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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

「ｅｋｉｍｏ（エキモ）なんば」
2013年10月31日（木）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

〜 キャンペーンは「ｅｋｉｍｏ天王寺」でも同時開催 〜

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、2013年10月31日（木）12：00に「ekimo（エキモ）なんば」を開業い

たします。

オープンに先立ち、開業日の10月31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、2013年4月18日に開業した「ekimo天王寺」と2施設同時にオープン記念キャンペーンを実施いたしま

す。本キャンペーンでは、ekimoなんば・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10倍キャンペーン

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

＜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 関西事業部

統括部長 粟辻 稔泰

■来賓

中央区南商店会連合会 会長 千田 忠司様

中央区地域振興会 副会長 芝池 博司様

中央区精華連合振興町会 会長 菊地 正紀様

■オープニングセレモニー 開催概要

日時＝2013年10月31日（木） 11：30～11：55

場所＝ 「ｅｋｉｍｏなんば」

大阪市中央区難波1丁目9番7号

大阪市営地下鉄 御堂筋線なんば駅

地下１階コンコース

北東改札前（ＮＯＲＴＨゾーン）

オープン当日の10月31日（木） 11：30から、「ｅｋｉｍｏなんば」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を行います。



イメージキャラクター“なっち”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。

「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（11月30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1,000名様にノベ
ルティー（絆創膏）をプレゼント（なくなり次第終了）いたします。

PiTaPa ショップdeポイント10倍キャンペーン

「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（12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。

OSAKA PiTaPa ポイント10倍キャンペーン

■実施期間 ： 2013年10月31日（木）～11月30日（土）

■実施期間 ： 2013年10月31日（木）～12月31日（火）

イメージキャラクター“なっち”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

が仲間入りしました。

ekimo天王寺の“てんちゃん”の妹として誕生したekimoなんばのイメージキャラクターは、“なっち”です！

てんちゃん共々、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

イメージキャラクター

「なっち」

仲良くして
あげてね。

ekimoなんば

オープン前イメージキャラクター

「たねちゃん」

たねちゃんから

咲きました！

なんばも
駅ナカから
ワクワクだよ！

【第2弾】 オリジナルグッズ プレゼント

「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、全店合計で先着3,000名様にekimoなんば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11月5日（火）～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。

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。

【第1弾】 各ショップ キャンペーン

■実施期間 ： 2013年10月31日（木）～11月4日（月・祝）



※「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。

※大阪市交通局主催で、NORTHゾーンにみんなの笑顔を時刻とともに映し出すデジタル時計

「ｅｋｉｍｏ時計」の設置を予定しています。

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 なんば駅
地下１階コンコース

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）

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）

想 定 売 上 年商19億円

＊右記MAPの共用通路内に
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http://www.ekimo.jp/


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。

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。

新業態

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。

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。

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。
※各店冒頭の番号は、前ページ掲載のMAPと連動しています。
（⑪は「りそな銀行ATMコーナー」、⑲は「三井住友銀行ATMコーナー」）

☆限定商品
10/31～11/4
ekimoなんば店オープニング記念
ウェディングプランをご用意！

★PRESENT
10/31～11/4
期間中に新規ご来店・ご相談
いただいた先着150名様に
「ハローキティグッズ」を
プレゼント！

☆限定商品
10/31～11/4
「ベリーショコラパフェ」 700円
スイートなショコラに甘酸っぱいベリー
の風味が最高です！
【各日限定100個】

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～11/4
「眉カット（10分）」を980円でご提供！
お顔立ちやイメージに合わせて自然な形に整え、
仕上げます。
（通常価格1,575円）

★PRESENT
10/31～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1,000円分
（次回ご来店時に利用可能）」を
プレゼント！

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～11/4
「メガネ一式（薄型非球面レンズ付）」を
3,990円でご提供！
高品質な薄型非球面レンズ付きで、どんなに
乱視や近視が強くても追加料金0円です。
（通常価格4,990～9,990円）【各日限定100個】
※一部商品に限ります。



7 アンスリー 【コンビニエンスストア】

お手頃で美味しいおにぎりやお弁当、話題の新商品などを豊富に取り揃え、毎日の通勤・通学、お出かけのシーンでみなさんを
お手伝いします。

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
いたします。大阪本も多数取り揃え、訪れるお客様をサポートします。

天牛堺書店 【書店】 なんばエリア初出店

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。

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～11/4
●「500ｍｌPET飲料各種」を120円でご提供！（通常価格147円）
●「おにぎり各種（150円未満）」を100円でご提供！
●「おいしさ宣言シリーズ各種」を100円でご提供！
●「ガルボミニシリーズ」を100円でご提供！（通常価格128円）

