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KUZUHA MALL AIR LINE
～世界を旅するＧＷ～

開催期間：2017年4月28日（金）～5月7日（日）

株式会社京阪流通システムズ（以下、当社）が運営するKUZUHA MALL(大阪府枚方市)では、
4月28日（金）～5月7日（日）の10日間、ゴールデンウィークイベントとして、「KUZUHA MALL
AIR LINE ～世界を旅するGW～」を開催いたします。
今回のテーマは「KUZUHA MALLで世界旅行気分が味わえる」。
今年のゴールデンウィークは、海外旅行に行かなくとも、世界各国に行った気になれる、
そんなイベントやPOP UP SHOPを開催いたします。
世界旅行に行った気分を味わえるドキドキ・ワクワク感をぜひKUZUHA MALLで体験してみて
ください。

世界の文化が集まり、まさに「世界旅行気分が味わえる」場所。
イベント満載のKUZUHA MALLのゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。

■本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします■

株式会社京阪流通システムズ くずは事業部 広報担当：小山・小池
TEL. 072-866-3340 FAX. 072-866-3338

MAIL．koyama-k@mall-keihan.co.jp／koike-h@mall-keihan.co.jp
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◆各種イベント

◆心わくわく、旅にでよう プレゼントキャンペーン！

開催期間：4月28日（金）～5月7日（日）

1店舗で1会計3,000円以上をお買上げいただくとパスポート（応募用紙）とシールを1枚進呈いたします。
期間中、シールを3枚貼ってご応募いただいた方の中から抽選でＪＴＢ旅行券、沖縄旅行等をプレゼント

いたします。

賞品：Ａ賞 ＪＴＢ旅行券 100,000円分 1名様
Ｂ賞 ＨＩＳ沖縄旅行2泊3日ペアチケット 2組4名様
Ｃ賞 京都タワー展望台・京都水族館大人ペアチケット＋

京都タワーホテル「タワーテラス」ランチブッフェペアチケット 30組60名様
ダブルチャンス賞 くずはモールお買物券 2,000円分 200名様

◆e-kenetカード会員様限定！おけいはんポイント100万ポイント山分けキャンペーン

開催期間：4月28日（金）～5月7日（日）

期間中、専門店にて50,000円以上お買上げいただいた
e-kenetカード会員様を対象におけいはんポイント100万ポイントを山分けして進呈いたします。

※おけいはんポイントの進呈は5月31日（水）頃となります。

◆POP UP SHOP

世界各国の雑貨やファッション、食品等を販売するPOP UP SHOPを開催いたします。

fipper【マレーシア製サンダル】
開催期間：4月27日（木）～5月10日（水）
開催場所：南館ヒカリノモール2階ユニクロ前

アンデッサン【アウトドア・母の日ギフト】
開催期間：4月28日（金）～5月7日（日）
開催場所：南館ヒカリノモール2階ユニクロ前

H.I.S. LeaLea Hawaiian Village Osaka【ハワイアン雑貨】
開催期間：4月28日（金）～4月30日（日）
開催場所：本館ハナノモール1階アーバンリサーチドアーズ前

C.C.W. 【ハワイアン雑貨】
開催期間：5月3日（水・祝）～5月5日（金・祝）
開催場所：本館ミドリノモール1階グランドアトリウム

BEBE BY DAY【ベビー・子供服】
開催期間：5月3日（水・祝）～5月7日（日）
開催場所：本館ミドリノモール3階ムラサキスポーツ前
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5月3日（水・祝） 5月4日（木・祝） 5月5日（金・祝）

12:00
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン
バグパイプ

13:00 Vida Latina（サンバ） ロケラニ・フラサークル（フラダンス）
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン

13:30 エゼキエル/キャサンドラ・ピーク（JAZZ） Nani★Waena（ハワイアンミュージック） AFRO VYBZOOM(アフリカ音楽)

14:00
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン
バグパイプ

15:00 Vida Latina（サンバパレード） ロケラニ・フラサークル（フラダンス）
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン

15:30 エゼキエル/キャサンドラ・ピーク（JAZZ） Nani★Waena（ハワイアンミュージック） AFRO VYBZOOM(アフリカ音楽)

