
ハートデザインの注目イルミ

● 4  TULLÝ S COFFEE 

御堂筋イルミネーション期間中に
限定メニューが登場！106・6202・
017767:00～21:00、㊏7:30～20:00、
㊐㊗8:00～20:00dなし

限定メニューは要チェック

● 7  R

期間中にチョコレートなどを添え
るイルミネーションコーヒーが登
場予定。106・6231・1998
610:00～18:00d㊏㊐㊗

特製コーヒーでほっとひと息

●10 TEA ROOM
イベール

オリジナルメニューのほっこりぜ
んざい（650円）で温まろう。
106・6261・157167:30～19:00
d㊏㊐㊗

ぜんざいで寒さを和らげよう

●13 ル ドール

期間中にテラス席利用のみカフェオ
レ、ホットチョコレートが900円に。
106・6105・5604611:30～22:00、
㊏㊐㊗6:30～dなし

ホットチョコが200円引きに

● 2  珈琲専門店 三番館

12/11㊏～31㊎に、「イルミネーシ
ョン」という合い言葉で期間限定
ベルジェケーキセット（600円・当
日売切れ次第終了）
106・6202・800867:00～22:00、
㊏㊐㊗～20:00dなし

売り切れ必至のケーキセット
● 5  DINING＆
BAR D

ディンギー

INGHY

イルミネーション期間中限定で、イル
ミネーションピッツァセット（1000
円）が登場。106・6223・5885611:30
～23:00、㊏㊐㊗～17:00dなし

品数豊富なセットで満腹

● 8  Nuts DOM

期間中だけのイルミネーション蒸
しケーキ（150円）を味わおう。
106・6221・171769:30～ 19:30、
㊏11:00～18:00d㊐㊗

限定ケーキでティータイム

●11 カフェ ダニエル

期間中、「本誌を見た」と伝えると
ダニエルスペシャルクリームソー
ダ（クリーム増量）450円が400円に。
106・6252・045867:30～ 21:30、
㊏8:00～17:00d㊐㊗

クリームソーダが50円引き

●14 コーヒーハウス
カフェロード

期間中、イルミネーションイブニ
ングセット700円が650円に。
106・6244・059667:30～ 19:30、
㊏～18:30d㊐㊗

休憩はお得なセットで決まり

● 3  MJB珈琲店 淀屋橋店

イルミネーション・チョコレートパ
フェ、マロンパフェ通常各760円が
720円に。106・6203・007867:30
～22:00、㊏8:00～18:00d㊐㊗

人気パフェがお値打ち価格

● 6  f
フー

eu f
フー

eu

期間中にイルミネーションホット
ワインセットおつまみ付き（400
円）などが並ぶ。106・6203・5050
68:00～18:00d㊏㊐㊗

ちょっと一杯にもばっちり

● 9  カフェ ウィーン

期間中の17:00以降に注文時に「イ
ルミネーション」と伝えるとなん
と飲食代金が20%オフに。
106・6262・256567:00～19:00、
㊏11:00～18:00d㊐㊗

合言葉をお忘れなく！

●12 Café L
ラパン

apin

12月の期間中はクリスマス特別
ケーキセット（ケーキ+コーヒー
or紅茶）680円が580円に。
106・6261・866067:00～18:30、
㊏8:00～11:00d㊐㊗

聖夜の特製ケーキをセットで

●15 Brighton Bell

期間中、イルミネーション限定ケ
ーキセット（特製ケーキ+コーヒ
ー）850円が800円に。
106・6282・100267:30～22:00
d㊐

ケーキセットがリーズナブル

めざせ
完全制覇！

昨年人気だった記念撮影ス
ポットに、より豪華になった
ハートモチーフのオブジェ
や愛くるしいウサギのイル
ミが仲間入り。点在するス
ポットで記念撮影をぜひ！

多彩な7羽のウサギを
探して写真を撮影する
と願いがかなう!? 淀
屋橋odona南側からチ
ェックしてみて！

御堂筋を象徴するイチョウの葉がイエローに光り輝く。周囲には星マー
クをちりばめ、華やかな空間を演出。本町ガーデンシティ前に設置される。

Leaf fantasy「イチョウ」
制作●（株）ハートス

大阪人に愛され続けている川をモチ
ーフに、キラキラとした大阪のネオ
ンの風景が川面に映る様子を表現し
た作品。座って撮影ができ、座ると頭
上に宇宙のような細かい光が映り込
むようにデザインされている。京阪
神不動産御堂筋ビル前に設置。

