
第2回「関西メガセール」参加施設の一覧　＇予定（

50音順＇エリア別（
＇平成24年11月21日時点（

エリア 参加施設 特典内容

1 大阪＇その他（ 株式会社京阪百貨店　守口
2月1日＇金（～2月28日＇木（
外国人観光客様　パスポート提示にて粗品＇ハンカチタオル（プレゼント＇先着100名様限り（
粗品お渡し場所：2階インフォメーションカウンター

2 大阪＇その他（ スターゲイトホテル　関西エアポート

料理・飲料の総額料金に対して１０％の割引特典。ただし、他の割引特典との併用や、期間限定の謝恩メニューを除く。
対象店舗：①ダイニング＆バー「スターゲイト」
営業時間：7：00～10：00　11：30～15：00　17：30～21：00＇土・日・祝～22：00)
②中国料理「星龍」
営業時間：11：30～15：00　17：30～21：00＇土・日・祝～22：00)
③日本料理「有馬」
営業時間：11：30～15：00　17：30～21：00＇土・日・祝～22：00（
④しゃぶしゃぶ「但馬屋」　営業時間：11:30〜15:00　17:30〜21:00＇土・日・祝〜22:00（
⑤イタリアンカフェ「パティステージ」　営業時間：11:00〜21:00
⑥鉄板焼「りんくう」　営業時間：11:30〜15:00　17:30〜21:00＇土・日・祝　〜22:00（

3 大阪＇その他（ 東急ハンズ　江坂店

パスポートのご提示で「5％OFFクーポン券」をプレゼント＇一部対象除外商品あり（
受け渡し場所：1F中央カウンター

期間中の「お買上げレシート」と「5％OFFクーポン券」のご提示で、粗品プレゼント
受け渡し場所：1F中央カウンター

4 大阪＇その他（ 富田林観光案内所 観光案内所にて商品を購入した外国人観光客対象に、キャラクターグッズ＇缶バッジ（をプレゼント。

5 大阪＇その他（ みさき公園
12/1〜1/31の期間中宿泊される方で、関西メガセールのパンフレット、ホームページをプリントアウトしたものの提示により、入園料を
約2割引。
　※入園料　大人1300円→1050円、こども＇3歳から小学生（700円→550円

6 大阪＇その他（ りんくうプレジャータウンシークル
「りんくうプレジャータウンシークルサービスカウンター」に対象期間中の「シークル」でのお買い上げレシートとパスポートご提示にて、
先着40名様にハンドタオルプレゼント※サービスカウンター営業時間　平日13：00〜18：00　土日祝11：00〜20：00