★PRESENT
10/31～11/2
【店舗名：アローツリー】
1,500円以上お買い上げの
各日先着100名様に新商品の
「リンゴ型リーフパイ（2枚
入）」をプレゼント！

●会員様特典
10/31～11/4
●当店ポイントカードのポイントが2倍！
●新規カードご入会で50ptプレゼント！
● 11/10までに会員カードアプリを
インストールすると100ptプレゼント！

5 【流行発信ショップ】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
ピックアップして展示販売しています。約300種類のランキング、約1,000アイテムを展開中。

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
300円以上お買い上げの
先着2,000名様に
「オリジナルふせん」を
プレゼント！

●会員様特典
10/31～11/3
期間中、レジでお会計の際、
ランキンランキンポイントカードに
ご入会いただいた方に
100ptプレゼント！

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～無くなり次第終了
関西初出店を記念して、人気の雑貨・自然派コスメ・
ドリンクを特別価格で販売！
●「メディキュット寝ながらスパッツ」を
1,480円でご提供！（通常価格2,625円）
●「メディキュット寝ながらロング
（ピンク＆フラワー）」を1,980円でご提供！
（通常価格3,675円）
●「ラベンダーせっけん」を150円でご提供！
（通常価格252円）
●「白雪の詩（1個包み）」を100円でご提供！
（通常価格262円）
●「ビューティサポートTEAランキング3商品」を
20％OFF！

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～11/4
【店舗名：アローツリー】
「市場ロール」を1,500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100本】



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。

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

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。

【キャラクター雑貨】 新業態10

☆限定商品
10/31～無くなり次第終了
●「柄ワンピース」 5,145円
【限定100着】
●「ベーシッククルーネックカーディガン
（5色展開）」 4,095円
【限定200着】

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
6,000円以上お買い上げの
先着300名様に
「レトロ小紋柄別注ハンカチ
（5種類の柄から1種）」をプレゼント！

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～無くなり次第終了
「インナー」を1,050円でご提供！
一枚でも重ね着でも幅広く使える
インナーが大変お買い得です！
（通常価格1,995円）
【限定100着】

●会員様特典
10/31～11/4
●期間中ポイントカードご入会時に限り
ポイントが10倍！
●さらにメルマガ会員登録で
ポイント10倍クーポンをプレゼント！

☆限定商品
10/31～無くなり次第終了
●「しろたん大阪限定あめちゃんクリアファイル」 200円【大阪限定】
●「プリントトートバッグ（なんば限定顔柄）」 1,980円 【限定100個】
●「あめちゃんiPhoneケース」 1,575円 【先行販売】

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
3,000円以上お買い上げの先着100名様に
「限定柄ポストカード」をプレゼント！

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～無くなり次第終了
●「むぎゅっとしろたん抱きまくら大小セット」を5,800円でご提供！（通常価格6,300円）
●「スマホ対応携帯クリーナー（2点）」を1,000円でご提供！（通常価格1,200円）
●「ビアジョッキ＋えび煎餅セット」を1,200円でご提供！（通常価格1,460円）

●会員様特典
10/31～11/4
●1,000円以上のお買い上げでポイントカード新規発行
（通常は3,000円以上のお買い上げで発行）
●メルマガ会員登録で100ptプレゼント！



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取り揃えています。

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。

ANOTHER SIDE SQUARE
アナザーサイドスクエア 【ファッション・服飾雑貨】 関西駅ナカ初出店15

14

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。

なんばエリア初出店／関西駅ナカ初出店

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お届けします。

12

なんばエリア初出店

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
3,150円以上お買い上げの
先着100名様に
「オリジナル巾着袋」を
プレゼント！

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～11/4
●「形態安定加工シャツ」を3,192円でご提供！
（通常価格3,990円）
●「シルクネクタイ」を1,596円でご提供！
（通常価格1,995円）
他にも、1,050円以上の商品をレジにて表示価格
から20％OFF！
※商品画像はイメージです。実際の取り扱い商品と
異なる場合がありますのでご了承ください。

●会員様特典
10/31～11/4
当店ポイントカードの
ポイントが3倍！

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
7,000円以上お買い上げの
先着150名様に
「オリジナルアルミボトル」を
プレゼント！

●会員様特典
10/31～11/4
当店ポイントカードの
ポイントが2倍！

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
2点以上お買い上げの
先着30名様に
「オリジナルタンブラー」を
プレゼント！

◎スペシャルプライスをご用意！
●レディース「ワンピース」を1,995円でご提供！
この秋、アナザーサイドスクエアで人気のベーシックワンピースです。
（通常価格3,990円）
【限定50着】

●メンズ「Vネックカーディガン」を1,995円でご提供！
今年人気の風合いのあるスラブ素材の薄手カーディガンです。
（通常価格3,990円）
【限定50着】



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。

18 新業態

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
●リペアサービスをご利用の
先着100名様に
「靴メンテナンス商品」を
プレゼント！

