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京阪沿線のショッピングセンターで母の日・父の日のギフト探し 

各店のおすすめアイテムが登場します！ 
 

 

株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）が運営する京阪沿線の  

3 つのショッピングセンター（京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL）では、4 月 12 日（月）より母の日・

父の日のプロモーションを順次スタートいたします。期間中、POP UP SHOP や各店の店頭では、定番ギフトから話題の

ギフトまで取り揃え、皆様をお迎えします。 

また、ビジュアルは大阪生まれの写真家、加瀬健太郎氏による大人気の子育て写真ブログとコラボレーション。心あた

たまるビジュアルを展開いたします。 

 

期間：4 月 12 日（月）～6 月 20 日（日） 

場所：京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOPICS                                                                 

 

| POP UP SHOP 

＜京阪シティモール＞ 

アーティフィシャルフラワー専門店 ブリスハート 

大切な方への贈り物やお祝いにおすすめの 

オリジナルアレンジメントやブーケなどを多数 

取り揃えております。 

また、7F 店舗にてオーダーやレッスンも受け 

付けております♪ 

 

【期間】 

5 月 6 日（木）～5 月 12 日（水） 

【場所】MBF 特設会場 

絹屋 

自分が使って“心地いい”と感じるもの。大切な人と分かち合い 

たくなるもの。 

そんな使って嬉しい、もらって 

嬉しい気持ちが広がっていく 

ブランドが“絹屋”です。 

 

【期間】 

5 月 7 日（金）～5 月 17 日（月） 

【場所】4F 吹き抜け 
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＜京阪モール＞ 

GOOD NATURE STATION 

信じられるものを、美味しく、楽しく。GOOD NATURE なモノ・コトが

集まる場所として京都・河原町に誕生した施設が、POP UP SHOP

として京阪モールに登場！ 

生産者の思いの詰まった農産物 

や加工品などをご用意します。 

 

 

 

【期間】4 月 28 日（水）～5 月 4 日（火・祝） 

【場所】1f stageA（本館１階「SABON」前） 

Soa 

足を運んでいただく度に違った装いをみせるアクセサリーは一期一

会を表す世界。 

Have a happy PEARLY  

mother's day. from Soa 

二味違う Soa のパールは、 

ノーブルでアーバンな印象を 

確かなものに。 

 

【期間】5 月 5 日（水・祝）～5 月 11 日（火） 

【場所】1f stageA（本館１階「SABON」前） 

フローリスト京阪 

育てる楽しみのあるカーネーション鉢、飾るだけで華やかになるアレンジメントなど、母の日ギフトにおすすめの 

商品を取り揃えております。今年もぜひお花で感謝の気持ちを伝えませんか？ 

 

【期間】5 月 7 日（金）～5 月 9 日（日） 

【場所】1f stageA（本館１階「SABON」前） 

 

＜KUZUHA MALL＞ 

SOW the Farm UNIVERSAL 

SOW the Farm UNIVERSAL がオススメするステキな母の日 GIFT を 

種類豊富に取り揃えてお待ちしております。 

 

【期間】4 月 29 日（木・祝）～5 月 9 日（日） 

【場所】本館ハナノモール 1F ZARA 前 

はなハナマルシェ 

京阪園芸他、母の日ギフトを取り揃えた POP UP SHOP が大集合！ 

季節の植物やドライフラワー、ガーデニング雑貨、多肉植物などお花に関する商品をご用意しております。  

 

【出店店舗】 

京阪園芸／Reco／BLOOM BERRY／Heart 2 Heart／MerryBell／Fine Day 

※Fine Day は 5 月 7 日（金）・5 月 8 日（土）のみ 

【期間】5 月 7 日（金）～5 月 9 日（日） 

【場所】本館ミドリノモール 1F グランドアトリウム 
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| おすすめアイテム 

＜京阪シティモール＞ 

青山フラワーマーケット＜MBF＞ 

販売期間：5 月 9 日（日）まで 

予約期間：5 月 8 日（土）まで 

母の日ギフト ドレープ 3,520 円 

 