7 大阪＇その他（ りんくうプレミアム・アウトレット インフォメーションセンターにてパスポート提示により、割引特典の受けられるクーポンシートをプレゼント。

8 大阪＇市内エリア（ アジア太平洋トレードセンター タウンアウトレット「マーレ」の参加各店舗にて特典あり

9 大阪＇市内エリア（
あべのマーケット
キューズモール

B1インフォメーションにてパスポート提示により、当館オリジナルグッズプレゼント。※お一人様　来館につき１つまで。

10 大阪＇市内エリア（ アメリカン 人数分を注文した上で、1,000円以上の注文をされた方にプリンをプレゼント＇1グループにつき最大5個まで（

11 大阪＇市内エリア（ いちびり庵 1,000円以上のお買上げで10％OFF＇お台場店を除く大阪の全店舗対象（

12 大阪＇市内エリア（ 戎橋筋商店街振興組合

パスポート提示で割引や粗品進呈＇メガセール参加店は店頭に特典内容を掲示（
【参加店舗】
①＆Giving＇雑貨・ギフト用品（　12/1～2/28　ヘアアクセサリー進呈
②いちびり庵 本店＇大阪みやげ（　12/1～2/28　パスポート提示で、1000円以上お買い上げの方10％OFF
③をぐら屋 大阪戎橋筋＇昆布加工食品（　12/1～2/28　①パスポート掲示で、1000円以上お買い上げの方10％OFF　②粗品進呈
④かわこ ＇ミセス・ファッション・靴（　12/1～2/28　パスポート掲示で、全品10％OFF
⑤Cook Jeans ＇レディース・カジュアルファッション（　12/1～2/28　パスポート掲示で、5％OFF
⑥スキンフード ＇トータルフードコスメ（　12/1～2/28　5,000円以上お買い上げのお客様に、マスクシートプレゼント
⑦DECOUNTE  ＇レディース・カジュアルファッション（　12/1～12/中旬　パスポート掲示で、10％OFF
⑧青木商店 ＇たばこ専門店（　12/1～2/28　煙草購入の方に、ライター等の粗品進呈＇無期限（
⑨ジュエリーアリア ＇貴金属・アクセサリー（　12/1～2/28　パスポート掲示で、5％OFF
⑩蓬莱本館 ＇中華料理・食品販売（　12/1～2/28　お食事利用1組2,000円以上のお客様はドリンクバー無料
⑪LAZ by GRAVITY　＇メンズ＆レディース・カジュアルファッション（　12/1〜2/28　パスポート提示で5％OFF

13 大阪＇市内エリア（ OSAKA STATION CITY 大阪ステーションシティ

大阪ステーションシティの見どころ音声ガイドツアー
 ・言語：英語、中国語、韓国語　対応
 ・料金：2時間  500円＇消費税込（　 デポジット3,000円＇消費税込（
 ・受付：大阪ステーションシティ３階 北インフォメーション
＇事前予約不可（

14 大阪＇市内エリア（ 大阪科学技術館 先着200名様にパスポート提示により、大阪科学技術館特製蛍光ペン付きボールペンプレゼント

15 大阪＇市内エリア（ 大阪市交通局
パスポート提示により記念品＇シール付メモ帳　先着500冊（を進呈
特典付与場所：市営交通アクセスガイド(なんば)

16 大阪＇市内エリア（ 大阪水上バス「アクアライナー」 アクアライナー周遊コース　乗船料20％off

17 大阪＇市内エリア（ かねよし旅館 粗品プレゼント

18 大阪＇市内エリア（ cafe Mariquita＇カフェ　マリキータ（ 期間中、オリジナルグッズプレゼント

19 大阪＇市内エリア（ 上方浮世絵館 オリジナルポストカード1人1枚プレゼント＇美術館入館時又は、ミュージアムショップお買上時（

20 大阪＇市内エリア（ 寒ざらしそば芦生 オーダ時に、関西メガセールパンフレット提示で、ミニサラダサービス

21 大阪＇市内エリア（
木の郷屋
＇きのくにや（

現金でお買い上げ時に5％割引

22 大阪＇市内エリア（ 京懐石美濃吉 パスポート提示で1ソフトドリンクサービス

23 大阪＇市内エリア（ 近鉄百貨店　阿倍野店

特典内容①
2階案内所でパスポート提示により5％優待チケットプレゼント
対象：外国人専用
期間：メガセール全期間
条件：パスポート提示

24 大阪＇市内エリア（ 空中庭園展望台 パスポート提示により、空中庭園展望台の入場料金を10％引き。

25 大阪＇市内エリア（ クンテープ道頓堀本店
飲食合計金額10％off ＇コース、バイキング、他のサービスとの併用不可（
ランチバイキング　お一人様　50円off　＇他のサービスとの併用不可（

26 大阪＇市内エリア（ 京阪シティモール 健康入浴剤をプレゼント



27 大阪＇市内エリア（ 弘昌寺 護摩木1本購入頂いた方に、粗品プレゼント

28 大阪＇市内エリア（
CO）STARRING
コ・スターリング

10,500円以上お買上げでオリジナルカレンダーをプレゼント＇数量限定（

29 大阪＇市内エリア（ 阪町屋 とんぼ玉制作体験頂いた方に、粗品プレゼント

30 大阪＇市内エリア（ JR大阪三越伊勢丹 5,000円以上お買上のお客さまにオリジナルバッグをプレゼント。

31 大阪＇市内エリア（ シェラトン都ホテル大阪 レストラン＆ラウンジ　eu＇ゆう（にてお食事をご利用のお客様にソフトドリンクを１杯サービス＇ドリンク券　お渡します（