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。

17 新業態

★PRESENT
10/31～11/4
200円以上お買い上げのお客様に「オリジナルクーポン券」をプレゼント！
※お買い上げ金額の最高30％分までを、50円分単位のクーポン券としてプレゼント。

50円未満分は切り捨て。
【例】お買い上げ額が200円の場合・・・

200円×30％＝60円分→50円分のクーポン券をプレゼント。

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お届けします。

【ファッション・服飾雑貨・生活雑貨】 なんばエリア初出店16

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
お買い上げの先着1,000名様に
「新作カタログ
（500円分の金券付き）」
をプレゼント！

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～無くなり次第終了
「ツイード袖リブロングダウン」を11,592円でご提供！
ラフな印象のダウンもツイード&Aラインで大人可愛く。
（通常価格14,490円）【限定30着】
他にも、オープン記念フェアで各商品が20％OFF！
（11/4まで・一部商品を除く）

●20,000円以上お買い上げの
先着200名様に「ジェフグルメ
カード500円分」をプレゼント！



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ィーチャーし、ベーシックで
着回しのきくアイテムと雑貨を取り揃えています。

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お届けします。

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
アイテムが見つかるはず。

4

真っ白な店内には、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
を取り揃えています。

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お届け
します。

Laline ラリン 【コスメ・生活雑貨】

【ファッション・服飾雑貨】

☆限定商品
10/31～無くなり次第終了
ekimo天王寺店限定 「モノグラムマルチポーチ」 3,150円
人気のナイロンジャガードとメタリック素材がポイント。
何かと使いやすいサイズ感で、充実のポケットも機能的です。
カラーは選べる６色展開。 【各色限定20個】

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～無くなり次第終了
・イニシャルポーチ
・イニシャルアクセサリー（ネックレス、ピアス、ブレスレットから一点）
の2点セットを3,150円でご提供！
（通常価格3,780円）

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
●3,000円以上お買上げの先着100名様に
「ミニボディソープ」をプレゼント！

※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。

別紙資料 【第1弾】 各ショップキャンペーン：ｅｋｉｍｏ天王寺

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
お買い上げの先着500名様に
「新作カタログ
（500円分の金券付き）」
をプレゼント！

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～無くなり次第終了
「ツイード袖リブロングダウン」を11,592円でご提供！
ラフな印象のダウンもツイード&Aラインで大人可愛く。
（通常価格14,490円）【限定30着】
他にも、オープン記念フェアで各商品が20％OFF！
（11/4まで・一部商品を除く）

●さらに、5,000円以上お買上げのお客様には
「ミニハンドクリーム」も併せてプレゼント！
※ミニボディソープが無くなり次第終了

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31
オープン記念フェアで各商品が最大50％OFF！
（一部商品を除く）

★PRESENT
11/1～無くなり次第終了
7,000円以上お買い上げのお客様に
10色から選べる「カラフルトートバッグ」
をプレゼント！
※数量には限りがございます。



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。

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豊富にラインナップ。

10 アンスリー 【コンビニエンスストア】

お手頃で美味しいおにぎりやお弁当、話題の新商品などを豊富に取り揃え、毎日の通勤・通学、お出かけのシーンでみなさんを
お手伝いします。

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。
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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に、服飾雑貨から生活雑貨まで幅広いアイテムを
集めました。

´

☆限定商品
10/31～
ekimoなんばのオープンを
記念して、ekimo天王寺
限定商品を発売！

●会員様特典
10/31～11/4
●当店ポイントカードのポイントが5倍！

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～11/4
●「500ｍｌPET飲料各種」を120円でご提供！（通常価格147円）
●「おにぎり各種（150円未満)」を100円でご提供！
●「おいしさ宣言シリーズ各種」を100円でご提供！
●「ガルボミニシリーズ」を100円でご提供！（通常価格128円）

★PRESENT
10/31～無くなり次第終了
●2,625円以上お買上げの
先着50名様に
「イヤーマフラー」をプレゼント！

●4,200円以上お買上げの
先着20名様に
「500円分のクーポン券」をプレゼント！

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～11/4
大人気の「かつサンド」を
470円でご提供！
（通常価格588円）【各日限定50個】

●会員様特典
10/31～11/4
当店ポイントカードの
ポイントが2倍！

８ Aoyama Flower Market 青山フラワーマーケット 【フラワーショップ】

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。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。

◎スペシャルプライスをご用意！
10/31～11/4
「ekimoなんばオープン記念ローズブーケ」を
1,000円でご提供！
（1,575円相当）

●ekimo天王寺店限定
「キルティングトート L」
3,045円

●ekimo天王寺店限定
「キルティングトート S」
1,995円