16:00
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン
バグパイプ

17:00 Vida Latina（サルサ） ロケラニ・フラサークル（フラダンス）
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン

17:30 エゼキエル/キャサンドラ・ピーク（JAZZ） Nani★Waena（ハワイアンミュージック） AFRO VYBZOOM(アフリカ音楽)

18:00
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン
ヨーデル北川桜

エーデルワイスムジカンテン

ii KITCHEN Market【食品・雑貨】
開催期間：5月3日（水・祝）～5月7日（日）
開催場所：本館ハナノモール1階アーバンリサーチドアーズ前

パティスリー・ナチュール・シロモト【洋菓子】
開催期間：開催中～5月7日（日）
開催場所：本館ミドリノモール1階 ブレッド・ダイニンググーテ横

◆世界の音楽やダンス、ビールが楽しめる！

開催期間：5月3日（水・祝）～5月5日（金・祝）各日12:00～19:00
開催場所：南館ヒカリノモール1階SANZEN-HIROBA

「くずはモールで世界旅行気分が味わえる」をテーマに世界の音楽を堪能できるイベントを開催します。
ヨーデル、バグパイプ等ヨーロッパ民族音楽からジャズ、サンバ、サルサ、フラダンス等華麗なショーを

海外ビールやお食事と共に楽しんでいただけます。

＜飲食ブース出店予定＞
セルトハウス（ドイツビール他）、京阪百貨店他

☆イベントスケジュール☆
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【ヨーデル北川桜 プロフィール】

日本のプロの女性アルプスヨーデル第一人者。
国立音楽大学声楽科卒業。スイス連邦主催ヨーデルフェストにおいて
2008年、2014年と最高級クラス１級（エルステクラス)受賞。
ドイツでは、2011年2012年2013年と本場ミュンヘンオクトーバーフェストに、
アジア人ヨーデル歌手として初めて公式ゲストで出演。

【エーデルワイスムジカンテン プロフィール】

本場のヨーデルを中心とした、ドイツ・スイス・オーストリアの民族音楽を演

奏して全国を回っている。アルプスの本物のヨーデルあり、アルプホルン
あり、クーグロッケンあり、ダンスありの盛りだくさんな、楽しい参加型ス
テージは、多方面から好評を得ている。

【Nani★Waena(ナニ★ワエナ) プロフィール】

ハワイアンミュージック、特にフラソング(フラの伴奏)を得意とし、
枚方・交野・宇治方面のカフェやイベント等で演奏活動している。

【ロケラニ・フラサークル プロフィール】

ハワイ州マウイ島にHalauを持つKumu Hula Mapuana Samonteに師事し、
2010年にHalau Hula Malani O Kapeheの認定姉妹校として認められる。
京阪神を中心に、各地イベントやボランティア・ステージなどに出演し、
フラ＆タヒチアンのステージで活躍。

【Vida Latina プロフィール】

南米チリ、サンティアゴ出身のレニーと広島出身のミオが2002年にオース
トラリア、ブリスベンで出会い、ダンスペアとしての活動を開始。
現在は日本の人々にもダンスのある新しいライフを紹介し、踊りを通じて
人と出会える場所の提供、ダンサーの育成、アーティストとの
コラボレーションや、ショーのプロデュースに努めている。

【エザキエル プロフィール】

コンゴ人の父親とフランス人の母親の間に生まれる。幼少期からエクサン
プロヴァンスの音楽院でクラシックのバイオリンの教育を受ける。

どんな音楽でも演奏し、ジャンルやスタイルにとらわれない独自の道を進
んでいる。

【キャサンドラ・ピーク プロフィール】

アメリカ、シカゴ出身。幼い頃よりゴスペルの本場であるシカゴの教会で歌
い、12歳より早くも指揮者として活躍。

ライジングサンバプテスト教会のクワイアディレクターであり、パワフルな歌
声を放つ、ゴスペルシンガー。



Press Release
2017年4月

株式会社京阪流通システムズ報道関係者各位

◆キッズイベント

お子様に向けたイベントを開催いたします。

昔懐かしの紙芝居
開催期間：4月29日（土） ①13：00 ②15：00 各回30分
開催場所：南館ヒカリノモール１階SANZEN-HIROBA
※別紙プロフィール添付