32 大阪＇市内エリア（ シティプラザ大阪 パスポートを提示により、宿泊されたお客様にレストランワンドリンクチケットプレゼント

33 大阪＇市内エリア（ 重亭 ライス注文の場合、大盛りサービス

34 大阪＇市内エリア（ 新世界串かつ振興会　加盟17店舗

お会計10％off＇土・日・祝は5%off（
期間：12/22～24,12/29～1/14,2/9～11を除く全期間
【参画店舗】
大西屋 ジャンジャン横丁店、ヤマハチ商店 大阪新世界本店、串かつじゃんじゃん
じゃんじゃん大西屋、串かつじゃんじゃん３号店、串かつじゃんじゃん２号店
串かつじゃんじゃん　ジャンジャン横丁店、横綱、横綱 別館
横綱通天閣、朝日、なにわ八圓、壱番、壱番 別館
寅勝、鶴亀家、初代ヱビス

35 大阪＇市内エリア（ セントグレース　ヴィラ ランチ・ディナー共１０％ＯＦＦ

36 大阪＇市内エリア（ せんば心斎橋筋協同組合
当商店街では、海外からのお客様にお買い物を楽しんで頂けるよう、パスポートの提示で割引がもらえるなど、下記店舗で特典をご
用意させていただいております。
対象店舗：エニット大門、シモジマ心斎橋店、ＡＳＩＡＮ　ＤＲＥＡＭ

37 大阪＇市内エリア（ 船場センタービル連盟 年末年始にかけては各店舗において格安・割引セール等を開催。

38 大阪＇市内エリア（ 大丸梅田店 地下2階サービスセンターにて、パスポートをご提示により、5％OFFクーポンプレゼント。＇一部除外品あり（

39 大阪＇市内エリア（ 大丸心斎橋店 本館１階北館１階の案内所でパスポートのご提示で5％OFFクーポンをプレゼント

40 大阪＇市内エリア（ タイムレス・コンフォート南堀江店
パスポート提示により全商品10％割引
パスポート提示により併設カフェでの飲食代10％割引

41 大阪＇市内エリア（ 高島屋　大阪店

1F正面案内所にて、パスポート及び関西メガセールのパンフレットまたはホームページのプリントアウト提示により、「５％ＯＦＦクーポ
ン」プレゼント。
※一部対象外の売場＇ブランド（があります。
1F正面案内所にて、パスポートの提示により、ご利用対象売場＇ブランド（を限定したクーポン冊子をプレゼント。
※10～15％OFFやお買上げ条件付きプレゼントなどの特典です。
1月2日～2月12日の期間中、婦人服、婦人雑貨、紳士服、こども服などセール開催。

