2017 年 11 月

ミナミ 1５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：2017 年 12 月 1 日（金）～12 月 31 日（日）

※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 15 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、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、ホワイトアベニュー
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 月より実施し、当初の 4 施設から 15 施設まで規模を拡大、今回で 10 回
目になります。街を巡り、イベントに参加するなど、
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。
また、みんな de ミナミのキャラクターとして、
「みなサンタ」が新たに誕生しました。親しみやすく
愛らしいサンタが皆さんにしあわせを届けます。
みなサンタ

1.「みんな de ミナミ」プレミアム共通商品券
■販売期間

12 月 1 日（金）～12 月 5 日（火）
※なくなり次第終了

■使用期間

12 月 1 日（金）～12 月 31 日（日）

■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。

2.おすすめイベント
「クリスマス

メッセージツリー」

12 月 6 日（水）～12 月 25 日（月）

■メッセージツリー設置店舗
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（7 施設）
■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 12 月 10 日（土）～25 日（日）の 16 日間でお子様連れの
方や女性の方を中心に延べ１万名以上の方にご参加いただきました。

ツリー

※イメージ

■施設のカラーでツリーを染めよう！
今回は施設ごとにツリー装飾・メッセージカードのカラーを設定します。メッセージカードを飾っ
ていただくことで、ツリーが各施設のカラーで彩られ、7 種類のツリーに仕上がっていきます。
展開期間も昨年より 4 日増の 20 日間となり、より長い期間ミナミの街を彩ります。
【各施設の設定カラー】
・髙島屋大阪店「赤」

・大丸心斎橋店「緑」

・なんばパークス「白」

・なんば CITY「ブルー」

・戎橋筋商店街「紫」
・なんばウォーク「オレンジ」

・NAMBA なんなん「ピンク」
■2017 年 12 月 9 日（土）・16 日（土）・23 日（土・祝）の 3 日間限定イベント
①メッセージツリーのサポーター大募集！！
各施設のカラーメッセージツリーを写真に撮ってご自身の SNS に投稿し、投稿画面を下記景品
交換場所にてご提示いただいた方に、みんな de ミナミキャラクター「みなサンタ」のエコカイロ
をプレゼント！！（各景品交換場所

各日先着 200 名様／お一人様 1 回限り）

②写真を撮って「みなサンタ」ステッカーを GET しよう！！
2 施設以上でカラーメッセージツリーもしくはメッセージカードを撮影し、下記景品交換場所にて
ご提示いただいた方に、
「みなサンタ」ステッカーをプレゼント！
各日先着 100 名様／お一人様１回限り）

（各景品交換場所
【実施時間】
①、②ともに

各日 12：00～18：00

【景品交換場所】
大丸心斎橋店北館 2 階、なんばウォークくじらパーク、戎橋筋商店街なんばマルイ入口前、
髙島屋大阪店 3 階ローズパティオ、なんばパークス 2 階インフォメーション付近
■FM OH！とのタイアップ
本年 4 月より FMOSAKA から名称変更した「FM OH！」。ミナミを拠点にする放送局として
みんな de ミナミとタイアップ。7 つのメッセージツリーと FM OH！が誇る人気 7 番組の看板 DJ

が 7 施設で展開するメッセージツリーを応援し、それぞれのツリーを各番組で盛り上げます。
【FM OH!の番組名とツリー設置施設名】
「OH! MY MORNING 851」

×

毎週月～木曜日
「マルシェクク」

×

FLAP」

×

×

×

DJ：izumi

13：00～15：49 O.A

DJ：赤松悠実

16：00～17：36 O.A

DJ：遠藤淳

NAMBA なんなん

毎週月・火曜日
「hug＋（はぐたす）」

×

×

18：00～19：30 O.A

DJ：淡路祐介

なんば CITY

毎週金曜日
「なん MEGA！」

9：00～10：55 O.A

なんばウォーク

毎週月～木曜日
「OTO-BAKA」

DJ：小早川秀樹

大丸心斎橋店

毎週水・木曜日
「Music Bit」

6：00～8：57 O.A

戎橋筋商店街・なんばマルイ

毎週月～木曜日
「LOVE

なんばパークス

8：20～11：00 O.A DJ：大塚由美

髙島屋大阪店

毎週金曜日

13：00～17：00 O.A DJ：前田彩名

3.期間中の各施設のおすすめ情報
■髙島屋大阪店
NAMBA 発

ココロ、うたう

会期：12 月 22 日（金）～24 日（日）
会場：1 階正面入口前特設コーナー、5 階ローズパティオ
高らかに響くクリスマスソング。大切な家族や仲間を想う気持ちを込めて。プロのアーティストや
地元の学生達が、連日うたのステージを披露します。
※詳細スケジュールは、11 月 29 日（水）以降、大阪タカシマヤのホームページに掲載します。

■大丸心斎橋店
～PEANUTS 日本上陸 50 周年記念～ PEANUTS ありがと祭
会期：12 月 15 日（金）～

29 日（金）

会場：北館 14 階イベントホール

※入場無料

■なんばパークス
パークスガーデン

光のカケラ

会期：11 月 10 日（金）～

スタンプラリー

12 月 25 日（月）

会場：パークスガーデン、館内
交換場所：2 階インフォメーション（11：00～21：00）
パークスガーデンに点在する七色の「光のカケラ」を集めてまわるラリーイベント。すべて集めると入
浴剤「プレゼント・フォー・ユー（湯）」を一つプレゼント。（参加無料）
※ノベルティはなくなり次第終了します。

■なんば CITY
CITY クリスマスプレミアムフェア
会期：12 月 16 日（土）～25 日（月）10：00～21：00
※ただし、本館地下 2 階「時の広場」会場については、12 月 23 日（土・祝）～25 日（月）は
22：00 まで延長
会場：本館地下 2 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、1 店舗でのお買い上げ・ご飲食 5,000 円（税込）ごとにスクラッチカ
ード引換券、1,000 円（税込）ごとにスクラッチカード引換補助券を進呈（ご利用金額上限 300,000 円
（税込）まで）。引換券 1 枚または引換補助券 5 枚でスクラッチカード 1 枚と交換いたします。スクラ
ッチカードをこすって当たりが出れば、なんば CITY プレミアムギフトチケットをプレゼント。

