
店名 / 施設名 特典内容など 期間 場所

1 アリエッタホテル大阪
アリエッタホテル大阪
期間限定割引
当ホテル Web 予約サイト（外国サイト）への割引宿泊プラン販売

宿泊対象期間
9/30 ～ 11/2
までのご宿泊

2 ホテルプラザオーサカ

ホテルプラザオーサカ　レストラン割引
ミネラルウォータープレゼント
お一人様１本ミネラルウォータープレゼント 
レストラン　10％割引（朝食除く） 
※団体客（ツアー客）は除く

10/1 ～ 10/31
レストラン４店舗（花伝・
大湖苑・クリスタル・
コルディアル）

3 リーガロイヤルホテル
お食事割引券配布
ホテル直営レストラン 10 店舗 10％割引。
割引チケット配布場所（コンシェルジュデスク）で パスポートを提示頂き　
一人一枚配布

9/21 ～ 10/31
リーガロイヤルホテル内
オールデイダイニングリ
モネ　他

4 セント レジス ホテル 大阪

セントレジスホテル大阪 特別宿泊プラン Welcome Kansai
通常宿泊料金より 10％ OFF
※室数限定のプランとなっております。
※他のご優待・特典との併用はできません。
※ キャンセルポリシー： ご予約日の前日 18:00 までにキャンセルされた場合、

違約金は発生しません。それ以降にキャンセルされた場合、1 泊分の違約金
が発生します。

９/21 ～ 10/31 セント レジス ホテル
大阪

5 けいはんなプラザホテル

けいはんなプラザホテルスイートルーム半額キャンペーン
（３万円を半額！）

けいはんなプラザホテルにて１部屋だけあるスイートルームに半額でお泊り頂け
ます。クラシックで格式高い雰囲気のお部屋で、お二人の記念日のご宿泊にも最
適です。（料金は１泊２名利用で税金サービス料と朝食が含まれています）
※事前電話予約要

10/1 ～ 10/31 けいはんなプラザホテル
TEL.0774-95-0101

6 あまみ温泉南天苑
南天苑がんばろう大阪 welcome 大阪プラン
このプランで期間中にお越し下さったお客様に 1 ドリンクと小さなプレゼント
をいたします。
※ HP の外国語サイトよりご予約下さい。

９/21 ～ 10/31 あまみ温泉南天苑

7 シェラトン都ホテル大阪

関空経由の宿泊者に対しレストラン優待割引の実施 10/31 まで 各ホテルフロント
8 大阪マリオット都ホテル
9 天王寺都ホテル

10 ホテル近鉄ユニバーサル・
シティ

11 Sakura cook
大阪・本町スタジオ

和小物をプレゼント
外国人向けクッキングスタジオにて特別プレゼント 
期間中、Sakura cook でクッキングクラスを受講した人に、手作りの「箸置き」
または「コースター」を一人 1 つ差し上げます。
※同伴のお子様などは特典の対象外です。

9/21 ～ 10/31 Sakura cook 大阪・本町
スタジオ

12 道頓堀 ZAZA

周遊パスをお持ちであれば、
「GOTTA」は先着 20 名まで観劇無料。
「ZAZA お笑いライブ」は人数に関係なく観劇無料。
周遊パスをお持ちであれば、 

「GOTTA」は先着 20 名まで観劇無料。20 名を超えても￥1,000 で
観劇できるキャンペーンを行っています。 
「GOTTA」① 11：00 ～　② 13：00 ～　③ 15：00 ～（各 45 分） 
※火曜日のみ定休日 
「ZAZAお笑いライブ」① 11：30 ～　② 12：30 ～　③ 13：30 ～
④ 14：30 ～　⑤ 15：30 ～（各 30 分） 
※好評につき追加が出る場合があります。

H31/3/31 まで

中座くいだおれビル
地下１階　道頓堀 ZAZA

（くいだおれ太郎のいる
  ビル）

13 Ninja-Do
手裏剣ワンコイン体験
忍者の武器で有名な手裏剣！手裏剣体験、通常 5 枚 300 円のところを
ワンコインの 5 枚 100 円で体験して頂けます。

9/20 ～ 11/25
忍者堂 Ninja-Do、
忍者ショー

「忍者竹取物語」会場

14 観光おもてなしプラザ
「泉佐野まち処」

買ってお得！な日本文化体験
期間中観光おもてなしプラザ「泉佐野まち処」にて、お 1 人様 2,000 円以上
のお買上げで、通常 1,000 円の着物体験を無料でお楽しみいただけます