母の日の定番カーネーションの魅力が 

詰まったアレンジメント。 

渡してそのまま飾れるのも、忙しい 

お母様に嬉しいポイントです。 

カランフィル＜4F＞ 

トルコのストール・スカーフ 

2,970 円～3,520 円 

 

 

いつまでもおしゃれでいて欲しい 

お母さんにぴったりなトルコの 

コットンストールやスカーフ、色々 

ございます。 

 

＜京阪モール＞ 

ゴディバ＜本館 1F(京阪百貨店内)＞ 

マザーズデースペシャルギフトセット 4,730 円 

 

 

春限定の粒チョコレート詰め合 

わせ(8 粒入)と美しい花々をデ 

ザインした扇子のセット。 

花柄のピンクの限定ギフトバッグ 

に入れて。 

ラシット＜本館 1F (京阪百貨店内)＞ 

リバーシブルショルダー 16,500 円 

発売日：4 月 21 日（水） ※ご予約受付中 

 

小さいけど必要な荷物はしっかり 

収納できるようにこだわったショル 

ダーバッグ。長財布はもちろん、 

手帳やミニボトル、折りたたみ傘も 

すっきり収納可能。 

ブルーブルーエ＜本館 1F＞ 

naosudou ルームスリッパ 1,620 円 

 

ふんわりタッチで描かれたキュートな 

柄のルームスリッパ。軽い履き心地 

が家事などのおうち時間にぴったり 

です。底部分には滑り止めがついて 

います。 

ロクシタン＜本館 1F＞ 

フローラルハンドクリーム コレクション 4,290 円 

※なくなり次第終了 

 

感謝の気持ちを、香りの花束に 

込めて。 

3 つの香りでハンドケアを贅沢な 

時間に。 

グリーズン＜本館 2F＞ 晴雨兼用折りたたみ傘 ボタニカ柄 2,750 円 

 

落ち着いた花柄プリントが上品な兼用傘は遮光率 99％以上。内側のコーティングは黒のため、地面からの 

照り返しも防ぎマスク焼けの心配もなし。これからの季節に持っておきたい 1 本。 
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＜KUZUHA MALL＞ 

アフタヌーンティー・ティールーム＜本館ハナノモール 2F＞ 

フラワーティータイムボックス 2,400 円  販売期間：4 月 22 日（木）～5 月 31 日（月） 

初夏のティータイムを楽しんでいただける、水出しアイスティーと焼き菓子の詰め合わせ。 

店内でご利用いただけるティーチケット 2 枚付です。 

【内容】・ティーバッグ（5g✖各 1） 

アフタヌーンティーブレンド アイスティー／アールグレイ アイスティー／ 

オレンジアールグレイ／マスカットグリーンティー 

・フラワーアンサンブル（110g） 

・ティーチケット（2 枚）※ティーチケット有効期限：2021 年 12 月 31 日（金） 

フランフラン＜本館ハナノモール 3F＞ 

ザ トリートタイム ギフトセット リラックス 3,000 円（画像左） 

【内容】・ボディケアブラシ ・ヘア＆ボディオイル ・バスソルト ・造花 

フローリー ボディケアギフトセット 3,000 円（画像右） 

【内容】・ヘアブラシ ・ヘア＆ボディオイル ・ハンド＆ボディクリーム 

・ネイルオイル ・ネイルファイル ・ボディミスト 

母の日ギフトにオススメなケアアイテムやブーケなど多数取り揃えております。 

 

 ビジュアル                                                                 

安堵と微笑、ほろりと涙を誘う癒しの子育て日記本『お父さん、だいじょうぶ？ 日記』、今春発売の第二弾『お父さん、

まだだいじょうぶ？ 日記』とタイアップします。 

写真家・加瀬健太郎氏によって写し撮られた加瀬家の茶目っ気たっぷりな子ども達の写真に、WITH コロナの日々を

経て実感した人の温もりや気持ちを伝えることの尊さを重ね、飾らないメッセージでストレートに表現しました。 

 

『お父さん、だいじょうぶ？ 日記』（リトルモア刊）発売中  定価:1,760 円 

少々頼りないけどひょうきんな父と、家庭を支えるおおらかな母、愛くるしい 3 人の息子たち。 

笑って泣いて、深呼吸みたいな子育て写真日記。 

読むほど元気が湧いてくる一冊！ 

 

