
難波＆心斎橋も
イルミがスゴイ!

4国産イチゴとフランス産チョコをたっぷ
り使ったよくばりタルト（￥2500）が登場

ジョエル
◆スイーツ

MAP P5 C-3

旬の食材を生
かした個性豊
かなスイーツ
が人気の店。
テイクアウトは
もちろんカフ
ェスペースで
ゆったりと味
わうこともでき
る。イルミ期間
限定のよくば
りタルトもオス
スメ！611:00
～21:00、㊏㊗
～20:00d㊐

国産イチゴ&フランス産チョコのタルト
106･6152･8780

4契約農家から仕入れた野菜を使ったヘル
シーなたっぷりお野菜のロースト（￥2400）
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◆ベーカリー&ダイニング

MAP P5 C-3

焼きたてのパンと、旬の野菜など使う食材
にこだわった料理が人気のベーカリー&ダ
イニング。6レストラン11:30～14:30（LO）、
17:30～22:00（LO）、㊏㊐㊗11:30～14:30
（LO）､15:00～18:00（LO）d不定休

パンと健康野菜の料理のコラボ
106･6223･0300

4前菜、パスタ、魚&肉料理やデザートがセッ
トのXmasコース（￥8400）。写真はイメージ

アルファロ
◆イタリア料理

MAP P5 C-3

有機野菜やジビエなどシェフこだわりの厳選
食材を使ったイタリアンが味わえる。中之島
ウォーカー持参で1ドリンクサービス。611:
00～15:00（LO14:00）、18:00～23:00（LO21:
30）d㊐㊊1回不定休※12/25㊐は営業

イルミ限定Xmasメニューを満喫!

106･6231･1107

4240gのUSビーフのパティが大迫力のレジェ
ンダリーバーガー（￥1880）などメニューも豊富

ハードロックカフェ大阪
◆アメリカ料理

MAP P4 D-4

大音量のロックミュージックをBGMにボリューム
満点の本場アメリカ料理が味わえる、エンタテイ
ンメントレストラン&バー。「イルミネーション」の
合言葉でバドワイザー1杯サービス。611:30～
24:00（LO23:00）、㊐㊗～23:00（LO22:00）dなし

エンタメ色満載で楽しめるXmas

106･6120･5711

520基のシャンデリア型のイ
ルミはゴージャスな輝き！

いつもは
にぎやかな
駅前広場が

ロマンチックに!

南海なんば駅北側の広場を企
業、百貨店などによる協議会
が独自にイルミネート。4本の
クスノキをブルーやイエロー
など約5万個のLEDで飾る。南
海ビルの外壁もライトアップ
され、いっそう華やかになる。

　髙島屋大阪店前
（御堂筋イルミネーション

inなんば）
812/14㊌～12年1/22㊐
617:00～23:00

心斎橋筋商店街の冬の風物詩「ブリヤン・ド
ゥ・心斎橋」を開催。フランス語で「キラメキ
の」の言葉どおり、シャンデリアをモチーフ
にしたイルミなどが、アーケードを彩る。

心斎橋筋商店街
617:00～翌1:00

33

d～12/25㊐が天
使（写真左）、12/
26㊊～福箕（右）の
イルミに変身

3アーケードか
ら無数の光の玉を
装飾する

戎橋筋商店街でも恒例のイルミネーションイベン
トを開催。「エビナリエ2011」と題したことしは、天
使＆十日戎をイメージした福

ふくみ

箕のLEDが、アーケ
ードを演出するぞ。幸運満載の商店街を歩こう♪

戎橋筋商店街
617:00～翌1:00

心斎橋の長堀通から北エリアの「しんきた」こと心
斎橋筋北商店街が、初めてイルミネーションに参
加。これで心斎橋筋南、戎橋筋と合わせて巨大なイ
ルミネート商店街が誕生することに！

