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⼀般社団法⼈⼤阪・光の饗宴

『OSAKA光ミールクーポン』が『ぐるなび』と初コラボ︕

11⽉1⽇より販売開始︕

ぐるなび厳選店の特別メニューやOSAKA光のルネサンス「光のマルシェ」などで使える⾷の観光商品︕
⼤阪・光の饗宴の魅⼒促進プログラムの⼀つ、「OSAKA光ミールクーポン」は飲⾷店情報サイト「ぐるな
び」と協⼒し、冬の⼤阪観光商品「OSAKAS光ミールクーポン×ぐるなび」を2018年11⽉1⽇（⽊）より販
売開始することをお知らせいたします。
本商品は、4枚つづりのクーポンチケット（⾦券形式）を使って⼤阪市内の飲⾷店舗や観光施設、そして
OSAKA光のルネサンスの飲⾷ブースが提供する「特別メニュー」を楽しめます。
「OSAKA光ミールクーポン×ぐるなび」の魅⼒︕
お気に⼊りの「まちを⾷べ歩き」

4枚のクーポンチケットを上⼿に組み合わせ1⽇でお店巡りを満喫︕

⼤阪ならではの⾵景「⽔と光のまちめぐり」

⽔都⼤阪のクルーズや御堂筋イルミネーション2018を⾞窓から
楽しむオープンデッキバスもお得に満喫︕

OSAKA光のルネサンスの「飲⾷ブースめぐり」

⼈気の飲⾷ブース「光のマルシェ」をお得に⾷べ歩き︕

ぐるなびから「OSAKA光ミールクーポン×ぐるなび」オススメポイントをご紹介
１．飲⾷店情報サイト「ぐるなび」が厳選した73の特別メニュー︕

・ぐるなびが店舗と⼀緒に「特別メニュー」を開発。
・⾷材にこだわり、⾷材のクオリティは保ちつつ、かつ安価で楽しめる「特別メニュー」を開発。
・「⼤阪・光の饗宴2018」期間限定で楽しめるように季節の⾷材やメニューにもこだわりました。
・⽬で⾒ても楽しい「フォトジェニック」なメニューを開発。

２．「⼤阪・光の饗宴2018」に訪れる観光客の⽅に「⼤阪の⾷」をお届けしたい︕

・⽇本全国から訪れる「⼤阪・光の饗宴2018」を舞台に「光」だけではなく「⼤阪の⾷」も⼀緒にお楽しみ頂きたい
想いで「OSAKA光ミールクーポン」と初のコラボレーションを実施しました。また海外からの観光客の皆様にも楽
しんでいただけるように参加店舗の多⾔語紹介（※）も実施。
※多⾔語は英語・繁体字・簡体字・韓国語の4⾔語。
※⼤阪・光の饗宴公式ホームページにて11/上旬公開予定。

■概要

開催期間︓2018年12⽉14⽇（⾦曜⽇）〜2019年1⽉31⽇（⽊曜⽇）
価

格︓前売︓2,000円（税込）
当⽇︓2,200円（税込）
後売︓2,000円（税込）

11⽉1⽇ （⽊曜⽇）〜12⽉13⽇（⽊曜⽇）
12⽉14⽇（⾦曜⽇）〜12⽉25⽇（⽕曜⽇）
12⽉26⽇（⽔曜⽇）〜1⽉25⽇ （⾦曜⽇）

主

催︓⼀般社団法⼈⼤阪・光の饗宴

共催︓⼤阪商⼯会議所

協⼒︓株式会社ぐるなび

■販売場所
⼤阪市内主要駅や観光案内所、
⼤阪・光の饗宴公式ホームペー
ジで購⼊でいます。
※詳細3⾴参照

■本件に関するお問い合わせ・取材申込先
⼀般社団法⼈⼤阪・光の饗宴（電話）06-6910-1156 （E-mail）info@hikari-kyoen.com
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参加店舗ラインナップ

