2014年3月20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

「ｅｋｉｍｏ（エキモ）梅田」
2014年4月4日（金）オープン！
オープニングセレモニー、オープン記念キャンペーンを実施
〜 「ｅｋｉｍｏなんば」「ｅｋｉｍｏ天王寺」でもキャンペーンを同時開催 〜

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、2014年4月4日（金）12：00に「ekimo（エキモ）梅田」を開業いたします。
オープンに先立ち、開業日の4月4日（金） 11：45より、オープニングセレモニーを開催いたします。
また、ekimo梅田オープン記念キャンペーンを実施し、2013年に開業した「ekimoなんば」「ekimo天王寺」で
も本キャンペーンを同時開催いたします。本キャンペーンでは、ekimo各店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10倍キャンペーン等を実施いたします。各ショップにおいても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4日（金） 11：45から、「ｅｋｉｍｏ梅田」中改札前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を行います。

■オープニングセレモニー 開催概要
日時＝2014年4月4日（金） 11：45～12：00
場所＝ 「ｅｋｉｍｏ梅田」
大阪市北区角田町8番6号
大阪市営地下鉄 御堂筋線梅田駅
地下１階コンコース
中改札前

＜出席予定者＞
■主催者
大阪市交通局長 藤本 昌信
南海商事株式会社 取締役社長 細井 康史
東急不動産株式会社 商業施設事業本部
執行役員本部長 吉浦 勝博
■来賓
北区商店会総連合会 会長 西仲 健治 様
北区北野連合振興町会 会長 浦田 榮一 様
北区曽根崎連合振興町会 会長 羽田 清彦 様

【第1弾】

各ショップ 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、「ekimo梅田」「ekimoなんば」「ekimo天王寺」の各ショップ
にて、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。
■実施期間 ：

2014年4月4日（金）～4月13日（日）

【第2弾】

オリジナルグッズ プレゼント

「ekimo梅田」「ekimoなんば」「ekimo天王寺」のいずれかのショップで、1店舗あたり1,500円（税込）以上お買い上
げいただいた方に先着でekimoオリジナルグッズをプレゼントいたします。
■実施期間 ： 2014年4月14日（月）～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。

ekimo梅田の“うめみん”、ekimoなんばの
“なっち”、ekimo天王寺の“てんちゃん”と、
3施設のイメージキャラクターがデザイン
されたキュートな付箋紙。
オフィスやご自宅での毎日に
愉しさをプラスしましょう。

PiTaPa ショップdeポイント10倍キャンペーン
「ekimo梅田」「ekimoなんば」「ekimo天王寺」で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ポイントのところ、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、お買い上げ金額に関わらず、先着でノベルティーを
プレゼント（各店ごとになくなり次第終了）いたします。
■実施期間 ：

2014年4月4日（金）～5月31日（土）

OSAKA PiTaPa ポイント10倍キャンペーン
「ekimo梅田」「ekimoなんば」「ekimo天王寺」で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 ：

2014年4月4日（金）～5月31日（土）

イメージキャラクター“うめみん”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
仲間入りしました。
ekimo天王寺の“てんちゃん”、ekimoなんばの“なっち”の妹として誕生したekimo梅田のイメージキャラクターは
“うめみん”です！
てんちゃん、なっち共々、よろしくお願いいたします。
梅田も
駅ナカから
ワクワクだよ！

エキモ
三姉妹を
よろしくね。

ekimo天王寺
てんちゃん

ekimoなんば
なっち

ekimo梅田
うめみん

たねちゃんから
咲きました！

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
梅田駅 地下１階コンコース

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

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）

＊上記MAPの共用通路内に着色（オレンジ）
されている部分が改装されます。

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

※「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。

別紙資料 【第1弾】 各ショップキャンペーン：ｅｋｉｍｏ梅田
※記載の価格はすべて消費税込みの総額表示です。
※掲載商品やプレゼントについてはなくなり次第終了となりますのでご了承ください。
※画像（一部）はイメージです。
※各店冒頭の番号は、別紙プレスリリース掲載のMAPと連動しています。
（⑬は「三井住友銀行ATMコーナー」）
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HEART BOX by TELEC Plusone
ハートボックス

【くつ・かばん修理、合カギ、時計電池交換】

駅ナカ初出店

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
・「合カギ作製」を400円～ご提供！（通常価格 432円）
・「時計電池交換」を500円～ご提供！（通常価格 864円）
・「ピンヒール修理」を500円～ご提供！（通常価格 756円）
・その他一部サービスを20％OFF！