9/21 ～ 10/31

観光おもてなしプラザ
「泉佐野まち処」 
大阪府泉佐野市
上町３－８－ 12

15 岸和田だんじり会館
対象者には、祭礼うちわプレゼント並びに入館料割引 

（大人 600 円→ 400 円、小人 300 円→ 200 円） 
※パスポートの提示が必要 
※うちわの配布は在庫がなくなり次第終了

9/21 ～ 10/31 岸和田だんじり会館

16 アニモ
ゆめかわアニマルパーク

「がんばろう大阪！」の合言葉でジュース 1 本プレゼント！
店頭で「がんばろう大阪！」の合言葉を言ってくださったお客様にジュース
1 本プレゼントします

9/21 ～ 10/15
（平日限定）

アニモ
ゆめかわアニマルパーク

17 さかい利晶の杜
展示観覧（無料）さらに立礼呈茶 2 割引き
展示観覧　無　料（通常料金　大人 300 円） 
立礼呈茶　2 割引（通常料金　大人 500 円）

9/21 ～ 10/31 さかい利晶の杜

特設サイトへはこちらから→

がんばろう大阪！キャンペーン

宿　泊 体験施設 グルメ・その他

※本キャンペーンは来阪外国人観光客の方のみ対象となります。

※キャンペーン内容の詳細は各施設HPよりご確認下さい

がんばろう！大阪 検索



店名 / 施設名 特典内容など 期間 場所

18 PIRATES OF OSAKA
クルーズ・平日半額キャンペーン
期間中、平日 13 時～ 16 時台の便に限り 乗船料金半額
大人／ 1,000 円→ 500 円 (12 歳以上 ) 
小人／　 800 円→ 400 円 (  4 歳以上 ) ※ 3 歳以下は無料

9/21 ～ 10/31
チケットブース 
大阪市中央区道頓堀 1-5-7 
B1F

19 海遊館

来館者への割引サービス
① 期間中、音声ガイド貸出し料金を 200 円引き（40%OFF）。
※音声ガイド　通常 500 円→ 300 円 
対象言語：英語、繁・簡体語、韓国語、タイ語、仏語
② 期間中、海遊館に入館される方に Welcome シールプレゼント

9/21 ～ 10/31

①海遊館エントランスビ
ル
3 階サービスカウンター

②チケット売り場

20 ニフレル ニフレル入館者へのプレゼント
9月21日（金）～先着1,000名様にニフレルオリジナル「ミニメモ帳」をプレゼント

9/21 ～ 10/31

21 堺市博物館

がんばろう大阪！世界文化遺産を大阪に！ 
古墳と歴史のまち堺を自転車で巡ろうキャンペーン①
①仁徳天皇陵古墳 VR ツアー 
　外国人旅行者特別価格　500 円（通常 800 円） 
②パスポート提示で入館料　無料（通常料金　一般２００円） 
※受付でパスポートの提示が必要です 
多言語版「堺観光ガイドブック」も併せてご利用ください（英・簡・繁・韓）

① 10/9 ～ 10/31 
② 10/1 ～ 10/31 堺市博物館　

22 堺駅観光案内所（1F）
大仙公園観光案内所

がんばろう大阪！世界文化遺産を大阪に！ 
古墳と歴史のまち堺を自転車で巡ろうキャンペーン②
観光レンタサイクル 
外国人旅行者　無料（通常　電動アシスト自転車 500 円、普通自転車 300 円）
※受付でパスポートの提示が必要です 
多言語版「堺観光ガイドブック」も併せてご利用ください（英・簡・繁・韓）

10/1 ～ 10/31 堺駅観光案内所 1 階およ
び大仙公園観光案内所

23 堺市立町家歴史館
山口家住宅

パスポート提示で山口家住宅の入館料無料！
パスポート提示で入館料　無料（通常料金　２００円）

10/1 ～ 10/31 堺市立町家歴史館
山口家住宅

24 堺市立町家歴史館　清学院 パスポート提示で清学院の入館料無料！
パスポート提示で入館料　無料（通常料金　１００円）

10/1 ～ 10/31 堺市立町家歴史館　清学
院

25 大阪周遊パス
osaka amazing pass

期間限定 大阪周遊パス 2 日券が特別価格
2 日券を 2,500 円に（通常 3,300 円）
・無料入館 / 体験 51 施設　・特典 28 施設　・店舗割引　74 店舗