 

 

 

 

 

『お父さん、まだだいじょうぶ？ 日記』（リトルモア刊）4 月 28 日発売  定価：1,760 円 

好評だった『お父さん、だいじょうぶ？ 日記』から 4 年、、、。 

あの父が帰ってきた！ 

不安も笑いも共感も、ますます快調！愉快な写真日記、第二弾。 

                   

ヨシタケシンスケさんからのコメントもいただきました。 

《家族が、人生が、希望が、焦りが、喜びが、 

一口サイズで、ボリューミー。サイコロステーキみたいな本だな、と思いました。》 
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加瀬健太郎 かせけんたろう 

写真家。1974 年大阪生まれ。東京の写真スタジオで勤務の後、イギリスに留学。London College of Communication で学ぶ。著

書に『スンギ少年のダイエット日記』『お父さん、だいじょうぶ？ 日記』（リトルモア）、『イギリス：元気にジャンプ！ブルーベル（世界のともだ

ち）』（偕成社）、『撮らなくてもよかったのに写真』（テルメブックス）、絵本『ぐうたらとけちとぷー』（絵・横山寛多/偕成社）がある。 

 

書店のご案内：京阪シティモール ジュンク堂書店（7F） 

          京阪モール 紀伊國屋書店（本館 2F） 

          KUZUHA MALL 水嶋書房（本館ミドリノモール 3F）／ヴィレッジ ヴァンガード（本館ハナノモール 3F） 

 

 

※上記内容は 4 月 9 日（金）時点のものであり、変更になる可能性がございます。 

※表示価格はすべて税込です。 ※画像はイメージです。 ※売り切れの場合がございます。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取り組みについて 

京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL では以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大予防を行っております。 

➣国や自治体の方針に合わせ対策をしております為、状況に応じて営業時間短縮や臨時閉店をする場合がございます。 

➣各施設の入館制限をする場合がございます。また、店舗により入店制限をしています。 

➣トイレのハンドドライヤーを使用禁止としております。  ➣館内の休憩用のベンチを一部撤去しております。 

➣館内の喫煙専用室は一部利用制限をさせていただいております。 

➣従業員の検温・マスク着用での接客・手洗い・うがいを励行いたします。 

➣従業員がマスクやフェイスシールドを着用して接客をさせていただきます。 

➣接触をさけるため、コイントレーでの現金受渡や必要最低限の会話やサービスに限らせていただく場合があり、接客対応や 

サービス水準が従来とは異なる場合がございます。 

➣営業時間中に館内の清掃や換気を適宜実施しております。 

➣当社社員と従業員に対して、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利用を促進しています。 

 

■会社概要 

商 号：株式会社 京阪流通システムズ 

代 表 者：代表取締役社長 松下 靖 

本 社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1-1 KEIHAN CITY MALL 3F 

     TEL：06-6944-3087 FAX：06-6944-3047 

設 立：2002 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 

U R L：http://www.mall-keihan.co.jp/ 

 

■各店舗情報 

・京阪シティモール TEL：06-6944-5088 (代表) 〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1-1 

アクセス：京阪電車・Osaka Metro「天満橋」駅、大阪シティバス「天満橋」下車すぐ 

      駐車場 約 490 台／提携駐車場含（有料、お買い物での優待あり） 

営業面積：約 32,000 ㎡ 店舗数：約 100 店舗 

 U R L：http://www.citymall.jp 

 



2021 年４月 9 日 

株式会社京阪流通システムズ 

Press Release 

・京阪モール TEL：06-6353-2525 (代表) 〒534-0024 大阪市都島区東野田町 2-1-38 

アクセス：京阪電車・JR・Osaka Metro「京橋」駅下車すぐ 

      駐車場 約 200 台（有料、お買い物での優待あり） 

営業面積：約 28,300 ㎡（京阪百貨店、K ぶらっと、KiKi 京橋含む） 店舗数：約 170 店舗 

 U R L：http://www.keihan-mall.jp 

 

・KUZUHA MALL TEL：072-866-3300 (代表) 〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町 15-1 

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 

 U R L：http://kuzuha-mall.com 

以上 

 


