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大阪市営地下鉄・初の「駅ナカ」商業施設
名称は「ｅｋｉｍｏ（エキモ）」に決定。
第一弾開業の天王寺駅 １１店舗を発表。
～2013年4月18日（木）に開業！～
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、今春の天王寺駅を皮切りに、2013年秋のなんば駅、2014年春の梅田駅と、大阪市営地下鉄
御堂筋線の3大ターミナルに、駅ナカ商業施設を順次開業してまいります。
このたび、3社局（大阪市交通局、南海商事株式会社、東急不動産株式会社）は、当駅ナカ商業施設の名称を、
「ｅｋｉｍｏ（エキモ）」に決定しました。
また、あわせて、第一弾開業となる「ｅｋｉｍｏ（エキモ）天王寺」の全11店舗を発表し、開業日を2013年4月18日（木）に決
定したことをお知らせいたします。

「駅ナカ」商業施設名称は「ｅｋｉｍｏ（エキモ）」に決定！
■施設名称に開発への想いを込めました
施設名称の「ｅｋｉｍｏ（エキモ）」には、これからは「駅も街の魅力をサポートする」「駅も街の機能や利便性をサポートす
る」「駅も街の情報発信をサポートする」、“街のサポートステーション”という開発への想いを込めたほか、それぞれの
駅の個性に合わせた“＋α”を提案するという、「もっと」「more」の意味も持たせました。

花をイメージさせる「ｅｋｉｍｏ（エキモ）」のロゴマークは、下
記キャッチフレーズ「駅ナカから、咲かそう。」を体現し、
大阪を元気に、毎日に花が咲くご提案をしていく、という
意味を込めています。
＊ロゴマークのデザインカラーは指定がありません。

■キャッチフレーズは「駅ナカから、咲かそう。」
「ｅｋｉｍｏ（エキモ）」は、大阪を代表する御堂筋線の3駅（天王寺・な
んば・梅田）に、関西初、駅ナカ初、新業態を含むショップを誘致し、
施設展開を行ってまいります。また“街のサポートステーション”とし
て、「駅ナカから、咲かそう。」をキャッチフレーズに、大阪の駅ナカ
から元気を発信していきます。

オープン前
イメージキャラクター
「たねちゃん」
キャッチフレーズの「駅ナカから、咲かそう。」を
イメージしたキャラクター。オープン前の「種を
まいている」段階をカタチにしました。

「ｅｋｉｍｏ」は御堂筋線の3大ターミナルに登場！
「便利」はもちろん、駅の個性に応じた「＋α」を提供。
第一弾となる「ｅｋｉｍｏ天王寺」が2013年4月18日開業。その後、2013年10月にはなんば駅に、2014年4月には梅田駅
にと、御堂筋線のターミナル駅に続々と「ｅｋｉｍｏ（エキモ）」が誕生します。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”の花を咲かせてい
きます。

ｅｋｉｍｏ全体テーマ
駅

『 便利 “＋α”

』

ｅｋｉｍｏが果たしたい
役割

天王寺 ⇒ enjoy life support
なんば ⇒ visitor support

オールターゲット

テーマ

３駅それぞれの個性に応じた「もっと」
「more」の花を咲かせていきます。

梅 田 ⇒ worker support

3駅のそれぞれの個性に応じた「ｅｋｉｍｏ」
enjoy life support
■「ｅｋｉｍｏ天王寺」概要
開 業 日＝2013年4月18日（木）
所 在 地 ＝御堂筋線 天王寺駅地下1階コンコース
店舗面積＝約614.07㎡
店 舗 数 ＝11店舗
1日あたり乗降客数＝約25万人

「ｅｋｉｍｏ天王寺」
イメージパース

※「ｅｋｉｍｏ天王寺」の詳細については、別紙資料をご参照ください。

visitor support
■「ｅｋｉｍｏなんば」概要（予定）
開業予定＝2013年10月（一部区画を除く）
所 在 地 ＝御堂筋線 なんば駅地下1階コンコース
店舗面積＝約1,052㎡
店 舗 数 ＝18店舗
1日あたり乗降客数＝約33万人