10/1 ～ 10/7

大阪観光案内所（JR 大阪
駅内）、難波観光案内所（南
海難波駅内） 
および Osaka Metro 新
大阪駅、梅田駅、難波駅
の Subway Information 
Counter

26 一般社団法人
阪南市観光協会

元気です！「阪南市」　
訪日インバウンド 手ぶら観光半額キャンペーン！！
期間中、阪南市へ来訪の訪日インバウンドのお客様に限り、手荷物預かり・
レンタサイクルがセットでワンコインの 500 円で OK ！（通常手荷物預かり
500 円・レンタサイクル 500 円）さらに、お一人１本ミネラルウオーターと
多言語（英 ･ 韓 ･ 中繁体 ･ 簡体）観光 MAP をプレゼント。
※対応日時は平日 9:00 ～ 17:00(9/28･10/10･18･24 日は除外） 
受付時にパスポートをご提示下さい。 
協会へ来訪のお客様は携帯電話 ･ タブレット等の充電無料。

9/20 ～ 10/31 南海電鉄 尾崎駅前
阪南市観光協会事務所

27 成田屋大阪ミナミ店
ハラルレストラン　からあげサービス
からあげの S サイズを無料で提供させていただきます。
※ハラル対応

9/21 ～ 10/31 成田屋大阪ミナミ店

28 大阪水上バス

観光船割引
① パスポート提示割引（アクアライナー定期便（周遊コース）及びサ

ンタマリアのデイクルーズにパスポート提示で外国籍の方は３割引
にてご乗船） 

② 大阪周遊パスアクアライナー乗船可能（アクアライナーの定期便に
おいて大阪周遊パスにて乗船が可能に） 

③ サンタマリア乗船の皆様にサンタマリアオリジナルポストカード
　プレゼント
 
以上の３点です。
日本人向けにはシルバー割引（65 歳以上又はペアで 120 歳以上の場合は 
３割引）の実施

①  9/21 ～ 10/31

②  10/1 ～ 3/19

③  9/21 ～ 10/31

29

月日亭

ご飲食代金より 10％ＯＦＦ
※パスポートを提示。他の割引・サービスとの併用不可。
※近鉄リテーリング

10/1 ～ 10/31
月日亭　難波店

30 月日亭　上本町店
31 月日亭　天王寺店
32

江戸川 9/21 ～ 10/31

江戸川　なんばウォーク店
33 江戸川　上本町店
34 江戸川　天王寺店

35 江戸川　あべのハルカス
ダイニング店

36 江戸川　三番街店
37 操舵 10/1 ～ 10/31 操舵
38

百楽

9/21 ～ 10/31

百楽　本店
39 百楽　天王寺シノワーズ

40 四川餐館　あべのハルカス
ダイニング店

四川餐館  あべのハルカス
ダイニング店

41 ソラーレドーノ ソラーレドーノ

※キャンペーン内容の詳細は各施設HPよりご確認下さい



店名 / 施設名 特典内容など 期間 場所

42

あべのハルカス近鉄本店

ノベルティをプレゼント 
期間中、婦人服・紳士服をご購入後に 3.5 階フォーリンカスタマーズサロン
にて免税手続をされたお客さまに食品サンプルキーホルダーをプレゼント。

（各日先着 100 名さま）

9/23 ～ 9/30 あべのハルカス近鉄本店 
ウイング館 3.5 階 
フォーリンカスタマーズ
サロン

43

ノベルティをプレゼント 
期間中、婦人服・紳士服をご購入後に 3.5 階フォーリンカスタマーズサロン
にて免税手続をされたお客さまに消せるマーカーペンをプレゼント。（各日先
着 200 名さま）

10/1 ～ 10/10

44
関西国際空港直営免税店 
KIX DUTY FREE 

WEB 予約５％ + 引換券
（画像）提示でオリジナルグッズ進呈

WEB 予約頂いた方で、引換券（画像）をレジに提示頂いた方へオリジナルグッズ
（フリクションペンかノート）１つ進呈
※割引対象（化粧品・香水・酒・たばこなど、一部除外品あり）
※オリジナルグッズはなくなり次第終了
※先着 300 名様まで。
PC サイト用
https://www.kixdutyfree.jp/ComMainVisual.aspx?file=2018pre
スマホ　サイト用
https://www.kixdutyfree.jp/sp/ComMainVisual.aspx?file=2018pre

