お得な

特典 付き

1

公式サイトには
QRコードから
アクセスを ➡

開催期間：10月1日（土）
〜12月18日（日）

玉造イチバン

カフェ シェード ツリー café shade tree
オーガニックコーヒーとヘルシーランチ

東成区中道3-15-16
（JR玉造駅から徒歩5分）

2

焼肉ホルモン まる田。

A5ランクの肉が１枚単位で注文OK

東成区東小橋1-1-24
（JR玉造駅東口から0分）

3

玉造酒場

店内500円（税込）以上のご利用でスタンプ押印

お酒も料理も心こめて！4時開店の居酒屋

東成区東小橋1-1-21
（JR玉造駅東口から0分）

4

かつバル不動くん

ワインと日本酒、極上の串かつ・とんかつ

東成区東小橋1-1-21 2階
（JR玉造駅東口から0分）

5

スタンプ集まれば素敵な景品プレゼント！

ヘアサロン ベル コフレ Belle coﬀret
頼れるプロのワザ、駅前サロン

天王寺区玉造元町2-36わか林ビル2階
（JR玉造駅から徒歩0分）

このチラシを持ってお店めぐりを
❶各店、
とっておきの特典もご用意！

チラシ持参で、お得な特典が受けられます。

❷店内500円（税込）以上ご利用でスタンプ押印
※おひとり様につきチラシ1枚に限定。

☎ 06-6753-8533
営 11:30〜15:00／17:30〜23:30

（ランチ11:00〜14:00）
休 日曜・月曜

ハート型ベビーカステラ＆たこ焼き

天王寺区玉造元町2-2(JR玉造駅から0分)

特典 ドリンク１杯サービス

7

☎ 090-7965-6112
営 17:00〜24:00
スタンプ

「ゆで豚ユーリンチー」
など手づくり1品が選べます

休 なし

8

（lo23:30）

ダイズインターナショナル
超・低糖質の大豆パン専門店

天王寺区玉造元町2-12
（JR玉造駅前・幸村ロード）

ドリンク1杯に、選べる1品付き
特別価格500円（税込）
ぽんぽこてい

スタンプ

らくしょう

狸狸亭 楽笑 玉造店

多彩な表現力で勝負！お好み焼・鉄板焼

天王寺区玉造本町5-14
（三光神社東口から徒歩１分）

真田串勝つ！６本盛り
通常840円→666円（税別）

9

スタンプ

麺喰いメン太ジスタ

☎ 06-6796-9077
営 10:00〜20:00

※複数のチラシを合算することはできません。

（最終受付は確認を）
休 月曜

特典

6

ZERO ゼロ

様々な種類を少量ずつ楽しめます。
おひとり焼肉歓迎！

特典

ロコモコ丼真田丸セット（期間限定）
ドリンクと六文銭クッキー付き850円（税込）

スタンプ

14:00〜11:00
（日曜）
休 月曜

特典

特典

ハンバーグ６個、
ご飯は白米と玄米のブレンド

（lo23:00）
（火曜〜金曜）
15:00〜23:00
（
（lo22:30）
（土曜・日曜・祝日）
休 月曜(月曜が祝日の場合は火曜)

☎ 06-6974-0034
営 16:00〜25:00／

☎ 06-4307-6558
営 9:30〜17:30

❸スタンプの数に応じて景品進呈

1,500円（税別）以上の会計で、シャンプー
またはトリートメント(1,000円相当)進呈

10

スタンプ

天王寺区玉造本町3-6
（三光神社から徒歩3分）

※予定の数がなくなり次第、終了となります。
ご了承ください。

❺景品引換所は3カ所

ジョイカラー玉造店（JR玉造駅前）

10：00〜19:00／年中無休／Tel06-6765-0046

カフェシプレ

麺界のファンタジスタ！珠玉の中華そば！
！

❹景品引換は10月1日（日）〜12月25日（日）

Private∞Stone（プライベート ストーン）

※お店情報は14コマに掲載。
ご参照ください。

コーヒーとカレー、絶品カツサンド

天王寺区玉造本町1-9
（三光神社から徒歩3分）

cafe MARIA（カフェ マリア）

※お店情報は24 コマに掲載。
ご参照ください。

先着823名様に
プレゼント！

スタンプ

ホイップクリーム(サービス)で、
さらに美味

特典 会計から50円引き

11

て ん び ん ぼう

海鮮居酒屋 天秤棒

行けばわかる！ 旨い・安い・早い！

中央区玉造1-5-6グランドヒル2階
（玉造交差点から徒歩1分）

☎ 06-4304-8686
営 15:00〜24:00

レストランリール Restaurant RiRe

中山シェフの野菜にこだわった親しみやすいフレンチ
中央区玉造2-4-13上町ロングピア1階(玉造稲荷神社前)