42 大阪＇市内エリア（
たまいち土居陶器
だちんや

現金でお買い上げ時に10％割引

43 大阪＇市内エリア（ ディアモール大阪

ドリンクサービス
場所：ディアモール大阪ファッショナブルストリートディアモールカフェ内
期間：2012/11/21〜2012/12/25限定

HP上のクーポン＇\500（とパスポート提示によりoff
※一部対象外店舗がございます。店頭にてご確認ください。

44 大阪＇市内エリア（ 天丼の店 ノベルティプレゼント＇先着50名（

45 大阪＇市内エリア（ 天ぷら大吉 ノベルティプレゼント＇先着50名（

46 大阪＇市内エリア（ 東急ハンズ　あべのキューズモール店

パスポートのご提示で「5％OFFクーポン券」をプレゼント＇一部対象除外品あり（
受け渡し場所：ご相談カウンター

期間中の「お買上げレシート」と「5％OFFクーポン券」のご提示で、粗品プレゼント。
受け渡し場所：ご相談カウンター

47 大阪＇市内エリア（ 東急ハンズ　梅田店

パスポートのご提示で「５％ＯＦＦクーポン券」を差し上げます。
受け渡し場所：10Ｆ Ｄゾーンレジカウンター

期間中の「お買い上げレシート」と「５％クーポン券」をご提示いただくと粗品を差し上げます。
受け渡し場所：10Ｆ Ｄゾーンレジカウンター

48 大阪＇市内エリア（ 東急ハンズ　心斎橋店

パスポートのご提示で「5％OFFクーポン券」をプレゼント＇一部対象除外品あり（
受け渡し場所：１階インフォメーション

期間中の「お買上げレシート」と「5％OFFクーポン券」のご提示で、粗品プレゼント。
受け渡し場所：１階インフォメーション

49 大阪＇市内エリア（ ドン・キホーテ梅田本店

2000円未満のお買上げ…特製ボールペン
＇お一人様お一つ※色は選べません（

2000円以上お買上げ…”ドンペン&Hello Kitty”のオリジナルグッズ
＇お一人様お一つ※色は選べません（

10,000円以上お買上げ…ドンペンぬいぐるみ

50 大阪＇市内エリア（ ドン・キホーテ道頓堀店

2000円未満のお買上げ…特製ボールペン
＇お一人様お一つ※色は選べません（

2000円以上お買上げ…”ドンペン&Hello Kitty”のオリジナルグッズ
＇お一人様お一つ※色は選べません（

10,000円以上お買上げ…ドンペンぬいぐるみ

51 大阪＇市内エリア（ とんぼりリバークルーズ

乗船料金　通常おとな＇中学生以上（700円→500円
乗船料金　通常こども＇小学生（300円→200円

期間：12/1〜12/27、1/4〜1/14、2/14〜2/28

52 大阪＇市内エリア（ 南海インフォメーションセンター パスポート提示で粗品をプレゼント



53 大阪＇市内エリア（ なんでも酒や　カクヤス＇道頓堀店（ 当店で商品を購入頂いたお客様対象に、パスポートを提示により素敵な粗品をプレゼント!!

54 大阪＇市内エリア（ なんばＣＩＴＹ
「なんばＣＩＴＹインフォメーション」に、なんばＣＩＴＹでのお買い上げレシートとパスポート提示により、海外からのお客様へプレゼントを
進呈。

55 大阪＇市内エリア（ なんばウォーク
銀聯カードのご利用で店頭販売価格から、さらに10％割引。＇期間：2013年1月17日＇木（〜2月28日＇火（（
※「銀聯カードご利用で10％割引」の表示のある店舗のみ有効です。
※10万円＇税別（以上のご利用の際は一律1万円の割引とさせて頂きます。

56 大阪＇市内エリア（ NAMBAなんなん
「ＮＡＭＢＡなんなん Christmas！」＇12/7～12/25（
ＮＡＭＢＡなんなんで、お買物ご飲食時にお渡しするレシート代金2,000円につき１回、素敵な景品が当たるガラポン抽選に挑戦できま
す。

57 大阪＇市内エリア（ なんばパークス
「なんばパークスインフォメーション」に、なんばパークスでのお買い上げレシートとパスポート提示により、海外からのお客様へプレゼ
ントを進呈。

58 大阪＇市内エリア（ なんばマルイ 未定

59 大阪＇市内エリア（ ハードロックカフェ大阪 店頭でパスポート提示により、レストランでドリンク1杯無料＇1,000円未満（のチケットをプレゼント！

60 大阪＇市内エリア（ バーラウンジ『遊雅灯』
お一人様　8000円　飲み物代無料＇通常、15,000円くらい（
※土曜・日曜も前日までの予約で開店＇7名以上（13時以降で。

61 大阪＇市内エリア（ 函館市場南海なんば店 食事代10％OFF

62 大阪＇市内エリア（ 阪急うめだ本店

当店で10,501円以上お買い上げの免税手続きをされた方対象に、「ハローキティ　トラベルポーチ」をプレゼント。
　※数に限りあり。なくなり次第終了。
お買い物で5％の優待の「阪急阪神百貨店　ゲストクーポン」をB1フォーリンカスタマーサービス、１Fインフォメーションセンターにてお
渡し。
＇一部優待除外品あり（