心斎橋筋北商店街（しんきた）
617:00～24:00

12/17㊏～25
㊐にえびすば
しのクリスマ
ス・スペシャ
ル体験ギフト
を開催

心斎橋架橋390
年プレイヤー
クリスマスわく
わくフェスタを
12/15㊍～25㊐
に実施する

12/23㊗～25
㊐にクリスマ
ス大抽選会を
実施。加盟店
で1万円以上
買物をすると
1回抽選

11/18㊎
～12年
2/14㊋

11/18㊎
～12年
2/28㊋

12/1㊍
～25㊐

ことし

初

12/14㊌
～12年
1/22㊐

イ

周辺エリアもイルミネーションを実施!
イベント満載の商店街でイルミ散策へ出かけよう。

3232
「フレンチビストロ ル ドール」（MAP P4 D-4）　本町ガーデンシティ内のセント レジス ホテル 大阪1階にあるフレン
チの店。カジュアルで洗練された雰囲気の中で、フランスの伝統的なビストロキュイジーヌに現代的な彩りを添えた料理
が堪能できる。テラス席も完備。106･6258･3333（セント レジス ホテル 大阪）611:30～22:00dなし

御堂筋周辺の
グルメ

1/22㊐
イベント満載の商店街でイルミ散策へ出かけ

ロマンチックに!

ードを演出するぞ。幸運満載の商店街を歩こう♪ ルミネート商店街が誕生することに！

12/17㊏～25
㊐にえびすば
しのクリスマ
ス・スペシャ
ル体験ギフト

ことし

心斎橋筋商店街の冬の風物詩「ブリヤン・ド
ゥ・心斎橋」を開催。フランス語で「キラメキ
の」の言葉どおり、シャンデリアをモチーフ

ードを演出するぞ。幸運満載の商店街を歩こう♪

南海ビル＆
駅前広場が

色鮮やかに
イルミネー

ト！

キラメキの心斎橋!

天使＆えびす
様のイルミ

“しんきた”が初イルミ!
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どのイベントも
とても魅力的!

御堂筋周辺では期間中、多くのイベントを開催。
イベントに参加して、イルミをさらに楽しもう!

4クリスマス期間中はXmasディナーコー
ス（￥3500･要予約）も味わうことができる

ブライトンベル 御堂筋店
◆カフェ&ダイニング

MAP P4 D-4

創作フレンチとベルギービールが味わえる
店。人気の手作りケーキにイルミ期間中、イ
ルミネーション限定ケーキセットが登場す
る。ケーキセット通常850円が、800円と値
段もお得だ。67:30～22:00d㊐㊗

お得なイルミ限定のケーキセット
106･6282･1002

4クリスマスシーズンの関西ウォーカー限
定コース（￥4000･要予約）。写真はイメージ

イタリア食堂 リゴレット
◆イタリア料理

MAP P4 D-4

カジュアルに本格イタリアンが楽しめる店。
関西ウォーカー限定コースや、「イルミネーシ
ョン」の合言葉でグラスワイン650円が380
円のお得なサービスがいっぱい。611:30～
14:00、17:00～23:00（LO22:00）d㊐㊗

合言葉はイルミネーション!

106･6245･3768

4ディナーのメイン料理は100年の歴史を
持つビュルゴー家のシャラン鴨のロティ

カルトブランシュ
◆フランス料理

MAP P5 C-5

隠れ家的な店で本格フレンチが味わえる。イ
ルミ期間中はグラスワインまたはソフトド
リンク1杯サービス。12/23㊗～25㊐には特
別ディナー（1万円～）も登場する。611:30～
14:00（LO）、17:30～21:30（LO）d㊋･第1㊊

フレンチの隠れ家でXmasディナー
106･6252･0880

4前菜3種にパスタやメインなど全7品とボリュ
ーム満点のXmas限定コース（￥5250･要予約）

MIDO RESTAURANT BAR 
B

ベローナ

ELLONA

◆イタリア料理

MAP P5 C-5

開放的で高級感
あふれる店内で
味わう、シェフ
オリジナルの創
作イタリアンと
豊富なワインが
人 気。12/23㊗
～25㊐に登場
するXmas限定
コースも要チェ
ック！611:30
～16:00（LO15:
00）、17:00～23:
30（LO22:30）
dなし

創作イタリアンでXmasディナー !