ブライダルK

リピート率抜群のスタジオ撮影

☎ 06-6765-0620
営 10:00〜18:00
休 不定休

特典 真田丸撮影会
10月30日（日）
・11月26日（土）
・12月18日（日）
衣装一式レンタルと着付け、スタジオ撮影代と スタンプ
（予約優先）
2L判1枚付き3,000円（税込）

17

ゑびす足袋本舗 アンテナショップ
万延2年
（1861）
創業の足袋商

中央区玉造2-4-13 上町ロングピア2階
（玉造稲荷神社前）

中央区上町1-6-9(心眼寺から徒歩5分)

32種類！日本一のポップコーン屋さん

中央区上町1-3-10(心眼寺から徒歩6分)

特典 中華そば680円→500円（税込）

14

Private∞Stone プライベート ストーン
天然石オリジナルアクセサリ−専門店

中央区玉造1-13-3
（玉造稲荷神社から徒歩6分）

人気のチキンカツを六文銭に見立てた特別メニュー

六文銭カレー
（サラダとコーヒーまたは
紅茶付き)通常1,000円→880円（税込）

15

スタンプ

ケイツ−フォトスタジオ

神社からすぐ！お宮参り・七五三に便利な写真館

中央区玉造1-18-2
（玉造稲荷神社から徒歩3分）

スタンプ

「弁丸賞」

先着400名様

スタンプ

「源次郎賞」

先着380名様

4 個 「梅仁丹のど飴」と「仁丹生薬クリアファイル」の両方を
6個

☎ 06-6767-4529
営 11:30〜売切で終了(ランチ)／

17:30〜23:00（lo22:30）
休 不定休
大阪ではここだけ、無煙ロースター
「鉄人29号」

ハイボール
（おひとり１回）
360円→180円（税別）

18

スタンプ

BROADHURST'S ブロードハースト
英国人パティシエの人気ケーキ店

中央区玉造2-11-14
（玉造稲荷神社から徒歩5分）

☎ 080-5367-6353
営 11:30〜19:30
休 水曜・日曜（土曜・祝日不定休あり）

運気UP！六文連のブレスレットとストラップ

（月曜が祝日の場合は火曜）

真田丸エクレアをセットで注文すると
ドリンク100円引き

23

スタンプ

20

Rockwell coﬀee ロックウェルコーヒー
キュートなアメリカンカフェ＆ダイナー

中央区玉造2-16-25(三光神社から徒歩3分)

幸村パンケーキセット980円
（税込）

セットメニューはどれも、
ドリンク変更
（通常100円プラス)を無料に

信楽焼の石窯で焼きあげた本格ピザ

中央区玉造2-25-12（聖マリア大聖堂並び）

24

スタジオ撮影の方に、
写真入りキ−ホルダ−１個プレゼント！

スタンプ

cafe MARIA カフェ マリア
十八穀米＆ベジ食べるランチ

中央区玉造2-25-18
（聖マリア大聖堂前）

スタンプ
スタンプ

天王寺区清水谷町1-2-1
（心眼寺から徒歩4分）

☎ 06-7896-0019
営 11:00〜16:00
（うどん）
／

17:30〜23:00（lo22:30）(おでん）

先着40名様

「真田丸賞」 先着3名様

25個 「真田幸村勝利の兜」と

「戦国家紋トートバッグ」
の両方を

「地元玉造を応援します！」(ご協賛企業)
カレンダー全国シェアNo.１企業

休 不定休

温玉付き名物鶏天
（とりてん）
うどん
通常770円→666円（税込）

25

「信繁賞」

15個 「サロン専用シャンプー＆ヘアトリートメント」または

スタンプ

朝打ち自家製麺と天然だしうどん

出汁・麺・鶏天の絶品トリオにリピ続出！

次のいずれか１つ（それぞれ、数が異なります。なくなり次第終了）
「真田丸の戦い 戦勝記念 日めくり2017年（非売品）」
「明色美顔水 薬用化粧水」
「ウエストポーチ」
「シングルふとん用圧縮袋2枚入り」