9/27 ～ 10/31
なくなり次第終了

関西国際空港直営免税店
第１・２ターミナルビル 

（KIX　DUTY　FREE 本館
北店、KIX　DUTY　FREE
本館南店、 
KIX　DUTY　FREE 第 2
ターミナルビル店）

45 高島屋　大阪店
高島屋　大阪店プレゼントキャンペーン

「がんばろう大阪」のロゴ画像を撮影の上、ご提示頂いたお客様に各日先着 100
名様に限りプレゼントを進呈 
※プレゼント進呈には「高島屋大阪店でのお買上と免税手続き」が必要です

10/1 ～ 10/31 高島屋　大阪店

46 大阪ステーションシティ

大阪ステーションシティで使えるショッピング & グルメクーポン
大阪ステーションシティ内のルクア大阪や大丸梅田店など 100 店舗以上で使え
るお得な特典パンフ（お会計より 10%OFF など）と特製クリアファイル先着
1,500 枚を大阪ステーションシティ 3F インフォメーションにてご提供いたします。 
スマホ対応したサイト（英・繁・簡・韓対応）からも特典利用が可能です。
※・「JR-WEST RAIL PASS」をご利用のお客様
　・10 月１日（月）以降、先着 1,500 名様（お一人様１点限り） 
　・ 大阪ステーションシティインフォメーション ( 大阪駅３Ｆ南北連絡橋 ) にて 

オリジナルクリアファイル及び大阪ステーションシティ内の主要な店舗で使
える特典ブックをプレゼント

詳細は公式 HP の URL をご確認下さい。

10/1 ～
2019/3/31

特典利用可能期間

大阪ステーションシティ
内各施設

47 京阪百貨店
訪日外国人のお客様専用特別クーポン券の進呈
サービスカウンターでパスポートをご提示いただくと、京阪百貨店守口店で
お使いいただける 5 ～ 15％優待クーポン券を進呈

10/1 ～ 12/31 京阪百貨店守口店

48 アシックスストア 期間限定インバウンド向け割引サービス
パスポートのご提示により免税＋５% 割引

9/22 ～ 10/31
アシックス大阪心斎橋
アシックスストア大阪
アシックスストア神戸

49 アシックスタイガー 期間限定インバウンド向け割引サービス
パスポートのご提示により免税＋５% 割引

9/22 ～ 10/31 アシックスタイガー大阪
心斎橋

50 ハルカス展望台

SNS キャンペーン
ハルカス展望台にご来場された訪日外国人のうち SNS で展望台の魅力を写真で発信
してくれた方『全員』に対して、ノベルティプレゼント

9/21 ～ 10/31 ハルカス展望台

ハルカス展望台利用者への優待
ハルカス展望台にご来場された訪日外国人全員に対し、展望台内のレストランおよ
びショップで利用可能な金券 300 円をプレゼント

10/1 ～ 10/10 16 階チケットカウンター
で配布

51 ㈱ KNT － CT グローバル
トラベル　訪日 FIT 支店

関西発　紅葉観賞ツアーの割引販売
「YOKOSO Japan Tour&Hotel」の関西発紅葉観賞ツアー（7コース限定）への
申込み時に有効な500円割引クーポンを発行（メルマガ、SNSで発信）
※申込み時に利用可能な 500 円割引クーポン

10 月中の申込み YOKOSOTour サイト

52 Osaka Metro
Osaka Metro オリジナルグッズなどの景品をプレゼント
Osaka Metro なんば駅構内において、海外からの旅行者（大阪周遊パス利用者）を
対象に、日本独自のガラガラ抽選会を開催

9/23 ～ 9/25 
10/1 ～ 10/7

Osaka Metro
なんば駅構内

53 オリックス・バファローズ
プロ野球観戦チケットプレゼント
大阪観光局案内所で外国人のお客様に限り
2 日間限定 20 名様を無料でご招待
※観光案内所にてパスポートをご提示ください

10/4.10/5 大阪観光案内所
（JR 大阪駅内）

※キャンペーン内容の詳細は各施設HPよりご確認下さい

宿　泊 体験施設 グルメ・その他

※本キャンペーンは来阪外国人観光客の方のみ対象となります。


