
 

 

 

      2016 年 11 月 

ミナミ 16 施設で大賑わい！ 

共同キャンペーンで年末商戦を盛り上げます！ 

みんな de ミナミ 
 

■会期：2016 年 11 月 25 日（金）～12 月 31 日（土） ※共通商品券有効期間 

■参加施設：共同キャンペーン参加のミナミエリア 16 施設（前回より 1 施設増） 

髙島屋大阪店、大丸心斎橋店、なんばパークス、なんば CITY、戎橋筋商店街、心斎橋筋商店街、 

心斎橋オーパ、クリスタ長堀、南地中筋商店街、なんばウォーク、NAMBA なんなん、 

難波センター街商店街、なんばマルイ、東急ハンズ、心斎橋ビッグステップ、 

ホワイトアベニュー（新規） 

 

 

ミナミエリア全体で魅力アップを図り、集客につなげようとするエリア共同キャンペーン「みんな de ミ

ナミ」は、初回 2012 年 11 月より年 2 回のペースで実施し、当初の 4 施設から 16 施設まで規模を拡大、

今回で 9 回目になります。街を巡って、楽しいイベントを計画し、ミナミを訪れる多くの来街者に楽し

んでいただき、ミナミエリアの年末商戦を盛り上げていきます。 

年末のお買い物にお使いいただける「プレミアム共通商品券」は、今回も 1 万セット（総額 1 億円）分

をご用意します。 

 

 

① 「みんなｄｅミナミ」プレミアム共通商品券  

■販売期間 11 月 25 日（金）～11 月 29 日（火） 

  ※なくなり次第終了 

■使用期間 11 月 25 日（金）～12 月 31 日（土）  

■販売施設 髙島屋大阪店、大丸心斎橋店、なんばパークス・なんば CITY、なんばウォーク、 

NAMBA なんなん、なんばマルイ 

 

１セット：1,000 円券×11 枚(11,000 円分)を 10,000 円で販売。（お一人様 2 セットまでの販売） 

計 1 万セット（準備額 1 億円）をご用意します。 

「みんな de ミナミ」プレミアム共通商品券をお買い上げ

の方に、「ミナミグルメ PASS」を発行いたします。ミナ

ミの参加店舗で割引や増量などお得なサービスをご提供

いたします。 

 

 



ツリーのイメージ

※イメージ 

ZANGE（ザンゲ） 池田洋介 パフォーマーちゃんへん フラフープパフォーマー 

KANA 

② おすすめイベント 

「クリスマス メッセージツリー」 12 月 10 日（土）～12 月 25 日（日） 

■メッセージツリー設置 8 施設 

髙島屋大阪店、なんばパークス、なんば CITY、戎橋筋商店街、 

大丸心斎橋店、なんばウォーク、NAMBA なんなん、 

心斎橋ビッグステップ 

クリスマス メッセージツリーとは・・ 

各施設に設置したクリスマスツリーにお客様がメッセージカードを 1 枚飾

っていただく毎に「みんな de ミナミ」事務局から 2 円を公益財団法人日本

ユニセフ協会に寄付します。カードにはお客様の大切な人への「想い」を

お書きいただきます。昨年はお子様連れの方や女性の方を中心に述べ 

2 万名以上の方にご参加いただきました。 

 

③ おすすめイベント 

「ミナミ de スタンプラリー」 12 月 4 日（日）11:00～18:00  

ミナミの商業施設 8 施設のうち 3 ヵ所でスタンプを押印、抽選会に参加していただいたお客様にプレゼ

ントを差し上げます。（合計 1500 名様 参加無料） 

■スタンプ設置施設 

髙島屋大阪店、大丸心斎橋店、なんばパークス、なんば CITY、なんばウォーク、NAMBA なんなん、 

戎橋筋商店街、心斎橋ビッグステップ 

■抽選会場 

髙島屋大阪店、大丸心斎橋店、なんばウォーク 

【スタンプラリー賞品】 

１等 スイスホテル南海大阪 ペア宿泊券（3 組 6 名様） 

２等 「みんな de ミナミ」プレミアム共通商品券 1,000 円分（300 名様） 

３等 ミニブランケット 

 

④ おすすめイベント 

「ミナミ de パフォーマンス SHOW!」 12 月 11 日（日）10:00～16:00（予定） 

大道芸のトップパフォーマー達がミナミに集結いたします。ジャグリング、パントマイム、マジックな

ど様々なステージでミナミのクリスマスを盛り上げます。 

■対象施設 

髙島屋大阪店、大丸心斎橋店、なんばパークス、なんばウォーク、戎橋筋商店街、 

心斎橋ビッグステップ 

 



⑤ 期間中の各施設のおすすめ情報 

■髙島屋大阪店 

Let’s enjoy クリスマス！ ZAKKA マルシェ  同時開催：ヨーロッパのワイン特集 

会期：12 月 14 日（水）～19 日（月） 

会場：7 階グランドホール ※最終日は 18 時 30 分閉場 

プレゼントにも喜ばれるアクセサリーやヴィンテージ雑貨など、クリスマスムードを盛り上げるアイテ

ムをご紹介いたします。期間中はワークショップも盛りだくさん。また、「ヨーロッパのワイン特集」も

同時開催し、パーティーシーズンにかかせない、ヨーロッパのワインも多数ご用意。会場内にはワイン

BAR も登場いたします。 

 

■大丸心斎橋店 

連載 40 周年＆コミックス 200 巻記念 こち亀展 こちら中央区大丸心斎橋店内派出所 

会期：12 月 16 日（金）～1 月 9 日（月・祝） 

会場：北館 14 階イベントホール 

入場料：一般 900 円、中高大生 700 円、小学生以下無料 オリジナル年賀状付前売券 1,200 円 

日本を代表する国民的ギャグ漫画、秋本治著「こちら葛飾区亀有公園前派出所」。ついに連載を終了した

のを機に、その魅力をたっぷりと紹介する展覧会を開催します。通天閣署メンバーや大阪の風景をはじ

め、3 万枚を超える中から厳選した原画 150 点以上、コミックス全巻、展覧会のために書き下ろしたス

ペシャルな一話、両さんの負債総額がわかったり、落ちコマだけを集めたりした楽しいコーナーなど、

ここでしか見られない展示が盛りだくさんです。こち亀体感コーナーでは、神輿を担ぐ両さんと一緒に

記念撮影が可能。展覧会オリジナルこち亀グッズも販売します。 

 

■なんばパークス 

鼻ぺちゃ展 “ぶひかわ犬”達のわんダフルクリスマス 

会期：12 月 17 日（土）、18 日（日）、23 日（金・祝）、24 日（土）、25 日（日） 各日 11 時～19 時 

会場：7 階パークスホール 

入場料：300 円（小学生以下無料） 

独特の顔つきでファンの多い「鼻ぺちゃ犬」だけを集めた合同写真・物販展。話題のプロ写真家や 

ＳＮＳで人気のアマチュアカメラマンの作品が、クリスマスバージョンの新作を含めて集結します。 

 

■なんば CITY 

CITY クリスマスプレミアムフェア 

会期：12 月 16 日（金）～25 日（日） 

会場：本館 B2 階「時の広場」、南館 2 階「イベントスペース」 

期間中、なんば CITY 各店にてお買い上げ・ご飲食 5,000 円（税込）ごとに、なんば CITY プレミアム

ギフトチケットが当たるスクラッチに挑戦していただけます。 

 

以 上 