63 大阪＇市内エリア（ 阪急ツーリストセンター大阪・梅田 企画乗車券＇券種問わず（を購入されたお客様対象で、パスポート提示により阪急電車オリジナル蛍光ペンをプレゼント。

64 大阪＇市内エリア（ 阪神梅田本店

当店で10,501円以上お買い上げの免税手続きをされた方対象に、「ハローキティ　トラベルポーチ」をプレゼント
※数量に限りあり。なくなり次第終了。

お買い物で5％の優待の「阪急阪神百貨店　ゲストクーポン」を地下1階クロークルームにてお渡し。＇一部優待除外品あり（
阪神名物の13万点以上の質流れ品が並ぶ「全国質流れ品大バザール」を開催。＇2月20日〜2月26日（

65 大阪＇市内エリア（ フードサンプルR＆M 関西メガセールのパンフレットを持参の方に、粗品をプレゼント

66 大阪＇市内エリア（ フレイザーレジデンス南海大阪 関西メガセールのパンフレットもしくはHPのプリントアウトをフロントに提示で粗品プレゼント

67 大阪＇市内エリア（
ポルポ
＇イタリア料理（

ランチ時のデザートまたはソフトドリンクをサービス

68 大阪＇市内エリア（ ミカヅキモモコ 当店でご購入いただいた方対象に、パスポート提示によりヘアアクセサリープレゼント!!

69 大阪＇市内エリア（ 無印良品なんばCITY 当店でお買い上げされたお客様に、パスポート提示により、プレゼントを進呈。＇先着100名様限定（

70 大阪＇市内エリア（ メイドカフェ＆リフレクロジーめいどるちえ ブログ等でお店を紹介いただける方に、メイドたちとの記念撮影プレゼント

71 大阪＇市内エリア（ 銘品館ねぼけ堂 2013年1月中、お買い上げ時にたまごせんべい１つプレゼント

72 大阪＇市内エリア（ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®

期間中来場の海外ゲストに物販商品10％割引
【期間】メガセール全期間
【対象】　日本以外のパスポート所持者＇外国人専用（
【実施店舗】パーク内のワゴン販売を除く全てのショップでご利用いただけます。※ただし、一部割引除外商品についてはご利用でき
ません。詳しくはショップクルーにお尋ねください。
【割引条件】必ずレジ精算前にクルーにパスポートの顔写真ページもしくは、パスポートの顔写真ページのコピーを提示ください。＇レ
ジ精算後の提示は無効とさせていただきます（

73 大阪＇市内エリア（ ラマダホテル大阪 ラマダホテル大阪直営レストラン、バー、デリにて、10％OFF(レストランにつきましては、事前予約がおすすめ（

74 大阪＇市内エリア（ リトル大阪＇ぐりこ・や道頓堀店（ 3,000円以上お買い上げで、グリコグッズプレゼント

75 大阪＇堺エリア（
堺市立文化館　与謝野晶子文芸館　アルフォン
ス・ミュシャ館

期間中、観覧料を２割引。

76 大阪＇堺エリア（ 堺伝統産業会館 期間中2,000円以上お買い上げでオリジナルグッズ＇注染コースター１枚（プレゼント

77 大阪＇堺エリア（ 自転車博物館サイクルセンター 期間中パスポート提示で入館料20％OFF

78 大阪＇堺エリア（ 大仙公園　日本庭園 期間中入園料　20％OFF

79 関西国際空港
関西国際空港＇第一ターミナルビル国際線出国エ
リア（

関西メガセールのチラシ、パンフレットまたは関西空港内に設置するリーフレットやキャンペーンページを印刷してご持参いただくと、
参加各店にて割引や粗品進呈などの特典をご提供。
※特典内容は店舗により異なります。
※粗品提供の場合、数量に限りがあることがあります。
※国内に居住されていないお客様に限ります。