OSAKA光ミールクーポン×ぐるなび

全105の参加店舗のご紹介
■ぐるなび厳選︕⼤阪市内10エリア73店舗
■梅⽥エリア
01.⾁とさかな 照 梅⽥店
02.バル・ヤ・リブリン
03.和⾷たちばな グランフロント⼤阪
04.⽇本料理 ⼤坂ばさら
05.ばさら 梅々庵
06.阪急うめだ本店しゃぶしゃぶ⽇本料理たちばな
07. ホテルグランヴィア⼤阪リップル
08.与太呂 梅⽥店
09.⾁バルで⾁寿司 ジョッキー 梅⽥店
10.エガオノダイニングサークル
11.四季⾃然喰処たちばな ヒルトンプラザイースト店
12.イタリアンキッチン サー（Sa）
13.炭⽕焼き⿃居酒屋ひのか南森町店
■北新地エリア
14.乾坤⼀擲
15.イタリアンダイニング ペスカ 北新地店
16.播州地鶏 元気
17.タベルナエントラータ
18.豚しゃぶ せいろ蒸し専⾨店 豚匠 堂島邸
19.和ダイニング ゆめ咲⼩町
20.相撲料理 志が 堂島店
21.チェリージャム
22.Yasatane 〜野菜は健康の種〜
23.北新地 かじ
24.オイスター＆オーガニック THE PARTY
25.ア・フリーク
26.天然ふぐ料理専⾨店 堂島幸鶴
■中之島ウエストエリア ■淀屋橋エリア
27.与太呂 本店
28.コンラッド⼤阪40スカイバー＆ラウンジ
29.海鮮居酒屋 遊⿂
30.中国酒菜 凛
31.和⾷Labo．新た
■中之島公園エリア ■天満橋エリア
32.ガーブウィークス
33.リヴィエール
34.イタリアンバル vela
35.炭焼き料理専⾨店和元 天満橋店
36.地鶏居酒屋 ぼんじり

■観光 3店舗
74.ダイニング＆マジックバーイリュージョン
75. OSAKA SKY VISTA特別運⾏便（周遊バス）
76. 中之島リバークルーズ

■本町エリア
37.炭焼きジョニー ウツボキッチン
38.本まぐろと地酒 ⼤衆酒場 万祭
39.名物知覧どり炭焼のお店 うまいもんや つくし
40.ステーキとワイン ティーズダイニング
41.本町 カフェ＆バル LIBERTA
42.鶏と⿂と個室 ⽊温（こはる） 本町
43.なにわの台所 いたち
44.万や
45.沖縄紅豚あぐー専⾨店もも⼤阪店
46.鶏motto
■⼼斎橋エリア
47.焼⾁どうらく⼼斎橋店
48.炙り焼⾁Diningじゅう
49.イタリアンダイニングペスカ ⼼斎橋店
50.ホテル⽇航⼤阪 ティーラウンジ「ファウンテン」
51.中国料理 ⼤成閣
52.隠れ家ダイニング よつばしかふぇ
53.SALVATORE CUOMO ＆ BAR ⼼斎橋
54.鶏⼀輪
55.宮崎⽜・鉄板焼ステーキ みやざき館
56.韓国家庭料理 オモニ⾷堂 実華,
57.J'adore ⼼斎橋店
■難波エリア
58.〜創業1978〜焼⾁ こじま 難波店
59.〜出汁と釜飯〜和苑蛍
60.鉄板料理⼯房 BuonʼAgio－ブォナージョ－
61.はり重グリル
62.⽣ラム⾁専⾨店らむ屋
63.フェローズ
64.焼⾁ 善 なんば千⽇前
65.イタリアンダイニング ペスカ なんば店
66.⼤衆屋 千⽇前店
67.ちょっと⼀旬
68.シュリンプシュリンプ パートⅡ
69.シュリンプシュリンプ 裏なんば店
70.バンブーカフェ
■天王寺エリア
71.あべのダイナー天王寺店
72.⾁とさかな 照 天王寺店
73.ダイニングしゃぶしゃぶ仁あべのHoop

■OSAKA光のルネサンス「光のマルシェ」
28店舗
■OSAKA光のルネサンス
オフィシャルグッズ 1店舗
OSAKA光のルネサンス会場内で開催する飲⾷ブース
「光のマルシェ」やオフィシャルグッズ販売所
※期間限定︓12⽉14⽇（⾦）-12⽉25⽇（⽕）

※特別メニューは⼤阪・光の饗宴公式ホームページからご確認いただけます
※開催内容は天候等の理由により変更する場合があります。
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販売場所ラインナップ