●PRESENT
4/4～無くなり次第終了
お買い上げの先着800名様に
「シューケア商品」をプレゼント！

□会員様特典
4/4～4/13
「ハートボックス」ポイントカードのポイントが2倍！

2

3

オーエスドラッグ

【ドラッグストア】

◆おすすめ商品
「ニチバン/ケアリーヴ（100枚）」
1,008円
曲げてもフィット！水に強い！
素肌タッチの救急絆創膏。

◆おすすめ商品
「協和薬品/ビタコリン3000」
1本62円、10本513円
タウリン3000mg配合、生薬エキス
も入った医薬品ドリンク。

◆おすすめ商品
「ラガ薬品/大麦若葉青汁 国産3g×30袋」
512円
毎日の健康に安心の国産青汁。
食物繊維たっぷりで飲みやすい！

◆おすすめ商品
「ライフレンジ/磨きやすい歯ブラシ」
99円
コンパクトヘッドに握りやすい
グリップ。歯ブラシ職人、自信の一品です。

JINS ジンズ

【メガネ・サングラス】

●PRESENT
4/4～無くなり次第終了
お買い上げの先着300名様に、
「JINSギフトカード500円分
（次回ご来店時に利用可能）」を
プレゼント！

4

Swatch スウォッチ
●PRESENT
4/4～無くなり次第終了
ご来店の先着200名様に
「スウォッチオリジナルグッズ」を
プレゼント！

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
「メガネ一式（薄型非球面レンズ代込）」を
4,212円（通常価格5,292円、6,372円）
5,292円（通常価格8,532円、10,692円）
でご提供！
【各日限定100個】
※一部商品に限ります。

【時計】

□会員様特典
4/4～4/11
期間中、クラブベーシック会員へ新規登録
いただいた方に「5,400円以上のお買上げで
10％OFFとなるクーポン券（6/1まで有効）」
をプレゼント！

駅ナカ初出店

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】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
「形態安定加工シャツ」を3,580円でご提供！
（通常価格 4,212円）
他にも1,080円以上の商品を
レジにて表示価格から15％OFF！

6

Bardot バルドー

【アクセサリー】

関西初出店

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
2点以上を同時にお買上げいただくと
レジにて表示価格から20％OFF！

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

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
各商品が10％OFF！
（一部商品を除く）

8

petit conoka プチコノカ

【フラワーショップ】

梅田エリア初出店

■限定商品
4/4～無くなり次第終了
「オープニング限定ソティエ」 1,500円
【限定100個】
ジェルに入ったブーケ。花瓶がなくても
そのまま飾れてプレゼントに最適！
お花（ガーベラ）の引換券付き。

●PRESENT
4/4～無くなり次第終了
1,500円以上お買上げの
先着300名様に
「スタッフおすすめの花瓶」
をプレゼント！

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～無くなり次第終了
「ガーベラ」を108円でご提供！
4月18日ガーベラの日にさきがけて、
通常の半額でご提供します！
（通常価格 216円）
【限定200本】

□会員様特典
4/4～4/13
期間中、当店ポイントカードに新規ご入会いただくと
・「プチコノカ」お買物券300円分をプレゼント！
・「プチコノカ」ポイントカードのポイントが2倍！

ノムラクリーニング

9

【クリーニング】

●PRESENT
4/4～5/6
・期間中に新規ご入会の先着1,000名様に
「ノムラ×ハローキティ
オリジナルレジャーシート」
をプレゼント！
・期間中に新規ご入会の方全員に「エコバッグ」
をプレゼント！
・ご来店の方全員に
「ドライクリーニング40％OFFチケット」
をプレゼント！

10

アンスリー

UNIQLO ユニクロ

4/4～4/7
・「おむすび各種」を30円OFF！
・「オリジナルパン各種」を30円OFF！
・「お弁当各種」を50円OFF！
・「サンドイッチ各種」を50円OFF！
・「サラダ、パスタ各種」を50円OFF！

【ファッション】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/7
新生活応援！「エアリズムインナー」を特別価格で！
＜メンズ＞
・「エアリズム VネックT（S）」
・「エアリズム クルーネックT（S）」
・「エアリズム ボクサーブリーフ」
を各790円でご提供！（通常価格 各990円）

12

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～5/6
・「ドライクリーニング/レギュラーコース」
を半額でご提供！
・「ドライクリーニング/VIPコース」
を30％OFF！
・「年会費」が無料！（通常価格 324円）