■「ｅｋｉｍｏ梅田」概要（予定）
worker support
開業予定＝2014年4月
所 在 地 ＝御堂筋線 梅田駅地下1階コンコース
店舗面積＝約564㎡
店 舗 数 ＝13店舗
1日あたり乗降客数＝約42万人

「ｅｋｉｍｏなんば」
イメージパース

「ｅｋｉｍｏ梅田」
イメージパース

※本日、「ｅｋｉｍｏ」のホームページを開設しました。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。
※大阪市交通局主催で、施設入口にみんなの笑顔を時刻とともに映し出すデジタル時計の
「ｅｋｉｍｏ時計」設置を予定しています。
※４月上旬頃に、改めて「ｅｋｉｍｏ天王寺」のメディア様向け内覧会等に関するリリースを行う予定です。

別紙資料 ｅｋｉｍｏ天王寺 店舗構成について

4月18日、第一弾として「ｅｋｉｍｏ天王寺」が開業します。
生活に「彩(いろどり)」を＋αするショップを集めました。
ＭＤコンセプト

『便利＋彩（いろどり）』
“＋α”
動物園や美術館、歴史的施設などで親しまれる天王寺駅は、関西No.3の乗降客数を誇るターミナルであり
ながらも、周辺居住者が多く、また3駅の中でも定期券利用率が一番高いことから、日常的に利用されている
人が多いことが特徴です。
ＷＥＳＴゾーン（西改札前）は、東急不動産株式会社が開発運営しているあべのマーケットパーク キュー
ズモールや天王寺ＭＩＯ、来年春グランドオープン予定のあべのハルカス等大型商業施設のエントランスにな
る場所。ＥＡＳＴゾーン（東改札前）は、ＪＲ、近鉄電車への乗換のエントランスとなる場所。
そんな場所で、日常的に天王寺駅を利用されている幅広い人々が毎日利用できる『便利』なショップと、仕
事や家庭に忙しい女性が「お気に入りの毎日」を楽しむための『彩』のある旬なショップを展開します。

デザインコンセプト

『さくら×こもれび』
「enjoy life support」をしていきたい天王寺駅。
安らぎと温もり感をテーマにした環境で訪れる人々をお
もてなしします。地下施設ならではの連続する柱を意匠的
に活用して、大阪市の市の花である「さくら」モチーフと
「こもれび」光演出により、駅に『彩』を咲かせます。
＊下記MAPオレンジ部分の共用通路が改装されます。

ｅｋｉｍｏ天王寺店舗概要
所 在 地
（アクセス）

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

店舗面積

614.07㎡

店

舗

数

開

業

日

西改札前（ＷＥＳＴゾーン）及び東改札前（ＥＡＳＴゾーン）

11店舗
（ＷＥＳＴゾーン：9店舗、ＥＡＳＴゾーン：2店舗）

2013年4月18日（木）

売上目標

年商18億円

定

なし

休

日

営業時間

10：00～22：00
（一部店舗は異なります。別紙資料参照。）

乗降客数

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）

ＷＥＳＴゾーン

ＥＡＳＴゾーン

WESTゾーンに9店舗、EASTゾーンに2店舗が出店します。
『便利＋彩（いろどり）』のＭＤコンセプトを実現させるべく、『便利』なショップと『彩』のあるショッ
プをバランスよく展開していきます。
『便利』の部分には、天王寺エリア初出店となるコンビニエンスストアの「アンスリー」、ドラッグストア
の「ココカラファイン」、「フレッシュベーカリー神戸屋」を取り揃えました。
『彩』の部分には、新業態や関西初出店のショップも登場。関西初として、ＣＭでお馴染みの
ロペピクニックから服飾雑貨も取り揃えた「ロペピクニック パサージュ」、モノグラムデザインのバッグが
特徴的なラシットから新たに雑貨も組み込んだ新業態「デイリーラシット」が出店します。また幅広い層から
人気のアース ミュージック＆エコロジーから、世界で愛されるブランドのアイテムにオリジナルアレンジを
加えたダブルネームを展開する「アース ミュージック＆エコロジー プレミアム ストア」が出店します。