OSAKA光ミールクーポン×ぐるなび

販売場所のご紹介
11/1（⽊）より⼤阪市内主要駅や観光案内所でお買いお求めできます

■京橋エリア
アンスリー京橋店
アンスリー京橋中央⼝店
アンスリー京橋⽚町⼝店

■新⼤阪エリア
アンスリー地下鉄新⼤阪店
■梅⽥エリア
⼤阪観光案内所
アントレマルシェ⼤阪
アズナス梅⽥3階店
（12.14〜25のみ）
アズナス新阪急ホテル前店（12.14〜25のみ）
アズナス阪急三番街B1店 （12.14〜25のみ）
アズナス阪神⻄梅⽥店
（12.14〜25のみ）
■中之島・北浜エリア
アンスリーサム中之島店
アンスリー渡辺橋店
アンスリー⼤江橋店
アンスリー地下鉄淀屋橋店
アンスリー淀屋橋店

■難波・⼼斎橋エリア
難波観光案内所
近鉄難波駅営業所
アンスリー南海なんば駅中央⼝店
アンスリー南海なんばガレリア店
アンスリーekimoなんば店
ナスコプリュスなんば北⼝店
■天王寺・阿倍野エリア
近鉄上本町駅営業所
近鉄阿部野橋駅営業所
アンスリーekimo天王寺店
■その他エリア
近鉄⻄⼤寺駅営業所
近鉄橿原神宮前駅営業所
近鉄京都駅営業所
近鉄名張駅営業所

■天満橋エリア
アンスリー天満橋店

■OSAKA光のルネサンス会場内
総合インフォメーション横（12.14〜25のみ）

ウェブ・アプリでのご購⼊のご紹介
■⼤阪・光の饗宴公式ホームページ
11/1（⽊）より販売開始 ※クレジット決済のみ
■⼤阪・光の饗宴アプリ
11/1（⽊）より販売開始

※クレジット決済のみ

※各販売店舗の住所・営業時間等の詳細情報は⼤阪・光の饗宴公式ホームページでご確認できます。
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（参考）開催概要

OSAKA光ミールクーポン×ぐるなび

商品名

︓OSAKA光の饗宴ミールクーポン2018×ぐるなび
（略称︓OSAKA光ミールクーポン×ぐるなび）

開催期間︓2018年12⽉14⽇（⾦曜⽇）〜2019年1⽉31⽇（⽊曜⽇）
ポイント

１．ぐるなび厳選︕⼤阪市内73の店舗が参加︕
２．「⼤阪の⾷」の⾷べ歩きを楽しめるクーポンチケット
３．クーポンチケットは⾦券形式。４枚つづり
４．特別メニューはクーポンチケットでしかオーダーできないオリジナルメニューやお得なメ
ニューが盛りだくさん︕
５．OSAKA光のルネサンスの飲⾷ブース「光のマルシェ（12/14－25）」でもご利⽤できます
６．⾷だけでなく観光（周遊バス等）にもご利⽤できます
７．12/14から1/31まで開催︕

1⽉も「光と⾷」で⼤阪・光の饗宴を満喫できます︕

８．⼤阪・光の饗宴公式ホームページや⼤阪・光の饗宴アプリを使って、気になる特別メ
ニューを⽇付やエリアで簡単検索︕

位置情報（GPS)でお店まで迷わず到着︕

※ぐるなびサイトから店舗の詳細情報や空き状況も確認できます。
価

格︓前売︓2,000円（税込）
当⽇︓2,200円（税込）
後売︓2,000円（税込）

11⽉1⽇ （⽊曜⽇）〜12⽉13⽇（⽊曜⽇）
12⽉14⽇（⾦曜⽇）〜12⽉25⽇（⽕曜⽇）
12⽉26⽇（⽔曜⽇）〜1⽉25⽇ （⾦曜⽇）

主

催︓⼀般社団法⼈⼤阪・光の饗宴

共

催︓⼤阪商⼯会議所

協

⼒︓株式会社ぐるなび

■光ミールクーポン×ぐるなびの使い⽅
光ミールクーポン
購⼊

お気に⼊りの
お店を探す

特別メニュー
を味わう︕

クーポンチケット
でお⽀払い
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