンセプト

『スタイリッシュモダン×つながり』
オフィスワーカーや鉄道乗換え客がたくさん集まる街、
梅田。そうした方々に、「worker support」をしてい
くため、スタイリッシュモダンをテーマにした環境の中、
リズム感ある素材構成と流線的なデザインにすることで
施設全体に「つながり」を持たせ、散策する高揚感を創
出。花柄をモチーフにした共用通路の床デザインは、往
来する人々に歩く楽しみを演出し、駅に心『躍』る空間
を誕生させます。
完成予想図
※上記完成予想図はイメージです。完成時は変更になる場合
があります。

＊下記MAPオレンジ部分の共用通路が改装されます。

ｅｋｉｍｏ梅田施設概要
所
在
地
（アクセス）

大阪市北区角田町8番6号
大阪市営地下鉄 御堂筋線

店 舗 面 積

572㎡

店

舗

数

14店舗

開

業

日

2014年4月4日（金）

想 定 売 上

年商12億円

定

なし

休

日

梅田駅

地下１階コンコース

営 業 時 間

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。）

乗 降 客 数

大阪市営地下鉄 梅田駅
1日あたり約42万人 （2012年度実績）

『便利＋躍（おどる）』、 注目の『日本初』のお店も出店！
『便利+躍』のMDコンセプトを実現させるべく、『便利』でかつ心『躍』る楽しさを兼ね備えた
ショップを取り揃えました。
イタリアのレッグウエアを中心としたファストファッションブランド「カルツェドニア」が『日
本初上陸』。ekimo仕様の可愛いフラワーショップ「プチコノカ」、クリームパンで人気の「八天
堂」からは、全国に先駆けて新アイテムの「生あんぱん」を初披露いたします。

また、『便利』に欠かせないコンビニエンスストアの「アンスリー」、ドラッグストアの「オー
エスドラッグ」、カジュアル衣料品「ユニクロ」、「三井住友銀行」のATMコーナーを配置、更に
は、靴・鞄等のリペアだけでなく時計の電池交換も出来る「ハートボックス」、通勤前に出せば帰
宅時には仕上がる「ノムラクリーニング」、オフィスワーカーの必需品であるシャツ専門店の「ブ
リックハウス バイ トウキョウシャツ」、パソコン用メガネJINSPCでお馴染みの「ジンズ」等、忙
しい「worker」の方に、ちょっとした時間でも心『躍』る楽しさと便利さを感じて頂けるお店を取
り揃えました。夜22時まで営業（ATMを除く）しており、お仕事で遅くなってもゆっくりご利用
していただけます。

ekimo梅田 店舗配置図
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①HEART BOX by TELEC Plusone
ハートボックス
②オーエスドラッグ
③JINS ジンズ
④Swatch スウォッチ
⑤BRICK HOUSE by Tokyo Shirts
ブリックハウス バイ トウキョウシャツ
⑥Bardot バルドー
⑦E hyphen world gallery
イーハイフンワールドギャラリー
⑧petit conoka プチコノカ
⑨ノムラクリーニング
⑩アンスリー
⑪UNIQLO ユニクロ
⑫CALZEDONIA カルツェドニア
⑬三井住友銀行ATMコーナー
⑭八天堂

日本初出店：1店

⑧
⑭

新業態：1店

関西初出店：1店

梅田エリア初出店：2店

駅ナカ初出店：3店

ｅｋｉｍｏ梅田 出店店舗のご紹介
※各画像はイメージです。

1

HEART BOX by TELEC Plusone
【ライフサポート・リペア】
ハートボックス

駅ナカ初出店

靴・鞄・傘の修理、合鍵、時計の電池交換をはじめとするサービスをご提供。お客様のご要望に親身に
お応えし、接客・技術・サービスを通じて“感動”という付加価値をお届けします。
●主な取扱商品／靴・鞄・傘修理、合鍵作製、時計電池交換
●営業時間／平日8:00～22:00
土・日・祝祭日9:00～22:00
●URL／http://www.repair-shop.jp
●運営会社／テレック株式会社

2

オーエスドラッグ

【ドラッグストア】

大阪・東京のターミナル立地のみでコンパクトな直営の“くすり屋”を展開して50年。ベテラン社員が多く“親切・ていねい・
買いやすい”がモットーの、存在感あるプロの薬局チェーン。チラシやポイントカードが一切なく、直引きでいつでもどなた様
にも公平なサービスが特長。
●主な取扱商品／医薬品・健康食品・化粧雑貨・日用雑貨・オーラルケア・
ボディケア・アイケア・衛生雑貨
●営業時間／8:０0～22:00
●URL／http://www.osdrug.com
●運営会社／協和商事株式会社