106･6245･9002

御堂筋まちづくりネットワークが開催する
「御堂筋オータムギャラリー2011」の人気イ
ベントが、このまちかどコンサート。イルミ
と美しい音色が御堂筋の聖夜を盛り上げる。

まちかどコンサート
g京阪神御堂筋ビルのエントランスホール
618:00～18:457無料

大丸のヤングカジュアルフロア「うふふガー
ルズ」が神戸コレクションとコラボ。ことしは
ファッションショーに加え、音楽イベントな
ど内容もスペシャルにパワーアップ！
※イベントの詳細は3shinsai.ufufugirls.jp/で

うふふガールズ クリスマススペシャル
パワード バイ神戸コレクション

g大丸心斎橋店 北館14階 大丸心斎橋劇場

主演者はコチラ
声音アンサンブル「che 
BELLA！」（ケ ベッラ！）●
08年3月に結成されたア
ンサンブルユニット。メ
ンバーは湯川夏子、塩出 
律、松田恵美、仁田多恵、
山崎雅世（ピアノ）の5名

KW読者5組10名を招待 ！
「うふふガールズクリスマススペシャル」に
関西ウォーカーの読者5組10名を招待 !
参加希望の方は官製ハガキに住所、氏
名、年齢を記入のうえ、下記住所まで応
募しよう。（12/2㊎消印有効）

〒542-8501　大阪市中央区心斎橋筋
1-7-1 大丸心斎橋店 販売促進うふふ
ガールズ クリスマスイベント KW係

豆の種プレゼントも！
御堂筋まちづくりネットワークの「御堂筋
オータムギャラリー2011」では、12/16㊎ま
でビーンズショップ＆ナッツカフェ「Nuts 
DOM」（MAP P5 C-4）で豆の種をプレゼ
ント。なくなり次第終了なので急ごう

12/15
㊍

12/18
㊐

クリスマスハーモニーコンサートの
一イベント。長堀、心斎橋に来た人た
ちに、10～15分間ほどのクリスマス
ソングをプレゼント。ほんの少しの
時間、クリスマス気分を味わおう。

クリスマスコンサート
（キャロリング）

812/15㊍g大丸心斎橋店前
617:30ごろ7無料

少年少女・学生から高齢者など街の
みんなで作る恒例のコンサート。10
回目のことしはゲストにピアニスト
の石井千夏やバンドグループのCoral 
Reef（コーラルリーフ）が参加！

2011クリスマス
ハーモニーコンサート

812/15㊍g大丸心斎橋店 北館14階 
大丸心斎橋劇場618:30開演（開場18:00）
745自由席1000

420回を超える伝統コンサート。
7月はシャンソン、12月はスタン
ダードジャズを開催。詳細は日
本テレマン協会106・6345・1046

日本テレマン協会
マンスリーコンサート

812/6㊋g大阪倶楽部4階ホール
619:00開演743500 54000

モニュメントやイルミを背景
に撮影会。オドナメルマガ会
員登録者限定で各日先着70組。

イルミ撮影会

812/16㊎～18㊐g淀屋橋odona
617:00～22:007無料

※写真は10年春の開催の様子

イ

「珈琲Futakawa」（MAP P4 D-4）　御堂筋から1筋東に入った本町の雑居ビル2階にあるカフェ。隠れ家のような落ち着いた雰
囲気の中でコーヒーなどが味わえる。御堂筋イルミネーション期間中はイルミネーションぜんざい（450円）が登場。星形の白玉
が入ったかわいらしいぜんざいで、イルミ前のティータイムを。106･6241･802067:00～18:00、㊏～14:00ごろd㊐㊗

3333
御堂筋周辺の
グルメ

モニュメントやイルミを背景
に撮影会。オドナメルマガ会
員登録者限定で各日先着70組。

6

Reef（コーラルリーフ）が参加！

まちかどコンサート

shinsai.ufufugirls.jp/で

ハーモニーコンサート
大丸心斎橋店 北館14階 

イベントに参加して、イルミをさらに楽しもう!

美しいハー
モニーが響

く

無料コンサ
ート!

㊐

アーティストやモデ
ルに会える

うふふなチャンス!

ひと時のクリ
スマスソング

アットホーム
なコンサート

!
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