【コンビニエンスストア】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
・「森永/マウントレーニア」
を125円でご提供！
（通常価格 151円）
・「伊藤園/おーいお茶500ml」
を105円でご提供！
（通常価格 151円）
・「ロッテ/マカダミアカラメリゼPJ」
を90円でご提供！
（通常価格 108円）
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梅田エリア初出店

CALZEDONIA カルツェドニア

＜レディース＞
・「エアリズム キャミソール」
・「エアリズム UネックT（S）」
・「エアリズム タンクトップ」
を各790円でご提供！（通常価格 各990円）
・「エアリズムブラトップ（キャミソール）」
を1,290円でご提供！（通常価格1,990円）

【ファッション・服飾雑貨】

日本初出店

●PRESENT
4/4～13
お買い上げのお客様全員に
「20デニールタイツ」をプレゼント！
ブラックまたはベージュの2色から
お選びいただけます。

14

八天堂

【スイーツパン】

●PRESENT
4/4～無くなり次第終了
1,050円以上お買上げの先着50名様に
「生あんぱん さくらあん」1個
をプレゼント！

新業態

別紙資料

【第1弾】 各ショップキャンペーン：ｅｋｉｍｏなんば

※記載の価格はすべて消費税込みの総額表示です。
※掲載商品やプレゼントについてはなくなり次第終了となりますのでご了承ください。
※画像（一部）はイメージです。

NORTHゾーン
1

World Wedding ワールドウェディング 【結婚式場案内】
■限定商品
4/4～4/13
ekimoなんば店
限定キャンペーン
「お急ぎ婚」プラン
をご用意！

2

atelier haruka

●PRESENT
4/4～4/13
新規ご来店＆ご相談の先着50名様に
「プチギフト」をプレゼント！

アトリエはるか

【ヘアメイクサロン】

■限定商品
4/4～4/13
ekimoなんば店特別プラン
「春のメイクアップレッスン」
メイクレシピのプレゼント付き
40分 3,980円 【限定15名様】
（通常価格 60分6,480円）

3

CLEVER 1953

クレバー1953

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
「眉カット」を1,458円で
ご提供！（通常価格 1,620円）
新生活に向けて眉もきれいに
整えませんか！

【カフェ】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
・「コーヒーSサイズ」を280円でご提供！（通常価格 300円）
・「コーヒーMサイズ」を320円でご提供！（通常価格 340円）
・「コーヒーLサイズ」を360円でご提供！（通常価格 380円）

4

JINS ジンズ 【メガネ・サングラス】
○スペシャルプライスをご用意！
4/4～無くなり次第終了
「メガネ一式（薄型非球面レンズ代込）」を
4,212円（通常価格5,292円、6,372円）
5,292円（通常価格8,532円、10,692円）
でご提供！
【限定合計350個】
※一部商品に限ります。

5

ranKing ranQueen ランキンランキン 【流行発信ショップ】
○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
大人気フェイスマスク
「LuLuLun ランキンランキン限定パック」
を1,575円でご提供！
通常の「42枚入り」に「7枚入×3セット」
をプラス！オリジナルバッグ付き。
（通常価格 2,520円）

●PRESENT
4/4～4/13
1,500円以上お買上げの先着300名様に
「オリジナルボールペン」をプレゼント！

□会員様特典
4/4～4/13
「ランキンランキン」ポイントカードのポイントが2倍！

6

SWEETS BOX スイーツボックス

【週替りスイーツ】

○スペシャルプライスをご用意！
4/10～4/16
【店舗名：アローツリー】
「市場ロール」を1,700円でご提供！
神戸の果物問屋がプロデュースしました。
厳選された果物と生クリームをふわふわスポンジで
巻いた贅沢なロールケーキです。
（通常価格 1,900円）
【各日限定30本】

7

アンスリー

【コンビニエンスストア】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/18
「PET飲料対象商品各種」
を120円でご提供！
（通常価格151円）

8

天牛堺書店

【書店】

□会員様特典
4/4～4/13
古本均一商品の購入時、
「天牛堺書店」ポイントカードのポイントが2倍！

9

chambre de charme cote
シャンブル ドゥ シャーム コテ
□会員様特典
4/4～4/13
「シャンブル ドゥ シャーム コテ」
ポイントカードのポイントが5倍！
※一部商品を除く

【ファッション・服飾雑貨】

10

Sirotan Friends park しろたんフレンズパーク

【キャラクター雑貨】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
・「スマホ対応携帯クリーナー2点」
を1,080円でご提供！
（通常価格 1,296円）
・「なんばたん柄＆あめちゃん柄クリアファイルセット」
を346円でご提供！
（通常価格 389円）