「真田丸Tシャツ（フリーサイズ）」のどちらか一方を

本町製麺所 ゆ

☎ 06-6761-3633
営 10:00〜20:00
（lo19:00）
休 水曜。火曜は不定休

＜但し、ハワイアンジュースとカフェラテ限定＞

pisolino ピゾリーノ

☎ 06-4303-5961
営 9:00〜18:00
休 水曜、第1・第3木曜

19

スタンプ
3,000円（税込）以上の買い物で
「勝利を呼ぶストラップ」進呈（期間数量限定）

☎ 06-6762-0009
営 10:00〜19:00
休 月曜休み

ビターチョコの真田丸エクレア
（税込500円）

12月3日
（土）
「大坂冬の陣」
撮影会

特典

22

スタンプ

スタンプ

幸村公に献上したい！

特典

店内商品をご購入の方に
「ウタマロ石けん」
プレゼント

ポップコーンパパ玉造店 popcorn papa

手土産・ごほうび決定版の洋菓子店

中央区玉造1-7-22(玉造交差点から徒歩2分)

特典

ル・ピノー LE PINEAU

休 日曜・祝日

特典

特典

21

スタンプ

肉も焼き方も段違い！ 断トツの焼肉・ホルモン

10:00〜17:00
（10月〜12月の土曜）

17:30〜22:00
（lo20:45）

お食事の方に有機栽培の赤しそジュース
1杯プレゼント
（1グループ6名まで）

Grill Masa グリルマサ

☎ 06-6765-6333
営 10:00〜18:00
（月曜〜金曜）／

☎ 06-6767-0567
営 11:30〜15:30
（lo14:00）
／
休 月曜

中央区玉造1-6-2
SUN・Uビル4階
（玉造交差点北西角）

13

スタンプ

特典

16

スタンプ

12

とろ〜り玉子のカレーそばめし
通常930円→800円（税込）

特典

アサヒスーパードライ生ビール
（何杯でも適用）
1杯100円（税別）

特典 会計から50円引き

研究熱心な店長の自信作

☎ 06-6767-2776
営 7:30〜20:00
休 第3水曜と木曜

☎ 06-6764-5558
営 11:30〜23:00
休 なし

11:30〜23:00
（土曜・日曜・祝日）
休 不定休

特典

特典

8月31日開店。10月中旬、大小宴会場が3階にオープン

(lo23:30)
休 なし

スタンプ

店の名物、甲冑店長

☎ 06-4304-2022
営 11:30〜14:30と17:00〜23:00（平日）

特典

（イートインもテイクアウトもOK）
休 木曜

特典

「大豆の山食」
1本売り
（税込650円）
☎ 080-6133-0085
営 11:00〜21:00
（火曜は15:00〜）
休 日曜・月曜

☎ 090-5046-7918
営 11:00〜21:00

スタンプ

お好み焼き 丸福 森ノ宮店

パッケージングの世界を変えるチャレンジ企業

シームレスカプセルが創る新しい未来

世界で愛用される手芸用品の総合メーカー

帽子・バッグ・服飾雑貨の卸業務

サロン専用
ヘア化粧品メーカー・三口産業㈱

〝ふわっ″
のおいしさ、どや！大阪丸福の味

中央区森ノ宮中央2-10-7
（越中井から徒歩1分）

☎ 06-6796-7488
営 11:30〜14:00／

17:30〜22:00 (lo21:30)

特典

休 月曜
（月曜が祝日の場合は火曜）

☎ 06-6761-2226
営 9:00〜21:00
（ショップ）
／

☎ 06-6761-4417
営 11:00〜19:00
（月曜〜土曜）
／

休 なし

休 祝日

11:00〜17:00
（日曜）

10:00〜20:30
（喫茶）

スタンプ

おやつに、お土産にぴったり！

1,000円（税込）以上の会計で、おつまみ系の人気No.1
「うめかつお」
（レギュラー350円）プレゼント

スタンプ

スタンプ
生地にこだわった、おいしさ絶妙のピザ！

☎ 06-6941-1800
営 11:00〜14:00／

☎ 06-6768-1502
営 8:00〜17:00

17:00〜21:00

(ランチは11:00から)

十八穀米の上にタコミート。焼ちくわで
「六文銭」

特典

店内1,000円（税別）以上の買い物で
「SANADO」
1個
（170円）
プレゼント

特典

特典

6種類揃う
「SANADO
（真田山ドーナツ）
」

グラスワイン１杯
（700円〜）→500円（税別）
（平日夜限定）

休 月曜と月1回不定休あり

休 木曜

六文銭タコライス
（ドリンクと
日替プリン付き)特別価格700円（税込）

スタンプ

お好み焼きにお豆腐を練りこんだ、自慢の丸福焼き

特典 会計から50円引き

スタンプ

美を願い131年
桃谷順天館グループ

11月17日
（木）〜19日
（土）
「ワイシャツの山喜」大セール開催