ｅｋｉｍｏ天王寺 店舗配置図／ＷＥＳＴゾーン
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Rope Picnic PASSAGE

ココカラファイン
Aoyama Flower Market 青山フラワーマーケット
フレッシュベーカリー神戸屋

アースミュージック＆エコロジープレミアムストア

ｅｋｉｍｏ天王寺 店舗配置図／ＥＡＳＴゾーン
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⑩ アンスリー

ロペピクニックパサージュ

⑪ Lycka リュッカ

ｅｋｉｍｏ天王寺 出店店舗のご紹介／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】

新業態

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。
●主な取扱商品／レディスウェア・バッグ・アロマグッズ
●営業時間／10:00～22:00
● URL／http://www.discoat.jp
●運営会社／株式会社パル

2

Daily russet

デイリーラシット

【服飾雑貨・生活雑貨】

関西初出店

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。
●主な取扱商品／バッグ・アクセサリー・ステーショナリー
●営業時間／10:00～22:00
●URL／http://dailyrusset.jp
●運営会社／株式会社パル

3

pink lemontree ピンクレモンツリー

【服飾雑貨】

阿倍野・天王寺エリア初出店

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。
●主な取扱商品／アクセサリー・ポーチ・バッグ
●営業時間／10:00～22:00
● URL／http://www.lemontree.co.jp/pinklemontree
●運営会社／株式会社レモンツリー

4

Laline ラリン

【コスメ・生活雑貨】

阿倍野・天王寺エリア初出店／駅ナカ初出店

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。
●主な取扱商品／オリジナルコスメ・ルームフレグランス
●営業時間／10:00～22:00
● URL／http://www.laline.jp
●運営会社／Laline JAPAN株式会社

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

【ファッション・服飾雑貨】

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。
●主な取扱商品／レディスウェア・シューズ・バッグ
●営業時間／10:00～22:00
● URL／http://www.earth1999.jp
●運営会社／株式会社クロスカンパニー

6

Rope Picnic PASSAGE ロペピクニック パサージュ

【服飾雑貨】

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。
●主な取扱商品／レディスウェア・シューズ・バッグ
●営業時間／10:00～22:00
● URL／http://www.ropepicnic.com
●運営会社／株式会社ジュン

関西初出店

ココカラファイン

7

【ドラッグストア】

阿倍野・天王寺エリア初出店

「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。
●主な取扱商品／医薬品・化粧品・健康食品
●営業時間／8:00～22:00
● URL／http://www.segami.co.jp
●運営会社／セガミメディクス株式会社

Aoyama Flower Market
青山フラワーマーケット

8

【フラワーショップ】

阿倍野・天王寺エリア初出店

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。
●主な取扱商品／生花・植物・関連雑貨
●営業時間／10:00～22:00
● URL／http://www.aoyamaflowermarket.com
●運営会社／株式会社パーク・コーポレーション

フレッシュベーカリー神戸屋

9

【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。
●主な取扱商品／パン・サンドイッチ
●営業時間／7:00～22:00
● URL／http://www.kobeya.co.jp
●運営会社／株式会社神戸屋

ｅｋｉｍｏ天王寺 出店店舗のご紹介／ＥＡＳＴゾーン
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アンスリー

【コンビニエンスストア】

阿倍野・天王寺エリア初出店

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

11

Lycka リュッカ

【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。
●主な取扱商品／アクセサリー・モバイルグッズ・時計
●営業時間／10:00～22:00
● URL／http://www.lycka-ac.jp
●運営会社／株式会社玉屋

関西初出店