水都OSAKA
制作●桑山真弓 with
ちょうちん造形

願いが
かなう！？

イチョウ×
星がコラボ 川イルミは座ってパチリ

川イルミは座ってパチリ
川イルミは座ってパチリ

御 堂 筋 周 辺 の

レストラン
「ガスビル食堂」（MAP P7 C-3）1933年に創業された欧風料理の老舗。12/1㊌～15㊌はプリフィクスコース（4品選べる
A3675円、5品選べるB4725円）、12/16㊍～24㊎は1万6275円のコース料理のみが用意されている。完全予約制なので、し
っかり電話で予約をしておこう。106・6231・0901611:30～21:30（LO20:30）d㊏㊐㊗f72席

ハートデザインの注目イルミハートデザインの注目イルミ

3ameblo.jp/wishrabbit/

ハートが仲良く寄り添っているオブジェ。カップル
やグループで撮影すれば愛の絆や友情が高まるか
も!? ラブゲームも楽しめる。淀屋橋odona前に設置。

LOVE LOVE OSAKA
制作●凡十郎オフィース 藤井典彦

3lovelove-osaka.com

Love Rabbit
（ラブラビット）

Star Rabbit
（スターラビット）

Song Rabbit
（ソングラビット）

Ring Rabbit
（リングラビット）

Twinkle Rabbit
（トゥインクルラビット）

Magic Rabbit
（マジックラビット）

Find! Wish Rabbit 制作●武内伸雄

Snow Rabbit
（スノーラビット）

3www.chochin-zoukei.com/mi/

昨年人気のベンチが再登場。
NMプラザ御堂筋前に設置。

イルミハート

かわい
い♪

● 1  ビア・カフェ ビガール

12/11㊏～25㊏にイルミネーショ
ン得得盛りおつまみセット（1000
円）。106・6202・780067:30～23:
00、㊏㊐㊗～20:00dなし

ボリューム満点の 得 セットを

※MAPはP34・35
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いつもと
違う輝き！

●16 Hard Rock Cafe 
Osaka

期間中、ディナータイムに食事利用をし
た場合のみ、「イルミネーション」と伝える
とバドワイザー1杯サービス。106・6120・
5711611:30～24:00、㊐㊗～23:00dなし