3

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

4

Swatch スウォッチ

【時計】

駅ナカ初出店

世界中を驚かせる革新的な発想で、1983年にスイスで誕生したファッションウォッチブランド
“スウォッチ”。幅広いお客様に楽しんでいただける商品をご用意しています。
●主な取扱商品／時計
●営業時間／10:00～22:00
●URL／http://www.swatch.jp
●運営会社／スウォッチグループジャパン株式会社

5

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】

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

6

Bardot バルドー

【アクセサリー・服飾雑貨】

関西初出店

普段使いのシンプルなアイテムから、パーティーシーンに最適なゴージャスなアクセサリー、
トレンド商品まで、プラスアルファのコーディネートを幅広くご提案します。
●主な取扱商品／アクセサリー・ヘアアクセサリー・ピアス・イヤリング
●営業時間／10:00～22:00
●URL／ http://www.nag-nak.com
●運営会社／株式会社名古屋中村

7

E hyphen world gallery
イーハイフンワールドギャラリー 【ファッション・服飾雑貨・インナー】

駅ナカ初出店

E hyphen world galleryに「ワーク&モード」をコンセプトとしたpdレーベルを加えたショップ。
ヨーロッパカルチャーを意識した多種多様な加工で、機能性にこだわったアイテムを取り揃えています。
●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.ehyphen.jp
●運営会社／株式会社クロスカンパニー

8

petit conoka プチコノカ

【フラワーショップ】

梅田エリア初出店

めまぐるしく過ぎる日々の中で、ココロとカラダを癒し、ほのかな幸せを感じてほしい。
そんな想いをコンセプトにした、心地よい花生活をご提案するekimo仕様のフラワーショップです。
●主な取扱商品／生花・植物・雑貨
●営業時間／10:00～22:00
●URL／http://www.creative-flower.co.jp
●運営会社／
クリエイティブ・フラワー・コーポレーション株式会社

9

ノムラクリーニング

【クリーニング】

クリーニング業界関西売上No.1※の信頼と実績で梅田にもオープン！品質日本一を目標に、超スピー
ディーな即日仕上（①10：00お預り→15：00お渡し ②14：00お預り→20：00お渡し）で皆
様の毎日をサポートします。
※2013年7月時点 帝国データバンク調べ
●主な取扱商品／クリーニング
●営業時間／8:00～22:00 （予定）
●URL／http://nc-nomura.com
●運営会社／株式会社ノムラクリーニング

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。
●主な取扱商品／おにぎり・パン・ドリンク・お菓子
●営業時間／平日6:30～23:00、土日祝 7:00～23:00
●URL／http://www.nankaifood.com/an3.html
●運営会社／南海フードシステム株式会社

梅田エリア初出店

11

UNIQLO ユニクロ

【ファッション】

白を基調にした店内で、豊富なカラーバリエーションの商品を選びやすくご提案。駅ナカならではの
品揃えで、季節に応じたアイテムを取り揃えています。
●主な取扱商品／レディスウェア・メンズウェア
●営業時間／10:00～22:00
●URL／ http://www.uniqlo.com/jp
●運営会社／株式会社京阪ザ・ストア

12

CALZEDONIA カルツェドニア

【ファッション】

日本初出店

イタリアのヴェローナ発、ヨーロッパを中心に約1800店舗を展開するレッグウェア、ビーチウェ
アのショップ。イタリア感覚のデザイン、機能性などバリエーション豊かに取り揃えています。
●主な取扱商品／メンズ・レディス・キッズレッグ
ウェア、ビーチウェア
●営業時間／10:00～22:00
●URL／http://www.calzedonia.it/en/
●運営会社／カルツェドニアジャパン株式会社

13

三井住友銀行ATMコーナー

【サービス】

生体認証・IC対応のATM５台設置を予定しています。
●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

14

八天堂

【スイーツパン】

八天堂の看板商品「くりーむパン」に並び、和のテイストとコラボした「生あんぱん」が、
全国の八天堂に先がけて初登場！八天堂自社工場で丁寧に手作りした「こだわりの生くりーむ」
と、あっさり瑞々しい「自慢のあんこ」のハーモニーは絶妙の美味しさです。
●主な取扱商品／くりーむパン・あんぱん
●営業時間／10:00～22:00
●URL／http://www.hattendo.com
●運営会社／株式会社トレジャーアイランド

新業態