80 関西国際空港 Telecom　Square 国内用携帯レンタル電話のレンタル料金が半額

81 神戸＇兵庫（ ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 カジュアルダイニング「ザ・テラス」ご飲食10％off

82 神戸＇兵庫（ 角の坊 炭酸せんべいプレゼント　※関西メガセールのチラシ・ＨＰのコピー等をお持ちの方に限る

83 神戸＇兵庫（ 欽山

ご夕食時に、グラスシャンパンを１杯ご用意。
※関西メガセール上記特典の告知をご覧になられた旨、チェックインの際にお知らせください。

１ドリンクチケットをお一人様につき１枚ご用意。
※関西メガセール上記特典の告知をご覧になられた旨、チェックインの際にお知らせください。

84 神戸＇兵庫（ 神戸三田プレミアム･アウトレット インフォメーションセンターにてパスポートを提示により、割引特典の受けられるクーポンシートをプレゼント。

85 神戸＇兵庫（ 神戸三宮ユニオンホテル 入浴剤1袋＇何泊でも1名につき1袋（



86 神戸＇兵庫（ 神戸プラザホテル オリジナルグッズプレゼント＇1滞在1室につき1点（

87 神戸＇兵庫（ 神戸ポートビアホテル
期間中　各レストラン10％off　※パスポート提示のお客様＇会計時に限る（
アラメゾン　18：00～タイムセールス　40％off　＇併用不可（

88 神戸＇兵庫（ シーサイドホテル舞子ビラ神戸
エステティックルーム潤～URUOI～　潤コース＇9,000円（20％off
売店商品5％off

89 神戸＇兵庫（ そごう神戸店 ＜バーバリー＞婦人用ハンカチ＇先着200名様（

90 神戸＇兵庫（ 大丸神戸店 税込10,500円以上お買上げの方対象に、８階免税カウンターにてパスポートとレシート提示により、オリジナルグッズをプレゼント。

91 神戸＇兵庫（
宝塚市立宝塚文化創造館＇宝塚音楽学校旧校
舎（

すみれミュージアムに入場の際、パスポート提示で団体料金適用

92 神戸＇兵庫（ 宝塚市立手塚治虫記念館
期間中、パスポートご提示で入館料を10%割引。
(大人630円、中高生270円、小学生90円)

93 神戸＇兵庫（ 東急ハンズ　三宮店

パスポートのご提示で「5％OFFクーポン券」をプレゼント＇一部対象除外品あり（
受け渡し場所：１階Aフロアインフォメーション

期間中の「お買上げレシート」と「5％OFFクーポン券」のご提示で、粗品プレゼント。
受け渡し場所：１階Aフロアインフォメーション

94 神戸＇兵庫（ 日本玩具博物館
入館料を１割引。
一般入場料500円→450円、学生400円を360円

95 神戸＇兵庫（ バーニーズ　ニューヨーク神戸店 パスポート提示により、5%offにてお買物いただけます。

96 神戸＇兵庫（ 阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター オリジナルグッズ「クリアファイル」プレゼント

97 神戸＇兵庫（ 兵衛向陽閣
期間中、有馬温泉名物「炭酸せんべい」兵衛向陽閣オリジナルパッケージ入りをお一人様につき1箱＇5枚入り（プレゼント。
※ご宿泊又は日帰りプランをご利用の方で、「関西メガセール」チラシやホームページのプリントアウトを提示された方に限ります。

98 神戸＇兵庫（ ホテル神戸四州園 チェックアウト1時間延長無料

99 神戸＇兵庫（ ホテルサンルートソプラ神戸
「サンルートクラブ」への入会無料＇通常500円（
http://www.sunroute.jp/PrivilegeHL.html