□会員様特典
4/4～4/13
「LINE@お友達登録クーポン」
のご提示で3%OFF！

●PRESENT
4/4～4/13
2,160円以上お買上げの先着100名様に
「しろたん風船」をプレゼント！

SOUTHゾーン
12

tutuanna チュチュアンナ

【靴下・雑貨】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
春物ソックス（一部商品）3点を
同時にお買上げいただくと合計で540円に！
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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】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
シャツ2点以上を同時にお買上げいただくと
シャツをレジにて表示価格から10％OFF！
※1,080円未満の商品は割引対象外です。

14

ART/BERG アート・バーグ 【服飾雑貨】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
・バッグ（一部商品）を7,560円でご提供！
（通常価格10,000円～11,000円）
【限定30個】
・パスケース（一部商品）を4,233円でご提供！
（通常価格6,048円）
【限定5個】

15

ANOTHER SIDE SQUARE
アナザー サイド スクエア

【ファッション・服飾雑貨】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
シャツ（一部商品）を2,990円でご提供！
（通常価格 3,990円）
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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】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～無くなり次第終了
「前結びチェックシャツ」を3,693円でご提供！
（通常価格 4,104円）
「前結びチェックスカート」を4,762円でご提供！
（通常価格 5,292円）
他にもオープン記念フェアで各商品が10％OFF！
（4/13まで。一部商品を除く）
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La Chou Chou ラ シュシュ 【アクセサリー・服飾雑貨】

■限定商品
4/4～無くなり次第終了
「ファッション時計」を1,080円でご提供！
【限定100個】

別紙資料 【第1弾】 各ショップキャンペーン：ｅｋｉｍｏ天王寺
※記載の価格はすべて消費税込みの総額表示です。
※掲載商品やプレゼントについてはなくなり次第終了となりますのでご了承ください。
※画像（一部）はイメージです。

ＷＥＳＴゾーン
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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】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～無くなり次第終了
「前結びチェックシャツ」を3,693円でご提供！
（通常価格 4,104円）
「前結びチェックスカート」を4,762円でご提供！
（通常価格 5,292円）
他にもオープン記念フェアで各商品が10％OFF！
（4/13まで。一部商品を除く）
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Daily russet デイリーラシット

【服飾雑貨・生活雑貨】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～無くなり次第終了
「リバーシブルトート」を6,804円でご提供！
（通常価格 7,560円）

3

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

■限定商品
4/4～無くなり次第終了
「ekimo天王寺店限定ギフトBag」
2,625円
【限定110個】
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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】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
シャツ2点以上を同時にお買上げいただくと
シャツをレジにて表示価格から10％OFF！
※1,080円未満の商品は割引対象外です。

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
○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
各商品が10％OFF！
（一部商品を除く）

【ファッション・服飾雑貨】

´PICNIC PASSAGE ロペピクニックパサージュ 【服飾雑貨・生活雑貨】
ROPE

6

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
2点以上を同時にお買上げいただくと
レジにて表示価格から10％OFF！

■限定商品
4/4～無くなり次第終了
・「ムーミンTシャツ」
3,456円 【限定100着】
・「ミィTシャツ」
3,456円 【限定100着】

ココカラファイン

7

【ドラッグストア】

□会員様特典
4/4～4/13
カウンセリング化粧品
（資生堂・カネボウ・コーセー・花王ソフィーナ、一部商品）
が30％OFF!
割引対象外品はココカラポイントを10倍サービス

Aoyama Flower Market 青山フラワーマーケット

８

【フラワーショップ】

■限定商品
4/4～無くなり次第終了
「ekimo限定ガーベラブーケ」
1,000円
【限定50個】

フレッシュベーカリー神戸屋

9

【ベーカリー】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/13
大人気の「かつサンド」を500円でご提供！
（通常価格 605円）
【各日限定50個】

□会員様特典
4/4～4/13
「フレッシュベーカリー神戸屋」
ポイントカードのポイントが2倍！

ＥＡＳＴゾーン
10

アンスリー

【コンビニエンスストア】

○スペシャルプライスをご用意！
4/4～4/18
「PET飲料対象商品各種」
を120円でご提供！
（通常価格151円）
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Lycka リュッカ

【アクセサリー・服飾雑貨】

□会員様特典
4/4～4/13
「リュッカ」ポイントカードのポイントが3倍！