バドワイザーサービスを実施

●17 マドモアゼル

期間中、イルミネーションほろよ
いセット980円が780円に。
106・6245・1330611:00～24:00
d㊐㊗

仕事帰りの一杯に最適

●18 COFFEE クローバー

期間中、クローバーおすすめコー
ヒー380円が350円に。
106・6252・875067:30～19:30、
㊏8:00～16:00d㊐㊗

定番コーヒーをお安く堪能

●21 COFFEE SHOP
フレンズ

期間中、イルミネーションカレー
セット730円が700円に。
1090・7105・426468:00～18:00
d㊏㊐㊗

カレーセットがお値打ち価格

●24  珈琲 Futakawa

期間中、イルミネーションぜんざ
い（星形白玉入り）は450円。
106・6241・802067:00～18:00、
㊏～14:00d㊐㊗

星形の白玉ぜんざいを堪能

●20 CP’S CAFÉ

期間中、イルミネーションマシュ
マロカフェラテ（マシュマロ分サ
ービス）が380円。106・6202・3301
68:00～18:00d㊐㊗

マシュマロカフェラテをぜひ

●23  珈琲館 亜
あらびか

羅毘加

期間中、ホットサンドセットが480
円、特製シフォンケーキセットが
500円で。106・6251・7635
67:00～19:00、㊐㊗8:00～dなし

ホットサンドで腹ごしらえ

●26  CAFÉ ＆ BAR 1988 
PRONTO 平野町店

期間中、注文時に「イルミネーション」
と伝えると18:00以降の飲食代金が
10%オフに。106・6202・002367:00
～23:30、㊏～17:30d㊐

10％割引サービスを実施

●28  CAFE&PUB九郎兵衛

12/20㊊～24㊎に、クリスマスハンバ
ーグセットと生中のセットが1200円
に（売切れ次第終了）。106・6202・
0039611:00～23:00d㊏㊐

4日間だけの限定セットを

●19  珈琲庵Kei

期間中、イルミネーションぜんざ
い（こぶ茶付き・700円）、甘酒（おか
き付き・450円）などあり。106・
6245・177167:30～18:15d㊏㊐㊗

和風メニューが特別に登場

●22  ann

期間中、イルミネーションホット
ココア・ホットサンドセットなど
が各1500円に。106・6245・9355
611:00～24:00d㊏㊐㊗

2種のセットが特別価格に

●25  Patisserie&Café 
Angela

期間中、イルミネーションケーキ
セット1000円が800円に。
106・6120・0202611:00～23:30、
㊏～20:00、㊐㊗～18:00dなし

自慢のケーキをセットで

●27  CAFÉ ＆ BAR 1988 
PRONTO 安土町店

期間中、本誌持参で、コーヒー、生ビー
ルをワンサイズアップ。106・6125・
107067:00～23:30、㊏8:00～23:00、
㊐㊗10:00～18:00dなし

ドリンクがワンサイズアップ

昨年はライトアップされていなかった
南御堂も御堂筋イルミネーションに合
わせてライトアップされる。暗闇に浮
かび上がるお堂は要チェックだ。

南御堂

大阪ガス
ビル

曲線のデザインが美
しい、近代建築の大
きなビルの窓が鮮や
かなピンクとイエロ
ーにライトアップさ
れる。ビルの前に並
ぶ光に包まれたイチ
ョウの木とのコラボ
レーションにもうっ
とりさせられる。

エントランスホールの内側にブルーな
ど、少しずつ変化していく照明を当て、
奥行きのあるライトアップに。周囲に
少し漏れる優しい明かりが◎。

御堂筋野村ビル
淀屋橋交差点の南西角にあり、ブルー
に照らされた外壁のライトアップが印
象的。御堂筋の北側では最初のビルの
ライトアップなので必見だ。

石原ビル

8台のLEDライトで大きな柱の内側から上部に
かけてを照らし出す。周囲がほかのエリアよりも
比較的暗いので、暗闇に浮かぶ様子も楽しめる。
均一の間隔で光る柱は遠くから眺めるべし。

武田御堂筋ビル

多彩なビル群のなかでもひと際目をひくライト
アップは、窓がオレンジ色やピンク色に輝く。カ
ラフルな光の演出はさすがのひと言。窓のほか、
エントランスもライトアップされている。

御堂ビル

淀屋橋交差点の南東
角にある大きなビル。
窓を鮮やかなブルー
に照らし出している
シンプルなライトア
ップが特徴。ビル前
で眺めるだけではな
く、西側からビル全
体を見るのもおすす
め。車の交通量が多
いので、注意しよう。

日土地
淀屋橋ビル

歴史あるお堂の入口
が朱色で照らされて
いる様子はまさに圧
巻。北御堂の階段を
上ると、御堂筋のイ
チョウ並木やライン
マーカーなどのイル
ミを少し上から見下
ろすことができるの
で、ぜひチャレンジ
してみよう。

北御堂

●エクセルシオールカフェ106・6204・7610●蘭館珈琲ハウス 伏見町店106・
6231・5695●CAFFE VELOCE平野町三丁目店●Cafe de Annandale
106・6266・4866●ドトールコーヒーショップ本町店106・6241・1336●ドトール
コーヒーショップ 瓦町店106・6201・3643●CAFFE VELOCE備後町三丁目
店1非公開●るふらんCOFEE106・6231・7697●平岡珈琲店106・6231・
6020●ドトールコーヒーショップ道修町店106・6231・6516●freedom rest か
がい106・6202・3552●ドトールコーヒーショップ 淀屋橋店106・6204・1610

御堂筋沿いに点在するは
大きなビルやお堂の外壁
がライトアップされ、いつ
もと違った表情を見せて
くれる。のんびり散策しな
らが眺めてみよう。

御 堂 筋 周 辺 の

レストラン
「レストラン&カフェ Kent East」（MAP P6 D-3）牛しゃぶもしくは黒豚ちげ鍋（季節により異なる）に、刺身や揚げ物、お
でんなど、多彩なメニューが食べ放題の飲み放題付きバイキング（3000円）が大好評。チョコレートフォンデュなどもしっか
りスタンバイ。大バコなので、大人数でも利用しやすい。106・6222・2207617:00～22:00（LO20:30）d㊏㊐㊗f100席

幽玄な光に
うっとり

迫力た
っぷり

～

このグルメもCHECK!

幽玄な光に
うっとり

幽玄な光に
うっとり
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