100 神戸＇兵庫（ ホテルプラザ神戸 ホテル最上(18)階レストラン鉄板焼各メニューを 期間中通常料金から10%OFF

101 京都 粟田口順正 順正特製割り箸プレゼント

102 京都 宇治市源氏物語ミュージアム 受付時にパスポート掲示で、大人500円⇒400円に、小人＇小・中学生（250円⇒200円に。

103 京都 宇治市市営茶室「対鳳庵」 受付時にパスポート掲示で、500円⇒400円に

104 京都 宇治市植物公園 入園時にパスポートの掲示で大人＇16歳以上（500円を400円に。

105 京都
MKタクシー京都駅八条西口前のりば＇MK貴賓
室（

期間中、当施設での観光貸切タクシーご予約のお客様にMKオリジナルミニカープレゼント

106 京都 大西清右衛門美術館
入館料団体割引を適用
期間：12月1日～12月24日

107 京都 お宿いしちょう ご宿泊の外国からのお客様にオリジナルのにおい袋をプレゼント＇メガセールリーフレット提示（

108 京都 ㈱橋立大丸 期間中、1,000円以上お土産物ご購入につき10%off ＇但し、酒など一部対象外の商品あり（

109 京都 祇園円山かがり火 パスポートをご提示のお客さまにオリジナル「竹久夢二あぶらとり紙」プレゼント

110 京都 京懐石美濃吉 パスポート提示で1ソフトドリンクサービス

111 京都 京ごころ 着物をレンタルされた方に和装小物プレゼント＇要予約（

112 京都 京都嵐山温泉　渡月亭

御宿泊のお客様1名につき、日本酒の飲み比べsetプレゼント。
※未成年の方にはソフトドリンク1本プレゼント。
※御予約時に関西メガセール特典希望とお伝えください。

渡月亭姉妹館　松風閣＇食事処（にて、御飲食代金5%off
※関西メガセールホームページ「渡月亭」ページプリントアウト持参者に限る

113 京都 京都駅前地下街ポルタ

イメージキャラクター「ポルタん」のオリジナル特製クリアファイルをプレゼント
　＇案内所にてパスポート提示のお客様　先着100名様限定（

ポルタバーゲン
期間：1月2日～1月14日

114 京都 京都ガーデンホテル
アーリーチェック・インとレイトチェック・アウトの無料サービス。
＇通常チェック・イン15時のところ→14 時可能に/通常チェック・アウト10 時のところ→11時可能に（

115 京都 京都サイクリングツアープロジェクト レンタサイクルご利用のお客様に、「関西メガセールを見た」でオリジナルサイクリングマップをプレゼント

116 京都 京都絞り工芸館 入館料500円より20％OFF

117 京都 京都府農業公園　丹後あじわいの郷
通常入園料　大人300円＇12月～2月（をパスポート展示で大人200円に割引。

国内の売店の商品をパスポート提示で10％割引

118 京都 京の手創り体験 京友禅製＇特製（カードホルダーの進呈。

119 京都 くらま温泉
パンフレットかメガセールHP印刷物持参提示にて＇1枚につき5名様まで可（
日帰りコースに限り2,500円通常料金を500円割引の2,000円＇大人のみ（とさせていただきます。　他の割引との併用はできません。



120 京都 清水順正　おかべ家 食事ご利用のお客様に、京野彩カステラ＇京きなこ入り（をプレゼント

121 京都 新・都ホテル　バイキングレストラン「プレジール」
ドリンク＇ビール・ワイン・ソフトドリンク（　1杯サービス＇朝食を除く（
期間：2012年12月１日〜2013年2月28日まで＇除外日：2012年12月22日〜25日、31日〜2013年１月3日（