チアリーディング「SHINING☆DREAMS」
概要・イベント内容：パフォーマンスとチアリーディング体験
開催期間：4月29日（土） ①14：00 ②16：00 各回30分
開催場所：南館ヒカリノモール１階SANZEN-HIROBA
※別紙プロフィール添付

スイーツファクトリー（R）手作り体験＜ワークショップ＞
開催期間：4月29日（土）～5月1日（月） 10：00～21：00
開催場所：南館ヒカリノモール2階トイザらス・ベビーザらス前

マジックショー（RICKY.I）
開催期間：4月30日（日） ①13：00 ②15：00 各回30分
開催場所：南館ヒカリノモール１階SANZEN-HIROBA
※別紙プロフィール添付

縁日
開催期間：5月2日（火）～5月8日（月） 10：00～18：00
開催場所：南館ヒカリノモール2階トイザらス・ベビーザらス前

ふわふわ遊具
開催期間：5月6日（土）～5月7日（日） 10：00～18：00
開催場所：南館ヒカリノモール１階SANZEN-HIROBA

木製トレイン
開催期間：5月6日（土）～5月7日（日） ①11：00～14：00 ②15：00～18：00
開催場所：南館ヒカリノモール１階SANZEN-HIROBA前

母の日ワークショップ＜ガラスキュービック作り＞
開催期間：5月 6日（土） 11：00～14：00
開催場所：南館ヒカリノモール1階SANZEN-HIROBA前
参加費用：1,000円（税込）
先着30名様

母の日ワークショップ＜アイシングクッキー＞
開催期間：5月 6日（土）～5月7日（日） 11：00・12：00・13：00・14：00・15：00・16：00 各回30分
開催場所：南館ヒカリノモール1階SANZEN-HIROBA前
参加費用：300円（税込）
各回先着10名様
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【ヤッサン一座 らっきょむ プロフィール】

夕日の向こうからやってくる
昔なつかしい自転車の紙芝居。
自ら絵を描き自ら演じるオリジナル作品から昔なつかし黄金バットまで引っさげて
京都国際マンガミュージアムをはじめ、清水寺などで日々口演。
京都を拠点に全国を奔走中！
畑で取れた野菜をその場でかじるような鮮度の高い面白さ。

【『SHINING ☆ DREAMS』 （シャイニングドリームズ） プロフィール】

枚方市を拠点とし地域やスポーツイベントなどを主に活動をしている
チアリーディングチーム。
スポーツの応援では パナソニックパンサーズの応援団としても活動中。
たくさんの人に 元気・勇気・笑顔を届けるため
観客・地域の方々に応援に来て良かった！楽しかった！と
喜んで頂けるような力強く楽しい応援をお届けします。

【RICKY.I プロフィール】

クロースアップマジックと呼ばれる、繊細な指先が繰り出す
目の前20ｃｍでの奇跡の数々。
至近距離で行うマジックから180ｃｍの長身を活かし、ステージで行う
マジックや大掛かりな仕掛けを用いたイリュージョンマジックにも力を
入れ、精力的に活動中。
英語が堪能であり、国際色豊かな数少ないマジシャンの一人である。

【会社概要】
商号 ：株式会社 京阪流通システムズ
代表者 ：代表取締役 上野正哉
本社 ：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1番1号 KEIHAN CITY MALL 3F

TEL 06-6944-3087 FAX 06-6944-3047
設立 ：平成14年8月8日
事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業
資本金 ：100百万円
URL           ：http://www.mall-keihan.co.jp/

【施設概要】
KUZUHA MALL／TEL: 072-866-3300 (代表) 〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1
営業時間：ショッピング10：00～21：00／レストラン11：00～23：00

※一部店舗は営業時間が異なります。
アクセス ：京阪電車「樟葉」駅下車すぐ

駐車場 約3,000台（有料、お買い物での優待あり）
営業面積：約72,000㎡ 店舗数：約240店舗
URL ：http://kuzuha-mall.com 以上

※本リリースに掲載のイベント・商品情報は変更となる可能性があります。

http://www.mall-keihan.co.jp/
http://kuzuha-mall.com/