122 京都 大丸京都店 1階店内ご案内所横サービスカウンターにて、パスポート提示により、5％OFFクーポンプレゼント。＇一部除外品あり（

123 京都 高島屋　京都店
1月2日＇水（～2月5日＇火（まで婦人服・婦人雑貨、紳士服・こども服など、セールを開催中です。
期間：1月2日～2月5日

124 京都 丹後ちりめん歴史館 ご来館のお客様全員に「まゆ玉」をプレゼントします。洗顔用パフとして指にはめて使います。

125 京都 南禅寺　順正 3,000円以上のコースお召し上がりの方、京小物プレゼント

126 京都 西陣くらしの美術館　富田屋
写真プレゼント＇はがきにしてさしあげます（
お香のお守りプレゼント

127 京都 ハクレイ酒造・天の蔵

日本酒を飲むおちょこを1ヶプレゼント
ハクレイ酒造・天の蔵で1,000円以上ご購入の方のみ

蔵Sweetsを1個＇スイートポテトかマドレーヌ（プレゼント
蔵Sweets　白嶺舎にて1,000円以上ご購入の方のみ

128 京都 庖勝一条流／三木半旅館
庖勝一条流の式庖丁を一般公開いたします。＇無料（
期間：1月21日12:00〜15:00

129 京都 舞鶴港とれとれセンター 2階事務所でパスポート提示で各店舗で使用できる「とくとくクーポン券」をお一人1枚お渡しします。

130 京都 松井物産　本店 パスポートかツアーワッペン等の提示により、お買い上げ額の5％割引＇酒類及びご奉仕価格品は対象外（

131 京都 龍馬館 10%off＇酒類は除く（

132 京都 旅館元奈古
オリジナルグッズプレゼント
※関西メガセールホームページの「元奈古」ページプリントアウト持参者に限ります。

133 京都 ワックジャパン
当社のプログラムにお申込みいただいたお客様全員に、京仕込みキンシ正宗酒蔵である堀野記念館の入場見学チケットを差し上げ
ます。

134 和歌山 味千拉麺和歌山北インター店 お食事代　１０％OFF　※和歌山北インター店のみ＇他店舗では実施しておりません（

135 和歌山 漁火の宿　シーサイド観潮 姉妹館MANPAの無料入浴券プレゼント＇11：00～21：00まで　車で5分の所　送迎はなし（

136 和歌山 紀三井寺
参拝料＇大人200円/小人・シニア70才以上100円（をお支払い戴くと、大観音拝観＇別途拝観料大人200円/小人100円（が免除され、
拝観可能となります。

137 和歌山 熊野本宮観光協会
熊野古道中辺路押印帳を購入して頂き、熊野古道中辺路ルートの発心門王子から熊野本宮大社の各王子等でスタンプを押印され
た方全員に記念品をプレゼント。
期間中、当観光協会加盟の宿泊施設にご宿泊された方に、オリジナルグッズプレゼント。

138 和歌山 たまミュージアム貴志駅
パスポート提示により記念品＇ポストカード（をプレゼント
特定の付与場所：貴志駅たまカフェ

139 和歌山 那智勝浦町観光協会 １人につき、那智勝浦町世界遺産絵ハガキ＇1枚（プレゼント＇５種類ありますが、選ぶことは出来ません（

140 和歌山 ブルーシールアイスクリーム和歌山店 ご飲食代　１０％OFF　※和歌山店のみ＇他店舗では実施しておりません（

141 和歌山 ホテルグランヴィア和歌山
Rhodia＇ロディア（メモ用紙おひとり1冊　サイズ7.4×10.5
ご宿泊の方限定

142 和歌山 ユタカ交通株式会社 期間中、観光タクシー＇日本語対応（ご予約の海外のお客様に粗品をプレゼント。

143 和歌山 和歌山市観光土産品センター お買い上げ金額の５％ＯＦＦ。＇一部商品除く（

144 和歌山 和歌山電鐵・貴志川線
パスポート提示により記念品＇ポストカード（をプレゼント
特定の付与場所：伊太祈曽駅窓口

145 和歌山
和歌山マリーナシティ＇ポルトヨーロッパ・黒潮市
場（

テーマパーク「ポルトヨーロッパ」割引。大人＇中学生以上（1,400円→1,200円、小人＇3歳以上（800円→700円
※割引はポルトヨーロッパ西側エントランス「ゲストリレーションズ」で行います。「ゲストリレーションズ」にてパスポートを提示して下さ
い。
※黒潮市場は入場無料です。


